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プレゼンテーションの内容

Ⅰ はじめに

Ⅱ 集落の実態と課題

Ⅲ 小さな拠点づくりと地域運営組織

Ⅳ 過疎対策における学校魅力化の考え方

Ⅴ おわりに
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吉賀町柿木地区
（手づくり自治区）

邑南町銭宝地区
（地区別戦略推進委員会）

邑南町邑南ラボ
（矢上高校魅力化）

江津市松平ラボ
（無住化集落調査）

大田市温泉津町馬路地区
（地域力醸成活動）

隠岐の島町西郷中町
（小地域福祉活動）

飯南町人つなぎ協議会
（国道54号の持続的活用）

出雲市佐田町窪田地区
（小さな拠点づくり事業）

奥出雲町奥出雲ラボ
（たたら景観調査）

奥出雲町布勢地区
（地域運営組織）

兵庫県豊岡市29地区
（地域コミュニティづくり）

緑枠：ラボ活動
赤枠：重点支援活動
灰枠：継続支援活動

2018年度 地域づくり支援活動地区

兵庫県佐用町13地区
（地域づくり協議会再生）

兵庫県福崎町
（社会福祉協議会支援）

3



島根県飯南町における地域づくり活動
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5
（2014年「島根県中山間地域集落調査」結果内部資料より作成）

「田園回帰」の追い風と現実
出雲市荒木地区

雲南市下熊谷地区

海士町海士地区（全域）

大田市志学地区

美郷町君谷地区
浜原地区
長藤地区
都賀行地区

邑南町日和地区

江津市川戸地区
郷田地区
有福温泉地区

浜田市今市地区
都川地区
浜田地区
杵束地区
黒沢地区

益田市種地区
美濃地区
匹見下地区

津和野町左鐙地区



島根県出雲市佐田町窪田地区の人口ピラミッド

団塊
ジュニア世代

極端な少子化が
進行

団塊ジュニア
ジュニア世代

団塊の世代

（島根県「しまねの郷づくりカルテ」（旧バージョンより転載）
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10代後半から30代前半にかけて流出
（特に，女性の流出が継続している）

↓
進学・就職 → 結婚 等

30代後半以降も断続的に
流出が続いている

出雲市佐田町窪田地区の年齢階級別人口変化率

（島根県「しまねの郷づくりカルテ」（旧バージョンより転載）
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都市地域から求められる過疎地域

都市地域

過疎地域徳俵に追い込ま
れた一部の集落

都市の拡大

過疎地域の都市化

都市の矛盾を解決する
ための，包容力の高い
過疎地域

新潮流
存続危惧集落

無居住化集落

西 東
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多様な集落の実態

（「過疎地域等条件不利地域における集落の現状把握調査の概要」
2016年９月，総務省・国土交通省発表より作成）
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■無居住化の可能性のある集落（全国75,662集落）

10年以内に無居住化
（0.8％）

いずれ無居住化
（4.0％）

約５％の存続危惧集落への対策が必要

■集落が置かれた状況（模式図）

存続危惧集落（Ⅱ）
（約５％）

（報告者作成，集落の割合に根拠はない）

注目されない一般的な集落（Ⅲ）
（約90％）

「成功事例」として
もてはやされる集落

（約５％）

約90％の一般的な集落に対する処方箋が必要



橋詰（2015）による分析結果
■分析結果
・集落の小規模・高齢化が加速化

・集落機能（共同機能）の低下：

総戸数４戸以下，人口９人以下，高齢化率50％以上が遷急点

・これまで消滅した集落は少数（35集落）だが，今後は急増することは確実

・存続危惧集落（人口９人以下，かつ，高齢化率50％以上）

2010年：約3,000

↓

2050年：約13,000（山間農業地域の４分の１強の集落）

・存続危惧集落が保有する農地面積

2010年：約3.5万ha

↓

2050年：約26.7万ha
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橋詰 登（2015）「農業集落の小規模・高齢化と脆弱化する集落機能－農業集落の動態統計分析と将来推計から－」
『農業問題研究』第47巻第1号，pp.14-24

「限界集落」と表現されなくても「集落の限界化」は継続



江津市松平地区川平町の集落分布
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（地理院地図より転載）



江津市川平町第１～第５自治会
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自治会 世帯数 総数 29歳以下 30～64
歳

