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The story of Nishijin Chuo Elementary School

Relationship between consolidation of elementary schools

In Kyoto City, the consolidation of large-scale schools has been promoted since the early 

1990's. The method is called "Kyoto hoshiki", which has been drawing attention from other regions. 

The "Kyoto hoshiki" is generally understood to be a way to prioritize local intention. However, its 

contents are diff erent depending on the time.

These times are classifi ed into the fi rst stage（1992 to 1997）, the second stage (2002 to 2007), 

and the third stage（2007 to 2019）. Conventionally, comprehensive research on them has not been 

conducted.

We have been receiving a JSPS KAKENHI grant for a period of three years from 2016  and 

are undertaking collaborative research entitled "Verifi cation of 〈Kyoto hoshiki〉 in the consolidation 

of schools". Among them, the survey is carried out separately for I）traditional commerce and 

industry area, Ⅱ） area with specifi c problems, Ⅲ） depopulation area, IV） new town area. This 

paper is a research report on Nishijin Chuo Elementary School（Seiitsu, Nishijin, Toen, Juraku 

Elementary School） conducted in the fi rst stage and I） .

Kyoto City learned from the "Doda lessons" that was counteracted by the region in 1979 

when it tried to integrate Doda junior high school into the Ryuchi junior high school. Therefore, 

when Nishijin Chuo integration was carried out, the Kyoto City Board of Education grasped the 

characteristics of the area, gathered the local information closely, and carefully judged the situation 

and was active.

NAKAJIMA  Masazumi

NAKANISHI Hirotsugu

 and local communities in Kyoto City
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京都市では、図 -11 にあるように 1990 年代はじめから大規模な学校統廃合が進められ、現在

に至っている。その結果、1887 年全国に先がけて設置された 64校の番組小学校も、単独校と

して残っているのは数校を数えるのみになっている。

筆者らは 2016 年度から 3ヶ年の計画で、科学研究費補助金による共同研究「学校統廃合に

おける〈京都方式〉の検証」を進めている。その中では、統廃合の時期がそれぞれ異なる小中

学校の地域すなわち、1997 年の上京区西陣中小学校、2007 年の左京区花脊小中学校、2010 年

の下京渉成小学校、2011 年の東山区東山開晴館、2012 年の南区凌風学園、2019 年開校予定の

伏見区向島秀蓮小中学校、以上 6校の元学区を含む地域を調査対象にしている。これらの地域

を本研究では、Ⅰ「伝統商工業地域（西陣中央小学校／下京渉成小学校）」、Ⅱ「固有の課題を

抱える地域（東山開晴館／凌風学園）」、Ⅲ「過疎傾向地域（花脊小中学校）」、Ⅳ「ニュータウ

ン地域（向島秀蓮小中学校）」と分類し、地域の特性や統合の過程などについて、詳細な聞き

取り調査を実施している。

本稿は、対象地域の中で最も早い時期でⅠに当たる事例である西陣中央小学校の統合につい

ての論考であるが、共同研究全体の最終報告に先立つものであるため、各方面からのご意見を

広く仰ぎたいと思う。

京都市における学校統廃合は、いくつかの時期に分けることができる。

近年の事例としては、1979 年に実施された銅駝中学校の柳池中学校への統合が最も早い。

この統合に関しては、多少の説明が必要であろう。1979 年 3月末をもって銅駝中学を柳池中

学に統合し、跡地を美術工芸高校（現京都市立銅駝美術工芸高校）にするという統合計画を、

京都市教育委員会の行政指導で行ったため、銅駝元学区から同盟休校を含む強い反発を受けた。

それは現在でも「銅駝の教訓」として教育委員会では語り継がれている 2。

京都市における小学校の統廃合と地域社会
――西陣中央小学校物語――

中島　勝住　NAKJIMA Masazumi 
中西　宏次　NAKANISHI Hirotsugu
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図 1：京都市の学校統合状況地図
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こうした経験があったからか、京都市内の統廃合は一旦途絶えていたかのようであり、再び

実施されるのは 1992 年まで待たなければならなかった 3が、実はその 4年前の 1988 年 2月、

京都市教育委員会は、『学校は、今 ･･･････』4 と題する小規模学校問題をテーマとする冊子を、

市内中心部で 12学級未満の小規模学校をかかえる 26学区に配布し、この冊子の配布を皮切り

に、学校統廃合に向けての合意形成を慎重に開始していたのである。1992 年度の洛央、洛中、

六条院小学校の開校は、「銅駝の教訓」から考え出されたと言われる、統合される各小学校の

地元（元学区）から出された要望を受け、京都市教委が統合を政策決定するという方式、つま

り徹底した「地元の意向」優先という、いわゆる「京都方式」による学校統廃合の先がけとな

るものであった。以後 1997 年度までに新たに 6校 5 が、合計 9校が統合校として開校し、統

合対象小学校は 30校にのぼった。この時期を第Ⅰ期（1992-1997）とすることができる。それ

以降は、2010 年 4月の下京渉成小学校 6の開校まで、10年間以上市中心部での小学校の統廃

合は行われていない。

この 10年余りの空白期間には、実は、「銅駝の教訓」を経て、2002 年の京都御池中学校（2003

年には京都城巽中学校を統合）、上京中学校、2007 年の下京中学校の統合というように、中学

校の統廃合が慎重に進行していたのである。合わせて 9中学校が統合の対象となったこの時期

を第Ⅱ期（2002-2007）とする。

次に実施された統廃合は、2007 年に京都市左京区の山間部に位置する花脊地区の 3小学校、

3中学校の小中一貫校（花背小中学校）への統合である。この統合は京都市における小中一貫

校の先駆けとなり、その後、2011 年の東山開晴館、2012 年の凌風学園、2014 年の東山泉小中

学校、そして 2019 年 4月に予定されている向島秀蓮小中学校と小中一貫校への統合が進んで

いる。それと並行して、2010 年に下京渉成小学校、2013 年に錦林小学校、2017 年に下京雅小

学校が小学校単独の統合校として開校している。この時期を第Ⅲ期（2007-2019）とする。こ

の時期の統合対象校は、小学校 26校、中学校 8校である。

こうした時期区分に拠るならば、西陣中央小学校への統合は 1997 年であるので第Ⅰ期とな

る。しかし、それに先行して 1995 年の第 1次統合として桃園西陣小学校の開校があるため、

本稿のテーマである「西陣中央小学校物語」の起点をどこに求めるのか、考え方はいくつか可

能である。

ひとつは、西陣、桃園、聚楽、成逸学区に「小規模校問題検討委員会」が設置された 1988

年 3月から 6月と見ることもできよう。また、「検討委員会」の協議を経て、4校統合の基本

合意ができた 1992 年の 3月に求めることもできる。さらに、4校統合である西陣中央小学校

がスタートした 1997 年に先立ち、西陣、桃園小学校の 2校によって先行統合した西陣桃園小
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学校が開校した 1995 年とすることもできる。もちろん、4校統合がなった 1997 年としてもい

いかもしれない。

ただ、いずれにしても、この第Ⅰ期は、京都市が大がかりな小学校再編を、統廃合を通じて

実施しようとした時期であり、さらに、先に述べたような「京都方式」が定着しつつあった時

期と考えられるから、その意味では、「西陣中央小学校物語」の起点を、この「京都方式」が

広く知られるきっかけとなった、『学校は、今 ･･･････』が配布された 1988 年 2月とするのが

妥当かもしれない。それは、4元学区のうち、成逸と桃園元学区ではさっそく同年 3月に、少

し遅れて西陣元学区では 5月、聚楽元学区では 6月に「小規模校問題検討委員会」が設置され

ていることからも推測できるように、冊子のインパクトはかなり大きかったと考えられるから

である。

さて、上京区の成逸小学校、同西陣小学校、同桃薗小学校、同聚楽小学校の 4校が統合し、

西陣中央小学校が開校したのは、1997 年 4月である。桃薗小学校跡地に同校校舎を新築する

ため、二年前の 1995 年 4月に旧西陣小学校を校地・校舎とする西陣桃薗小学校（西陣、桃薗

小学校が 1次統合）が発足していた。このように一次統合によって統合用地を空け、そこに約

2年間かけて校舎等を新築、完工後 2次統合を行うという方式は従来からあり、1995 年 4月に

開校した御所南小学校 7、および高倉小学校 8の場合も同様であった。

以上のように、「京都方式」による学校統廃合を第Ⅰ期（1992-1997）、第Ⅱ期（2002-2007）、

第Ⅲ期（2007-2019）に分けた場合、第Ⅰ期の事例である本稿「西陣中央小学校物語」は、『学

校は、今 ･･･････』が配布された 1988 年を起点に 30年後の 2018 年の時点でふり返り、それ

がどのような経過を辿ったのかを再構成し、検証しようとする試みである。

1.　調査の概要　

1995年開校の桃園西陣小学校と成逸小学校、聚楽小学校が 1997 年に西陣中央小学校へ統合

する過程に関する調査は、2016 年６月から 2017 年 10 月にかけて、関係元学区の住民を中心

に 11名への聞き取り調査という方法で実施した。その内訳は、教育委員会関係者 1名、学校

関係者２名、住民８名である。それぞれ約 90分前後の時間をかけた聞き取りであり、聞き手は、

ほとんどの場合、本論文の筆者である中西と中島である。本論文では、それぞれの聞き取りデー

タを使用するものの、発言者を特定できる情報は可能な限り排除した。その理由として、本稿

が最終的な共同研究報告全体の一部に過ぎず、最終的な聞き取りデータの取り扱いについて研

究者間での合意がなされていないことがある。最終的な研究報告作成の際には、研究者間での

データの取り扱い方に関する統一見解を議論し、同時にすべての語り手に対してその見解に対
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する了解を取る必要があると考えている。

２.　統合元各小学校の歴史・元学区の特徴

西陣中央小学校に統合された 4小学校は、いずれも 1869 年に全国に先駆けて開校 9した 64

校の旧番組小学校を前身としている。西陣中央小学校発足に伴い、成逸・聚楽小学校は 128年

間、桃薗・西陣小学校は 126年間の歴史を閉じたため、各元学区の地元では閉校記念誌がそれ

ぞれ刊行された 10。また京都市教委は、統廃合により閉校となった学校ごとに、Ａ 4版、青い

表紙に金文字で学校名を表記、という統一された外観の閉校記念冊子を発行している 11。この

結果、西陣中央小学校に統合された 4小学校については、地元元学区が刊行したものと京都市

教委（学校統合推進室）が編集・発行したものとの二種類、計 8冊の閉校記念誌が出されてい

る。それらを主な典拠として、西陣中央小学校の統合元 4校が辿った歴史と、各学区（元学区）

の地域社会としての特徴を略述する。

2-1 成逸小学校元学区

成逸小学校は、1869 年 10 月 16 日、上京第二番組小学校として発足した。番組小学校区と

しては上京の北端に位置する。当時の校区内町数は 28、人口は約 3500 人であった。開校時は

上天神町の畑地 158坪余を所有者が提供（寄付）し、そこに建坪 76坪余の校舎が建てられた

というから、当時この付近はまだ完全には市街化されず、農地が散在していたのであろう。小

学校の建営資金は、京都府からの借入金 760 両、有志金 141 両余、軒役割金 12457 両余、合計

1358 両余で賄われた。また番組会社（上京二番組会社）が設立され、資金を営業者に貸付け

てその利金を学校運営資金とした。上京（上大組）二番組は、1872 年「上京一区」さらに

1892 年「上京区第一学区」と改称。校名の「成逸」は 1875 年に制定された。学区名が正式に「成

逸学区」と呼ばれるようになったのは、1929 年以降である。通学区域については戦後の 1948

年に一部変更され、南部の三町（西千本町、東千本町、前ノ町）が西陣小学校区に、紫野小学

校区だった北区の東藤ノ森、西藤ノ森五ヶ町が成逸小学校の通学区になった。成逸小学校の統

合問題が検討された際、元学区と通学区が異なっていたことが、合意形成の上で問題点の一つ

になったが、詳しくは後述する。

校区は西陣織の地元である西陣 13 の北部にあたり、全盛期には多数の織物業者や下請け・

関連業者が立地し、西陣織地元産地の一画を形成していた。現在は和装業界の構造的不況のも

とでかつての面影はなく、廃業した業者社屋の跡地にマンションなどが建てられて住宅地区と

いう性格が強くなっている。成逸元学区では、元々活発な地域活動が行われていたが、新住民
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の増加によって町内会への加入率が低下するなどの問題に対処するため、2007 年「成逸まち

づくり推進委員会」を設置、「せいいつ方式 14」というルールを設けて自治活動財源の確保と

新旧住民の交流・融和をはかる取り組みが進められている。現在元学区活動の拠点になってい

るのは成逸小学校跡地に設置された京都市立北総合支援学校の一画にある「成逸会館」である。

この施設は元々あったもの 15 が北総合支援学校建設時に設備等を大幅に充実刷新して学校施

設の中に取り込まれた。成逸小学校跡地が北総合支援学校用地になった経緯については後に述

べるが、成逸元学区にとって北総合支援学校が「地元の学校」になっていった経過は、京都市

における学校統廃合に伴う元学区の変容事例のなかでも注目に値するものである。

2-2 西陣小学校元学区

前身の上京第五番組小学校は、1869 年 12月 2日、猪熊通上立売上ル土田町の約 127坪の敷

地に建坪 47坪の 2階建て、及び 15坪の平屋建て校舎を新築、開校した。資金については官金

（府からの借入れ金 16）800 両のみ記録されている。1873 年校名が上京第四校に変わり、文織

校という別名が使われるようになった。「文織」とは、「文を学ぶ」「学芸を修める」との意と、

同校校区が西陣織の本場であり「文様を織る」との意もこめられていた。西陣校と呼ばれるよ

うになったのは 1884 年からである（1887 年から西陣尋常小学校）。

成逸学区の南に隣接する西陣学区は、西陣織産地の中心部にあたる。さらにその南の桃薗学

区には原材料である生糸の問屋、および西陣織製品の産地問屋が多くあり、西陣織業界の中枢

機能が集積しているのに対し、西陣学区は街並みに織機の音が響く生産現場という性格が強く

あった。西陣小学校の「郷土室 17」には、多数の西陣織作品を始め、20世紀初にフランスから

輸入されたジャガード織機 2台 18 など貴重な資料が保存されている。近年地場産業としての

西陣織の衰退により、廃業した業者社屋の跡地がマンション・アパートに変わってきているの

は成逸学区と同様である。

同校の歴史のなかで最も痛恨事であったのは、1934 年 9月 21日朝、室戸台風が京都を直撃。

気象予報が未発達だったため警報等が出されないなかで登校してきた児童が強風により倒壊し

た木造校舎の下敷きになり、41名の死者がでるという大惨事 19 となった。このとき鉄筋新校

舎が完成間近であり、一時的に避難させるなどの対応がとれなかったのかなど、学校側の責任

を問う声が地元で高まり、当時の校長他が辞職した 20。この災害からの再起が、学校・学区に

とって重い課題であったことは容易に推測される。

同校の在籍児童数のピークは、1932 年度の 694 名であるが、1967 年度以降は 200 名台で推

移し、1986 年度以後は 100名台になっていた。
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2-3 桃薗小学校元学区