65～74
歳

75歳
以上

高齢化
率

第１自治会 38 79 18 29 10 22 40.5％

第２自治会 64 117 18 43 23 33 47.9％

第３自治会 8 10 0 3 0 7 70.0％

第４自治会 9 14 1 3 3 7 71.5％

第５自治会 11 16 0 4 4 8 75.0％

合計 220 37 82 40 77 53.2％

割合 100％ 16.8％ 37.2％ 18.2％ 35.0％

■2010年人口

大字南川上：第１自治会：鍛冶屋谷，片山，鈩，赤栗
第２自治会：田の原，矢ヶ谷，中山，奥谷

大字平田 ：第３自治会：空城，芦山谷
第４自治会：沖口，下城
第５自治会：平床

（2010年現地調査による）

（注：世帯数・世帯員数は自治体加入者数であって，実際の居住者はさらに少ない）



江津市川平町第１～第５自治会
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世帯数 総数 29歳以下 30～64
歳

65～74
歳

75歳
以上

高齢化
率

第１自治会 37 70 9 25 14 22 51.4％

第２自治会 58 98 10 33 22 33 56.1％

第３自治会 7 8 0 1 2 5 87.5％

第４自治会 8 11 1 3 2 5 63.6％

第５自治会 8 12 0 3 4 5 75.0％

合計 199 20 65 44 77 60.8％

割合 100％ 10.1％ 32.7％ 22.1％ 35.2％

■2015年人口

（2015年現地調査による）

大字南川上：第１自治会：鍛冶屋谷，片山，鈩，赤栗
第２自治会：田の原，矢ヶ谷，中山，奥谷

大字平田 ：第３自治会：空城，芦山谷
第４自治会：沖口，下城
第５自治会：平床

（注：世帯数・世帯員数は自治体加入者数であって，実際の居住者はさらに少ない）



島根県江津市における存続危惧集落
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無住化集落

４世帯→３世帯

４世帯→２世帯

２世帯→０世帯

２世帯→１世帯

第４自治会エリア

第３自治会エリア

（2017年現地調査による）



（2012年荒木千夏との共同調査による）

第５自治会の世帯構成
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集落の小規模・高齢化及び無居住化のプロセス
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「むらおさめ」の概念
■「むらおさめ」とは

「集落の小規模・高齢化により，集落機能が著しく低下ないしは
消失し，当該集落の無居住化が確実視される状況において，行政
機関や域外住民が積極的に関わりを持ち，居住者のQOL（生活の
質）を維持するとともに，無居住化までに実施すべき集落保全活
動を積極的に行っていく主体的行動」
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むらおさめ

地域住民に対する
ターミナルケア

集落保全活動＜行動の主体＞
・居住者
・周辺地域住民
・他出者，ボランティア等
・行政，福祉関係者

農林地・家屋の
管理体制

集落アーカイブ

地域住民が積極的に集落を「たたむ」ことは志向しない



「住んでよし」・「訪れてよし・帰ってよし」
の地域づくり

「住み続けたい」
地域づくり

「ありのままの

暮らし」

を継続させる工夫

＋α

地域ならではの工夫

「守り」 「攻め」
地
域
の
魅
力

「元気のある」
地域づくり

地域に有益な人の集積 期待感所属感

地域づくりの基本構造
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（内閣府資料より転載）
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地域外からの支援公的支援

地域づくりの運営

個別活動の主体

関係人口（他出者を含む）

私的支援

地域運営組織と多様な主体の関わり

地域運営
組織
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ＮＰＯ

大学・
専門家

地域外
住民

行政

住民

地域
運営
組織

地域住民

＜地域運営組織＞
・ネットワーク型組織
・合意形成
・緩やかな結合
・柔軟に対応
・域外参入可能

＜自治会・町内会＞
・階層型組織
・上意下達
・強い結合
・機動性に欠く対応
・域外参入困難

市町村

自治会・町内会
（ムラ）

地区
（小学校区）

多
様
な
主
体
の
参
画

多様な主体の参画

地域運営組織に求められる多様な主体
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自治会・町内会と地域運営組織の違い

自治会・町内会
（家連合）

地域運営組織
（人のつながり）

範域 狭域（自治会・町内等） 広域（地区＝公民
館・小学校区）

住民参画方法 世帯単位
（１戸１票制）

世帯・組織・個人
（１人１票制）

運営方法 総会制・満場一致 部会制・合意形成

運営費 会費中心 事業費＋会費

得意技 「守り」 「攻め」

コミュニケーション 対面・電話 メール・SNS

ボンディング型 ブリッジング型ソーシャル・キャピタル 22



自治会・町内会

自治 防災 福祉 農業教育【自治会・町内会】

ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル

【地域運営組織】 ブリッジング型ソーシャルキャピタル

タテ糸とヨコ糸により地域の力を強化

住民による地縁組織

自治会・町内会

自治会・町内会

自治会・町内会

自治会・町内会

自治会・町内会
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兵庫県佐用町長谷地域づくり協議会
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地域づくり協議会（地域運営組織）
↓