桃薗小学校の前身は、1869 年 10月 1日開校式を挙げた 21 上京第十一番組小学校である。大

宮通今出川上る観世町の 750坪余の土地買収、校舎建設資金については、京都府からの交付金

を受けず、地域有志の拠金によって賄った 22 これに対し京都府から感謝状ならびに「小学四

書五経」が交付されている。学校所在地の大宮今出川は、昔から「千両ヶ辻」と呼ばれる西陣

の中心で、この近辺に生糸問屋や西陣織産地問屋が集中している 23。学区に在住する「西陣の

旦那衆」たちの財力により公金に頼らず学校建営を行ったのである。この「豊かさ」は、1934

年 3月に竣工した鉄筋校舎にも反映された。スチーム暖房完備の校舎内には一階から三階まで

続くスロープが設けられていた 24。同年 9月、室戸台風の暴風により隣の西陣小学校の木造校

舎が倒壊したとき、桃薗校の新校舎はほとんど無傷であったという。しかし、この学校の歴史

は豊かさだけで語ることはできない。校区には西陣織の下請けや「賃機 25」を織る零細業者も

多く、そのような家庭の子どもたちは家事の手伝いなどで昼間の修学が困難な状況があった。

そのなかで 1914 年 5月から「特別二部教授（夜間授業）」が開始されている 26。戦時中の 1943

年 4月から、西隣の嘉楽学区から笹屋町一丁目町ほか五ヶ町、戦後の 1948 年 4月から西陣学

区の石屋町、慈願庵町が桃薗通学区に変更になった。在籍児童数の最高は 1955 年度の 760 名

であるが、西陣小学校との一次統合時点では 150 名であった。なお、1934 年 4月、隣接敷地

に京都市立桃薗幼稚園が開園。桃薗小学校の閉校まで存続した。

2-4 聚楽小学校元学区

聚楽小学校の前身は 1869 年 10月 16日に開校した上京第十五番組小学校である。「聚楽」の

名は 1875 年「上京拾六校聚楽小学」として初めて使われた。同校校区は豊臣秀吉が関白公邸

として築いた聚楽第の跡地（校区西部）、及び武家屋敷街跡（同東部、北部）にあたることが

その由来である。聚楽第は築城後わずか 9年で破却され、跡地は街場化されていったが、そこ

は西陣の南部に位置し、西陣織関連の比較的小規模な事業者（家族経営主体）が多い地域であ

る。学校開設時の費用は、府からの借入金 600両、区内からの拠出金 325両余、計 925両余と

記録されている。また区内有志の出資金 1500 両を基金として上京十五番組会社が設置され、

月一分の利息をとって営業者等に貸出し、年間利息 180両のうち 30両を府への返済金に、残

りを学校運営費に充てた。小学校会社は明治 5、6年に休止したところが多いが、聚楽学区の

場合は 1875 年に聚楽永続講が設立され、その機能を受け継いだ。学区民有志が一口月額 1円

ずつを 4年間積立て、総掛金 48円を 1年間据え置いたあと、元利合計 50円を返戻する。この

講から出る剰余金を学校運営費に充てるのである。

この方式は戦後も受継がれ、1949 年に発足した聚楽講会が、聚楽小学校の備品等の寄贈を
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継続的に行っている。また、1925 年に設立された聚楽教育会は、1932 年財団法人に認可された。

法人格を得たのは、聚楽小学校南側に隣接する住宅を取り壊して南校舎の採光を良くする目的

で住宅地 66坪を買収し、その所有権を登記するためであった。学校園になったこの土地を京

都市は借地していたのである 27。聚楽教育会は現在でも葭屋町通中立売角に聚楽会館という不

動産を所有し、聚楽小学校跡地と並んで地域活動の拠点となっている。聚楽小学校の在籍児童

数は、1918 年の 727 名が最多だが、戦後のピークは 1958 年の 703 名である。本校区には西陣

織関連の中規模以上の企業はあまりないため、廃業後の会社社屋跡地がマンション等に変わる

事例は多くない。このため他の 3学区に比べ、新住民の流入は少ない。統廃合の協議が始まっ

た 1988 年度の在籍児童数は 168名であった。

３.　統廃合への経過

3 -1 概要

前述したように、京都市教委が『学校は、今 ･･･････』を配布し、市中心部の 26小規模学

校校区に統廃合問題についての議論開始を要請したのは 1988 年 2月である。冊子の内容は小

規模校の良さも併記したソフトなものであったが、この時点で市教委の都心部小規模校統廃合

に向けての決意は並々ならぬものがあったと思われる。市教委のコンセプトは、その後も度々

表明されているが「すべては子どもたちのために」というもので、子どもたちの教育という観

点からみると小規模校では切磋琢磨効果が働きにくく、統廃合による学校規模の拡大は必須で

あるとの認識があった。そしてそのような「子どもたちの教育優先」言説は、当時も今も学校

統廃合推進の論理として必ず語られ、それへの反論が出されにくいという構図がある。上記の

言説を「切磋琢磨論」と名付けるならば、それへの反論は 2つのパターンが考えられる。

ひとつは、教育の論理の内側で「小規模校でもよい」「小規模校の良さを追求すればよい」

という論陣をはることで、これはなかなか難しく、多数（特に保護者）の賛同を得るのは困難

である。ふたつには、教育の論理の外側に出て、「学校はこの地域にとってなくてはならない

ものだから、廃校反対」と主張することである。西陣中央小学校への統合過程で、反対論また

は慎重論が語られたとすれば、おそらく主に後者の立場からだと思われる。しかし、この論は

京都市中心部の場合、次のような暗黙の共通理解が無言の反論として用意されていた。

それは「学校がなくなっても学区はなくならない」「子どもたちが通わなくなっても、学校

施設は元通り地域で使えるようにすればよい」というものである。旧番組小学校元学区は、強

固な地縁共同体を構成していて、消防団、自主防災会、体育振興会、少年補導委員会など、多

くの地域組織が元学区単位に組織され、それらの幹部が地域有力者層を構成しているという独
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特の地域社会像がある。京都市教委は、そのような市中心部の特性を銅駝中学廃校時の苦い経

験から学び、以後の統廃合政策推進にあたっては、「地元主導による」「地元の意向」という方

式をとり、これを「京都方式」と呼ぶようになった。この「地元の意向」は、統合に係る元学

校・学区の組み合わせの決定過程だけではなく、統廃合の推進それ自体にも影響を与えた。

西陣中央小学校の統合は、まさにこのような構造が確立されるなかで進められていった。

表 -1は、統合元 4校学区別に経過を時系列で整理したものである。これによると、1988 年

2月に「学校は今・・」が配布され、4校学区で検討委員会が設置されたものの、翌年にかけ

て目立った動きはなく、1990 年 1月に小学校校長会のモデル校構想、市教委の「参考資料」

が出されて再び動きが出たことがわかる。

中でも、聚楽元学区では、早くもその 2か月後の 3月に検討委員会、社会福祉協議会（自治

連合会 28）が「統合やむなし」の決議を行っている。「やむなし」というのは、「教育の論理」

からの判断であることを物語っているであろう。以後も聚楽は統合に向けての動きの先頭に

立った。

4校の組合せが形を現したのは、1991 年 5月 2日京都堀川会館で開かれた上京小規模校問題

検討委員長会議の場である。ここで「堀川西四学区協議会」が発足している。つまり、堀川通

を境にその東西で別々の統合校組合せを追求する方針が出された 29。以後は「堀川西四学区」

内での合意を進めること、また桃薗、西陣の 1次統合、桃薗跡地での 2次統合との具体的方法

の決定と進んでいった。

 このなかで、最も慎重な動きをしたのが成逸元学区である。1992 年 3月 27日、第 4回 4学

区協議会が 4校統合で基本合意した時点でも、まだ成逸小学校ＰＴＡの意向は決まっておらず、

その後 4月になってようやく臨時総会で統合賛成が決議された。また、それ以後成逸校跡地利

用をめぐって、京都市教委の他の重要政策との関連が生起した。それは、障害児教育、養護学

校（後に特別支援学校）再編とのからみである。これについては後に詳述する。また、統合元

学校・学区の組合せについては、以下に述べるように、1988 年 2月～ 1991 年 5月にかけて、

各元学区有力者間で様々な水面下での動きがあった。

3-2 統合に至る学区の組み合わせ

起点をいずれに採るにしても、4校による統合が決まるまでの各学区の動きを追うことに

よって、「京都方式」が定着しつつあった時期の内実に幾ばくかは迫ることができるだろう。

そのためにまず、4校の組み合わせが決定されるまでの他の組み合わせによる模索の様子をま

とめてみる。
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図 -２　上京区の学区 30

西陣中央小学校

に関連した聞き取り

の中に登場する学区

は、図 -２を参照す

れば、以下の通りで

ある。聚楽、西陣、

桃園、成逸はもちろ

んのこと、この他に、

翔鸞、待賢、出水、

正親、乾隆、楽只、

紫野 31、滋野学区 32

が、統合に関連して

程度の差こそあれ、特に統合の組み合わせの中で登場している。これらの学区では、西陣中央

として統合された 4学区以外の学区は、紆余曲折の結果統合し二条城北小学校となった出水、

待賢学区以外は、いまだに単独校のままである。こうした結果に、後述するように「地元の意

向」を最優先にするという「京都方式」の難しさの一面を見ることもできる。

さて、聞き取りの中で【聚楽＋西陣＋桃園＋成逸】以外の組み合わせとして語られたものに

ついて、その事情を推測できる語りを添えて書き出してみる。但し、これらの組み合わせが出

てきた正確な時期については、現在のところ不明である。　

①【出水＋待賢】（1997 年に二条城北小学校として統合）

・地元の幹部の意向で。市教委の担当者はあまり表には出てこなかった。統合する、しない

というのは、…そのこと自体は一部の人しか知らないので、広く知られない中で統合とい

うことになった。

・お互いのトップで決まった。

・待賢が他と話がまとまらず、いやいや出水と一緒になったと聞いています。

・対等合併ではなくて吸収ですよね。プライドが高い待賢が、頭を下げてきたのであれば、ま、

仕方がないか、初めて大きな顔ができるといった感じ…。

②【出水＋待賢＋正親】

・出水は統合しない方針だった。

・正親が「もうちょっと頑張る」というので離脱、正親学区の人は気位が高かった。
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・待賢には金持ちの有力者がいます。統合に関する話は、そういうプライドを持った有力者

同士の駆け引きみたいな形で、10年くらいずっと、消えたり浮かんだりということを繰り

返していたようです。

③【待賢＋滋野】

・市教委の働きかけがなかったら、出水は統合しなかったと思うが、待賢は滋野と一緒になっ

ていたでしょう。

④【聚楽＋待賢＋正親】

・最初は、聚楽、待賢、正親での統合の話だった。待賢はまだそこそこ子どもの数がいたの

で消極的、正親と聚楽では土地が狭いということで立ち消えとなり、ある有力者がこんな

話もあると言って、縦 4校の統合案を持ってこられた。

⑤【聚楽＋正親】

・聚楽の有力者と正親の有力者の仲が悪く、話がならなかった。

・聚楽学区から今出川を越えて子どもが通うというのは大変ですから…。

⑥【聚楽＋待賢＋滋野】⇒【聚楽＋桃園＋西陣】⇒【聚楽＋西陣＋桃園＋成逸】（1997 年西陣

中央小学校）

⑦【乾隆＋成逸】⇒【成逸＋桃園＋西陣】⇒【聚楽＋西陣＋桃園＋成逸】

・乾隆はまだそこそこ児童数があったので、この話に乗らなかった。

・地元議員の「統合はしない」という意志があった。

・3校統合になると思っていたのですが、聚楽が入って 4校ということになりました。こう

いう縦長の統合になるとは思っていなかったですね。聚楽とはあまり馴染みがなくて、「聚

楽てどこや？」という感じでしたね。

⑧【桃園＋成逸】

・桃園と成逸とだったら、「千両ヶ辻」と下請けの町の成逸と一緒になるというのは大変な

ことだったと思います。

⑨【乾隆＋西陣】

・結局向こう（乾隆）が乗らないということで、ボスの意向で…。

⑩【乾隆＋楽只】

・乾隆校学区では地元の学校を存続させたいとの意向が強く、結局残ることになった。33

⑩【乾隆＋翔鸞】

・乾隆は翔鸞との話があったと聞いている。

⑪【西陣＋桃園＋α】

・乾隆には有力者が二人いて、この二人が反対したので成逸が入った。
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＊【成逸と紫野】

・統合前に、北区の紫野学区から 5ヶ町 300 軒ほどが成逸学区になっていた。統合したら、

この 5ヶ町がどこに入るのかという問題もあったのです。

・玉突きで、成逸学区の 3ヶ町が南に押し出され、西陣小学校の通学区になったのです。

もしかすれば、これ以外にも話題に上った組み合わせがあったかもしれない。なぜ、これほ

どまでに複雑怪奇な組み合わせが取り沙汰されたのであろうか。

４.　統合における「地元の意向」

4 -1 京都市の立場

「京都方式」は、「地元の話し合いで」の中で「地元の意向を最優先に」という「ポリシー」

を強く打ち出している。聞き取りの中には、幾度となく、「（話し合いの席に）市教委の人が会

合に来た記憶はない」、「市教委は静かに静かに動いていましね」、「地元に丸投げというか、表

には出なかった」という語りが出てくる。つまり、地元の自由な動きに任せていたということ

であろう。「丸投げ」とあるように、一見すると無責任とも取れるような放任の姿勢を貫いて

いたようである。

しかし、「市教委から『こういう線で』という話が内々あったかもしれません」、「市教委の

人に統計のようなものを見せられて、将来児童数はこれくらいになります、といわれました」

と言うように、学区の役員などに対して資料を提供し、合意形成を図っていたと思われる。

但し、これとは矛盾するような証言もある。それは、①の【出水＋待賢】の場合である。

統合問題が持ち出された当時、出水学区も待賢学区も、子どもの数が減少しているという事

実はあっても、統合をしないという方針を互いに保持していた。とくに出水学区は、まだ十分

に子どもの数を確保できていたのでなおさらそうであった。しかし、統合の組み合わせが混迷

した結果、両学区が一気に統合へ向かったのは、京都市の考えが大きく反映したからであった

と言う。西陣中央小学校と全く同じ年に統合した出水小学校と待賢小学校の統合の場合が、な

ぜそうであったのか、今はわからない。「京都方式」というにはそぐわない、少々理解しがた

い経過をたどっている。

また、成逸学区では、他の 3学区に後れをとっていたためか、校長も積極的に動いていたと

思われるような場面もあった。ある住民福祉協議会の役員が、校長から「何とかまとめてほし

い」と言われていたと、当時を振り返る住民もいる。

想像に過ぎないが、「地元の意向」という「京都方式」のエッセンスは、統合の初期段階で



― 315 ―京都精華大学紀要　第五十二号

は文字通りであって、「放任」とも取れるくらいの闊達な議論を生んだということができる。

しかし、同時に、学校長もさまざまな情報提供などを行い、合意形成に向けて調整を図って

いたとも言えよう。

4-2 「地元の意向」の実態

では、「地元の意向」や「地元の話し合い」なるものの実態はいかなるものであろうか。

語りから垣間見えるのは、各学区には必ずと言っていいほど、有力者の存在が見え隠れして

おり、統合の組み合わせから決定後の学区内の意向のとりまとめまで、この有力者を中心とし

た「トップ」、「ボス」によって決められていく様子がうかがえる。昭和 50年代から体育振興

会や自治連合会の要職を務めた人でも、転入者である「新住民」であったためか、「統合に関

する話し合いには入れてもらえなかった」と述べるのは、学区内での「トップ」や「ボス」の

位置を推測させる有力な証言である。半世紀ほどの居住歴では地元民とは認めてもらえないの

であろうか。

そうした様子をうかがうことができる語りをいくつか書き出してみる。

・正親と聚楽と話があったけど、当時のトップ同士があわなかった。

・プライドを持った有力者同士の駆け引きみたいな形で…。

・聚楽の有力者が市教委と協力して話を進めていたのではないか。

・（乾隆の）有力者は市教委にも影響力があり、担当者も緊張感を持って対応していた。

・トップ会談で決めはった。ディスカッションして決めたということではなかったです

ね…。うわさで聞いたけど、社協（社会福祉協議会）の場で正式に報告されたことは

なかった。

・複雑な話になるので、ある程度トップに任せておくしかないということだったのでは…。

・皆で議論したかというのではなく、一握りのものしか知りませんから。統合しようか、

やめとこうか、相談したりしていません。

しかし、こうしたことが住民には、必ずしも「非民主的」に映るとは限らない。学区内の問

題をとりまとめるためには致し方のない方法だという認識と経験が、そういうものだといった

空気を地域の中に醸成していることを想像させる。最終的に多数決となる場合でも、こうした

空気があれば、「トップ」の意向への反対が過半数を超えることはまずなかったであろう。

これは、学校統廃合が進められる際の一般的な傾向と部分的には一致する。それは、積極的

賛成論も少ないが、積極的反対論も同様に少なく、多数を占める消極的反対派住民が、結果的
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には統合推進の側に与してしまうという傾向のことである。「京都方式」は、この点からいえば、

行政として統合の必要性を認識した際に、その議論を進める過程を、より「慎重に」、「丁寧に」

時間をかけて進める方式だと言える。地域の実態、つまり、有力者の意向が大きく反映する京

都の実態をよく踏まえたものだと言えるだろう。

５.　廃校跡地の再利用

5 -1 概要

1997 年 4月、西陣中央小学校が桃薗小学校跡地に開校したあと、成逸、西陣、聚楽小学校

跡地はそれぞれ再利用が行われることなった。「都心部における小学校跡地の活用について

（1994）」では、跡地は「広域用地 34」「身近用地 35」「将来用地 36」に 3区分されたが、成逸は「広

域用地」、西陣は「身近用地」、聚楽は「将来用地」と位置付けが分かれた。成逸小学校跡地が

「広域用地」に指定された件については後に述べる。

西陣小学校跡地は、廃校後 2年間は一次統合校・「西陣桃薗小学校」の校地になった。その

後は「身近用地」として西陣元学区の地域活動の場として使われるほか、上京区役所が元の場

所に新築される際、その一時移転先（仮庁舎 2012 年 9月 -2015 年 1月）になり、平安女学院

中等部校舎の耐震補強期間中の仮校舎としても使用された（2016 年 8月 -12 月）。

聚楽小学校跡地は、現在「京都インターナショナルスクール 37」（北校舎ほか）「上京社会福

祉協議会」（元職員室ほか）が使用している。北校舎は、廃校時鉄筋 4階建てだったが、2014

年に耐震補強工事が行われ、その際児童急増期の 1957 年に元の 3階建て校舎の屋上に付け足

された 4階（3教室）が撤去された。

2011 年 11月「学校跡地活用の今後の進め方の方針」が出され、跡地利用については民間事

業者の参入も可能とされた。2015 年 6月「学校跡地活用の事業者登録制度」が発足し、西陣、

聚楽小学校ほか 15小学校跡地について、民間事業者にも 10年以上 60年以内の賃貸を行う体

制ができた。これに伴い、廃校跡地は統合企画局から行財政局資産活用推進室に移管された。

今後は、収益性が優先されるであろう再生利用の形態が、元学区活動の拠点として学校跡地を

利用し続けたい地元のニーズと共存できるのかどうか、が課題となっていくのではないだろ

うか。

5-2 成逸小学校跡地での北総合養護学校開校

「広域用地」の先行活用事例としては、龍池小学校跡地の「京都国際マンガミュージアム」、

開智小学校跡地の「京都市学校歴史博物館」、明倫小学校跡地の「京都芸術センター」などが
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ある。いずれも京都を訪れる観光客をも対象とした施設で、都心部で交通至便の立地が活かさ

れた形である。それらに比べると、成逸小学校跡地は上京区の最北端に位置し、公共交通も市

バス主体で、至便とは言えない。この地が「広域用地」に選ばれたのは、当時の市教委幹部に

よると、校地が広く幹線道路・堀川通に面していること、北部にも「広域用地」を配置すると

いう地域バランスが要因だったというが、1994 年の時点で京都市教委には市北部での養護学

校増設という課題が浮上してきており、市教委内部で成逸校跡地に北総合養護学校を設置する

方針が固まった時期は、「広域用地」指定時点とあまり時間差はなかったと思われる。

ここで京都市における障害児教育に関し、この頃までの経過を略述しておく 38。

1979 年、養護学校が義務化され、就学免除・猶予児はなくなった。養護学校に通う児童・

生徒が急増したが、当時京都市の養護学校は、呉竹養護学校（伏見区、1958 年開校、肢体不

自由児）、東養護学校（東山区、1976 年開校、知的障害児）、白河養護学校 （左京区、1976 年

開校、知的障害児、高等部のみ 39）の三校だけで、自力通学できない児童・生徒はスクールバ

スか保護者の車送迎しか通学方法がなく、しかも市内の交通事情悪化により年々通学時間が長

くかかるようになっていた。

1984 年、新養護学校（知的障害、小・中・高）を市西部に新設することになり、1986 年 4月、

西養護学校が西京区桂坂に開校した。この結果、知的障害児については堀川通を境として東養

護と西養護の通学区が分けられたが、それぞれ依然として広大なものであった。

1992 年 6月、京都市は「特殊教育」を「養護育成教育」に改称。当時その喫緊の課題がふ

たつあるとされていた。ひとつは、「重複障害児」が多い（小・中学部 95％、高等部 82％）た

め、障害種別を越えた総合的な支援体制が要請されていること。ふたつには、市内唯一の肢体

不自由児学校である呉竹養護学校のバス通学時間が最長で 1時間 40分もかかっていたため、

通学距離・時間の短縮が求められたこと。

1992 年、教育長の諮問機関として「京都市の養護学校教育の今後のあり方について」検討

委員会が設置され、1999 年 11 月に出された報告書のなかで「市内を東西南北の校区に分け、

北部に養護学校を新設または移転する」こと、それぞれの学校で総合制・地域制の教育を行う

ことが提言された。

こうして、市北部における総合制養護学校新設のニーズが高まった時期と、上京区で小学校

統廃合が進められた時期がたまたま一致したのである。こうして、旧番組小学校の統廃合と、

地域制・総合制養護学校新設・整備という京都市教委の当時の二大政策が、成逸小学校跡地利

用という場面で結びつくことになった。そして、おそらく成逸校跡地という立地が浮上した時

点で、「市街地型養護学校」というコンセプトも付け加えられたのではないだろうか。京都市

に限らず、従来養護学校は街外れに設置されることが多かった。「迷惑施設」と見られがちだ
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からである。京都市の場合も、東養護学校、西養護学校とも「後は山」である。その点成逸小

学校跡地は市街地の中にあり、ノーマライゼーションの観点からみても「共生」を謳える立地

といえる 40。

しかし、京都市から成逸元学区への働きかけはあくまでも慎重に行われた。記録によると、

京都市から成逸住民福祉協議会に対し、成逸小学校跡地に養護学校設置を計画中であることが

伝えられたのは 1996 年 12月であった。そして、翌年 2月の京都市都心部小学校跡地活用審議

会において、元成逸小学校跡地での養護学校・福祉施設設置案が示された。成逸小学校が西陣

中央小学校に統合され、廃校になる 1997 年 3月直前のタイミングである。

以後、成逸住民福祉協議会内に特別委員会として「元成逸小学校跡地活用検討委員会」が設

置され、1997 年から翌年 2月にかけて 30数回にわたる地元協議が行われたと記録されている。

また成逸小学校の閉校自体が地元にとっては重大な出来事であり、先にも見たように他の 3学

区に比べると合意形成に時間がかかった経緯もある。このため成逸元学区地元では、京都市か

らの養護学校設置提案に対しどう対応すればいいのか、戸惑いが先立ったというのが実情で

あった。

『京都市立北総合支援学校創立 5周年記念誌』（2008 年 11 月 20 日）のなかに、座談会「養

護学校がやってきた」が掲載されている。出席者は 8名で、内訳は地元役員経験者 4名、当時

の市教委担当者 2名、学校関係者 2名である。このなかで、当時の市教委総合育成支援課長は、

「（前略）養護学校に通学する児童生徒の通学時間を短縮するには街の中にあと 1校養護学校が

ほしかった。これは保護者と教員の両方の思いだった。しかし、この話を最初に住協 41 に持っ

ていったときには、なんとしても実現したいという思いと、一方では夢物語ではないかという

思いがあった」と発言している。

当時の市教委担当者も、成逸小学校跡地での養護学校設置については「半分夢物語」という

認識だったようだ。市教委から申し入れを受けた地元関係者は、戸惑いのなかでも最初から拒

否的な対応はせず、まず自分たちが考えるための手順を踏もうとした。座談会での発言を紹介

する。

・話を持ってこられた我々にとっては、養護学校はどんな学校なのかの認識が無かったの

で、非常に戸惑った。そこでまず養護学校の見学に行った。見学をするうちに、執行部

のメンバーは養護学校の様子がまあまあわかってきた。

・ただ、他の学校は地域の小学校があって、そこに養護学校ができるのに、小学校は無く

なって養護学校しかないということがイメージできなかった。

・小学校の閉校も養護学校の建設も地域にとっては情緒的な部分が多くあった。しかし、
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いつまでもそんなことではいけない。成逸地域の特徴として、どんなことに関してもと

ことん話し合うということがあるように思う。

・地域での話し合いでは養護学校の建設について、まだまだ賛同を得にくかった。それで、

ノーマライゼーション社会のことなど我々はいろいろ勉強した。それをどうして地域に

伝えればみんなの賛同を得られるか。当時は地域の中でかなり厳しい状況もあった。し

かし、反対する正当な理由があれば教育委員会に申し上げるので出してほしいと学区民

に伝えてきた。

最後の発言にある「地域の中でかなり厳しい状況」とは、ここでは詳しくは語られていない

が、聞取りによると、障害児への無理解に起因する「そんな子が勝手に家に入ってきたらどう

する」、「病気がうつったらどうするのか」、「このあたりの資産価値が下がるのでは」といった

憶測や偏見から出たと思われる声もあったという。また、元学区の役員が養護学校受け入れに

否定的な姿勢を明確に示さないのを不満として、学校に最も近い町内が一時住民福祉協議会を

脱退するという騒ぎもあったという。元学区の担当者としては、地元が合意するためには養護

学校だけでは難しいので、地元が利用できる複合施設としての内容を充実させる方向で京都市

との話し合いに臨んだ。再び座談会の発言を紹介する。

・跡地の活用を考えるときに、地域の活動の拠点が必要であるという考えは強かった。成

逸会館がなくなることに憤りを訴える人もいた。施設の中に成逸会館を作るなど、地域

の活動の拠点を作る。それが叶えられるなら養護学校でもいいという意見は初めも 2，3

あるにはあった。（中略）地域の要望を聞き入れてもらいながら、計画を調整してもらっ

て話は進んだ。

・学校は地域の財産であり施設を共有できることが必要だ。

・地域の文化的な施設にしてほしいことや地域が使い易い施設にしてほしいことなどの要

望も入れ、京都市が何回も案を変更して示してくれた 42。 

こうした経過を経て、新設される複合施設（北総合養護学校＋成逸会館＋老人福祉施設）の

中身が、地元と市との間で詰められていった。そして、2001 年 3月、成逸住民福祉協議会臨

時総会において、新設養護学校計画案について採決、可決。4月には成逸小学校跡地活用に係

る協定書が、京都市と成逸住民福祉協議会との間で交わされた。これにより、元成逸小学校校

舎をすべて取り壊して更地とし、そこに新たに複合施設としての京都市立北総合養護学校が新

築されることになった。
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このとき合意された跡地利用施設の概要を、図- 343 により略述する。

建物は、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの四棟から成っており、このうちＡ，Ｄ棟（2014 年新築）は学校

専用の教室棟である。Ｂ棟は 1階が体育館と成逸自主防災会・消防分団詰所。2階が成逸会館、

3階は職員更衣室ほか、4階はワークエリア及び食品加工スペース、5階は農園ほか。Ｃ棟は 1

階が高齢者福祉施設（デイサービスセンター）、2階が図書コーナー、生活学習室および 4つ

に区分できる和室、浴室。3階が職員室、校長室など。4階がプールになっている。

つまり、Ｂ棟、Ｃ棟は学校施設と地域利用施設が入り混じっており、地域住民はＢ棟 1，2

階の成逸会館等のスペースについては鍵を自主管理して必要に応じ利用する。体育館、グラン

ドは学校施設であるが、他の小学校区と同じように体育振興会を通じて地域の活動に利用でき

る。特徴的なのは、Ｃ棟 2階の生活学習室および和室スペースも、学校の使用に差支えない限

り地域活動に利用できることである。敷地北側の上御霊前通から、Ｂ棟 2階への階段を上ると

右側（東）が成逸会館入口、左側（西）の生活学習室入口に至る通路は「成逸小路」と名付け

られ、この複合施設を象徴するスペースとなっている。本施設の完成により、元の成逸会館を

大きく上回るレベルの地域利用施設が誕生したのである。

この間の京都市と成逸元学区との交渉過程は、跡地にどうしても養護学校を設置したい京都

市と、必ずしもそれを歓迎するわけではないが、見返り条件によっては受け入れで地域を纏め

ようとする地元の中心メンバーらとのせめぎ合いの日々であった。しかし、合意形成された後

は、ともに一つの事を造りあげたというある種共通の達成感があったかもしれない。それを伺

わせる発言を上記座談会からいくつか紹介する。

・反対意見もあったが、丁寧に説明をして、京都市の考え方を全戸に配布して町内で決議

を取ってもらった。反対意見は徹底的に聞いた。疑問に思っていることについては充分

な説明をして納得してもらった。当時の教育次長 44 に言った。安穏としたこの成逸の地

域にどえらい石を放り込んでくれたなあ・・と。話し合いの道のりの中でいろんなこと

があり、平成 13（2001）年 4月に京都市と協定書を交わした。

・建設に当たって話し合いを深めてきて、そのことが理念だけでなく、実践してもらって

いる。養護学校が無ければ今の地域の活動はできていない。

・養護学校が建って結果的には近隣の学区はうらやましがっている。

・現在があるのは、保護者も努力したし地域も努力していただいた。行政も学校もみんな

がそれぞれの役割を一生懸命した成果が、今の北総合支援学校の関係を作っている。こ

のような仕事に関わって開校まで立ち会えて幸せである。また、代々つないできた文化

や申し送りがきちんと引き継がれ、このような体制がある成逸の地域はすばらしい。
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図 3：京都市北区総合支援学校配置図
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5-3 地域の学校としての北総合支援学校

2004 年 4月に北総合養護学校が発足。初代校長は総合制養護学校開設準備室長が着任した。

当時の市教委養護育成課スタッフも、開設準備の段階から成逸元学区役員とは様々な実務的打

ち合わせを重ねていたので、開校後も学校・市教委と地元との意思疎通は比較的スムーズに進

んだと思われる。そして、北総合養護学校（2007 年度から北総合支援学校に校名変更）が、

成逸元学区にとって「地域の学校」になっていくには、それほど時間はかからなかったようだ。

成逸小学校跡地が一旦更地にされ、複合施設として再生されていく過程で、成逸元学区住民の

利用というニーズが重視された結果、成逸会館はもとより、グランド、体育館などは日常的に

地域の人たちの利用に供せられるようになった。

開校後間もない 2004 年 8月 8日、同校を会場として地域行事である成逸夏祭り開催、10月

9日、グランドで成逸学区民運動会開催、これには北総合養護学校の教職員が一チーム（一町

内扱い）を作って参加。以後「夏祭り」（2012 年から「成逸ふれあい夏祭り」）「区民運動会」

の二大地域行事は北支援学校を会場として継続されている。また支援学校の教育内容の面でも、

成逸地域女性会の会員が高等部生徒に茶道を教えるなど、地域の人たちが参画している。さら

に、成逸住民福祉協議会が民家を借りて定期的に開いている「ほっとせいいつ」という行事に

も、支援学校の生徒が参加するようになっている。このように「地域の学校は支援学校」とい

う地域社会としての成逸元学区のあり方は、全国的にみても他にあまり例がないのではないか

と思われる。

６.　統廃合後の元学区の変容

1997 年 4月、成逸、西陣、聚楽の 3元学区は、小学生の通学区が桃薗小学校跡地に開校さ

れた西陣中央小学校区に変更になった。これに伴い、従来は元学区単位に設置されていた小学

校ＰＴＡや学校運営協議会が、西陣中央小学校通学区全体のものに変わった。

各元学区での聞取りによると、これまではＰＴＡ役員が元学区役員の「登龍門」であり、子

どもが小学校を卒業後他のポストについていくというルートがなくなったことが、元学区の運

営に一定の影響を及ぼしているという。しかし各元学区では、体育振興会、少年補導委員会、

消防団、自主防災会、女性会など元学区単位の活動は以前とあまり変わりなく継続されていて、

秋の区民運動会も、元小学校グランドで相変わらず盛大に行われているようだ。少子化・高齢

化の進行とともに元学区活動を担う後継者難が進んでいるという問題はあるが、これは統廃合

されていない元学区にも共通する問題点であろう。
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また聞取りでは、統廃合によって変わった点として、他の元学区と交流する機会が以前より

多くなったことも挙げられていた。例えば、4元学区が協力して取り組んでいる行事として「西

陣マルシェ」がある。これは西陣元学区にある公園を会場に、西陣中央校区の住民や事業所が

手づくりの品などを持ち寄って開かれるフリーマーケット 45 である。2017 年末までにすでに

29回開催され、恒例化されている。

西陣中央小学校の教育活動に対しても、4元学区の支援体制ができている。例えば地域の女

性会が子どもたちに着物の着付けを教えることになれば、4元学区の女性会に「5人ずつ来て」

という連絡が回り、校長によると、20人ぐらいの「先生」が集まるのだという。校区とのこ

のような関係を構築・維持するため、校長には統合校特有の苦労があるようだ。例えば秋の区

民運動会には 4元学区すべてに顔を出すが、同じ日が多いので自転車で回る、4元学区それぞ

れに持たれている地域の懇親会に自費で参加するなど。また聚楽元学区では、統合前から社会

福祉協議会（自治連合会）の会議に校長が出席する慣行があるので、今でも毎回出席している

という。

結びにかえて

西陣中央小学校は 2017 年に開校 20周年を迎え、記念行事が行われた。この間、児童数は発

足時の 439 名から 630 名程度に増加した結果、2010 年に隣接地を買収して校舎の増築が行わ

れた。その際、詳細はここでは記さないが、元学区の境界を越えて、地域事情に精通した有力

者の水面下での協力があったという。統合元の 4元小学校は、跡地が学校になった 2校（成逸、

桃薗）以外の 2校（西陣、聚楽）は長期的な跡地利用形態が未定のままであるが、地域社会と

しての元学区はいずれも健在であり、過疎地でよくあるような、小学校の閉校が地域社会の衰

退に直接結びつくような事態にはなっていない。また、聞取りの範囲内では、この統廃合が失

敗だったという評価はまったくと言っていいほどなかった。20年という年月を経て統合校お

よびその新校区の運営もほぼ安定し、軌道に乗っているように見える。

元 4小学校・校区が統合し、西陣中央小学校が発足した経過は、京都市教委が銅駝中学校の

統廃合に関わって銅駝元学区から強力な抵抗を受けた経験に学んで、統合決定過程では「黒子」

に徹して決して表面には出なかった時期と重なる。そうかといって放任していたわけではなく、

元学区での地域有力者間の駆け引き過程等については逐一把握していて、そうした情報は詳細

に収集していた。当時の市教委幹部への聞取りによると、少しでも気になる情報が入ると放置

せず、その日のうちに小まめに対応していた。昼間は自転車で走り回り、それが一段落して夕

刻から夜に庁舎に帰り、仕事をしていたのだという。
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今回の聞取り調査の過程でも、4元学区以外の元学区有力者への聞取りのなかで、当時の市

教委幹部と緊密にやりとりした結果親しくなり、昼間の活動で疲れた幹部が有力者宅の 2階で

少し横にならせてと頼まれたことがあるとの話を聞いた。

京都市中で 64校の番組小学校が発足して以来およそ 130年。時代の変化に対応して学校再

編を主導するという当時の京都市教委スタッフの決意は並々ならぬものがあった。彼らの主導

と根気強い活動がなければ、現在の都心部小学校再編（第Ⅰ期）はあり得なかったであろう。

この経験を踏まえ、京都市教委による学校統合推進は次の段階に進んでいくことになる。しか

し、ここではそれまで潜在していた市民の底力が、第Ⅰ期とは違う形で発揮され、市教委当局

が予期しなかった動きが表面化していった。それは京都にとって長年の難題である差別問題に

もリンクする。その詳細は、第Ⅲ期に関わる論考に委ねたい。

＊本論文は JSPS科研費 JP16K04638 の助成を受けた研究成果の一部である。

註

１　http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfi les/contents/0000222/222020/ichirann.pdf より作成、

2018/9/5 閲覧。

２　なお柳池中学は、その後、1993 年に初音中学校を統合、2002 年に滋野中学校を統合して京都柳池

中学校に改名、さらに 2003 年に京都城巽中学校を統合して現在の京都御池中学校に至っている。

この間の 24年という期間は、京都市教育委員会が 1979 年の最初の統合における「混乱」に懲りて、

その経験を活かして教訓としたことを物語っている。

３　1992 年は、1983 年に永松小と統合していた開智小学校と豊園小、有隣小、修徳小、格致小の 4小

学校が洛央小学校に、教業小、乾小が洛中小学校に、菊浜小、稚松小が六条院小学校として開校

した。

４　この冊子の準備・作成には約 3年間をかけた（当時の市教委幹部談）。イラストで描かれたストー

リーの最後は、小学生の子をもつ夫婦が「やっぱりPTAなどでも一度この問題を取り上げても

らおうか」と話す場面である。

５　1995 年に高倉小学校、御所南小学校、1996 年に梅小路小学校、1997 年に西陣中央小学校、新町

小学校、二条城北小学校が統合校として創設された。

６　六条院、植柳、崇仁小学校が皆山中学校跡地に統合。

７　富有、竹間小学校が 1993 年 4月富有校の校地に一次統合（竹間富有小学校）。竹間校跡地に新校

舎を建設、完工後梅屋、龍池、春日小も合流した。

８　1993 年 4月明倫、本能小学校が統合―高倉西小学校。立誠、生祥、日彰小学校が統合―高倉東小
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学校。日彰小学校跡地に新校舎建築。完工後二次統合した。

９　他地域では 1872（明治 5）年に「学制」が発布された後小学校が開校した。

　　成逸元学区『成逸小学校校史―127年の歩み』成逸住民福祉協議会。西陣元学区『西陣小学校学譜』。

10　桃薗元学区『ありがとう桃薗校 125年史』桃薗学区自治連合会。聚楽元学区『ありがとう聚楽小

学校 閉校記念文集』聚楽社会福祉協議会。

11　存続期間が短期間である一次統合校などを除く。

12　これが所謂「竈金」を指すのかどうか分からない。京都府の方針では「竈金」はあくまでも学校

運営費の拠出であり、学校建営費に用いるのは否定的であった。

13　応仁の乱（1467 ～ 1477）に際し、西軍が陣を置いたことが地名の由来とされる。乱により一旦焼

土となったが復興後機業の中心地となり現在に至る。

14　マンション新築にあたり、入居者は原則町内会に加入、ワンルームマンション入居者については「準

会員」（会費半額）になってもらい、会費の納入は管理会社を通じて行うなどの協定を業者と結ぶ、

など。

15　1979（昭和 54）年 6月、地域からの募金 1千万円余を資金とし、消防団詰所を兼ねた施設が新設

された。

16　京都府は、番組小学校が行政の出先施設の性格も併せ持っていることから、一番組あたり平均

800 両の貸付金のうち半額は返還免除、残り 400 両を年賦で返還させる方針であった。他に京都

府から交付された玄米百石の備米のうち 50石を時価で換金し、残りの 50石を校区内各町に預け、

その利米を学校運営資金に充てたとされている。

17　1939（昭和 14）年に設置。廃校後の現在もほぼそのまま保存されている。

18　京都市登録文化財に指定（平成元年）。

19　このとき淳和小学校（現西院小学校）でも校舎が倒壊し、32名の死者が出た。

20　「小学校物語 72　西陣」（『京都新聞』1977・1・26）

21　同年 7月 8日から授業を開始していた。

22　小学校建営にあたり京都府からの資金を受け取らず自力で開校した番組は他に上京二十五番組（龍

池）、同二十六番組（初音）、同二十七番組（柳池）がある。

23　平成 13年京都市条例により「千両ヶ辻界わい景観整備地区」に指定された。

24　1947（昭和 22）年 3月、当時学習院中等科生徒であった皇太子（平成天皇）が本校を視察した。

25　 「ちんばた」という織機を 1、2台織元から借りて家の土間に設置し、家族労働により長時間稼

働する。

26　 夜間二部授業は、成逸、西陣、聚楽小学校でも実施された記録がある。

27　中西宏次『聚楽第・梅雨の井物語』阿吽社 1999  pp.125-149。なお、聚楽教育会から借地していた
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土地は、1986（昭和 61）年京都市が買収した。

28　自治連合会（学区内町内会の集合体）の呼称は、成逸―住民福祉協議会、西陣―社会福祉協議会、

桃薗―自治連合会、聚楽―社会福祉協議会、と異なっている。

29　この方針は、市教委が予め根回ししていたものか、検討委員会での議論のなかで形成されたものか、

今のところ確認できていない。

30　http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000029004.html より。2018/9/6 閲覧。

31　京都市北区の楽只と紫野学区は、図 -２によれば成逸学区の西、乾隆学区の北に位置する。

32　戦後の学制改革により新制中学になったため、小学校区は待賢と梅屋に分けられたが、元学区と

しては存続している。

33　楽只小学校は、2019 年４月に紫野小学校へ統合されることが決まった。

34　広域的な位置付けをされる施設に再生利用する予定地。

35　主に元学区の住民により利用される跡地。

36　再利用の形態について決定を先送りする跡地。10年間本格的再利用はしない、とされた。

37　総合企画局国際化推進室を通して賃貸されている。年間賃貸料は 400万円。

38　「京都における特別支援教育のあゆみ」（京都市学校歴史博物館特別展　2015・12～ 2016・3　図録）

などに拠る。

39　錦林小学校福ノ川分校跡地を利用、自力通学が原則であった。

40　なお、北総合養護学校の開校が決まった後の 2003（平成 15）年 10月、学校法人聖マリア学園か

ら京都市教委に「分教室設置のお願い」が出された。同学園は、北区北野東紅梅町の聖マリア病

院内にあった院内養護学校である。市教委はこれを受けて北総合養護学校紅梅分教室を設置する

こととした。

41　成逸住民福祉協議会の略称。

42　聞取りによると、当初案は建物部分がもっと広かったが、地元側が運動場を広くとってほしいと

要望した結果、建坪を減らし、その分を高層化（5階建て）するなどの設計変更が行われた。

43　京都市立北総合支援学校　平成 28年度学校要覧　p.31

44　当時の教育次長であった門川大作氏は、後に教育長を経て、現京都市長。

45　このマーケットには、北総合支援学校の生徒が「生活学習」で造った作品（陶器、お菓子など）

を出品することもある。