「ゴトンボの会」（任意・実行組織）

貸し農園付き

※ポイントは地域住民が主体
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ファブラボ（fabrication laboratory）による人つなぎ
「ほぼあらゆるもの」つくる場
→個人が自らの必要性や欲求に応じて，自分たち自身で作り出せるような

社会ビジョンを構築 元大手企業退職者がファシリテーション

兵庫県佐用町長谷地域づくり協議会
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団塊ジュニアが
小学生の頃に

ピーク

島根県における市町村別児童数の推移

（「島根県教職員名簿」各年版より作成）
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		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年



（人）

浜田市

益田市

大田市

安来市

江津市

雲南市

奥出雲町

飯南町

川本町

美郷町

邑南町

津和野町

吉賀町

海士町

西ノ島町

知夫村

隠岐の島町

6156

5046

4625

4010

2915

4636

1744

715

593

785

1206

1203

701

327

434

87

1827

5987

5021

4387

3971

2832

4500

1704

680

586

765

1225

1151

684

318

411

84

1747

6015

4986

4178

3988

2811

4384

1645

632

570

713

1179

1084

643

307

383

84

1692

6030

4887

4082

4020

2794

4335

1647

581

587

727

1169

1017

647

294

366

81

1665

6011

4870

3978

4119

2745

4154

1574

517

557

700

1181

1008

674

286

361

80

1579

6085

4986

3974

4228

2753

4140

1586

512

534

708

1190

996

713

271

383

75

1594

6300

5138

4055

4425

2761

4272

1622

549

532

690

1185

1031

749

282

396

77

1616

6468

5334

4048

4549

2788

4341

1629

541

531

708

1159

1041

763

273

421

80

1629

6520

5457

4118

4675

2771

4403

1648

564

516

676

1140

1056

752

271

432

74

1632

6519

5566

4077

4674

2822

4423

1603

603

519

657

1135

1047

743

273

448

71

1682

6554

5567

4095

4693

2830

4506

1601

619

513

640

1121

1032

743

271

437

74

1704

6445

5603

4061

4621

2803

4512

1609

616

498

624

1113

1025

708

271

432

68

1733

6264

5530

3965

4573

2756

4461

1575

599

475

602

1128

993

688

254

437

61

1704

6044

5381

3889

4396

2667

4375

1532

591

447

583

1113

934

671

244

427

48

1689

5749

5206

3752

4217

2553

4275

1475

576

435

549

1057

900

648

235

407

53

1676

5572

5057

3704

4082

2441

4200

1457

535

386

518

1009

886

626

233

407

50

1622

5338

4896

3554

3959

2333

4101

1422

534

359

501

973

886

623

224

399

54

1617

5205

4742

3509

3888

2295

4008

1354

515

375

449

953

825

602

224

403

61

1577

5042

4662

3509

3682

2180

3901

1341

505

355

437

943

831

594

216

394

59

1526

4886

4561

3408

3546

2115

3760

1312

475

352

430

936

824

579

196

384

59

1477

4752

4453

3299

3449

2106

3660

1291

476

328

430

945

805

571

195

376

54

1461

4588

4322

3201

3324

2078

3512

1243

467

322

429

950

797

540

191

337

47

1401

4522

4146

3113

3162

2005

3345

1265

450

329

415

918

745

535

184

310

49

1280

4399

3967

3018

2990

1897

3178

1208

446

293

412

892

728

530

187

275

39

1243

4252

3807

2900

2864

1877

3038

1165

427

269

403

850

651

511

176

246

37

1203

4152

3559

2765

2776

1824

2897

1142

414

242

376

810

612

496

172

222

39

1186

3983

3395

2634

2675

1740

2752

1074

392

218

357

744

558

465

158

221

38

1150

3833

3265

2533

2570

1654

2715

1043

395

210

336

706

509

465

149

195

33

1124

3743

3188

2418

2571

1593

2650

991

383

194

324

686

487

455

144

163

34

1074

3609

3069

2302

2550

1535

2569

978

344

190

298

648

465

425

132

150

40

1026

3498

3028

2187

2564

1486

2485

927

325

182

293

622

454

422

129

152

36

983

3425

2975

2102

2481

1439

2441

904

307

185

283

573

433

405

120

150

32

934

3314

2877

2068

2443

1413

2420

891

288

185

261

564

415

396

118

140

30

890

3180

2840

1956

2395

1346

2357

845

262

167

252

554

417

380

113

140

35

830

3054

2788

1911

2380

1353

2292

837

254

170

232

547

397

357

112

148

33

791

3003

2821

1841

2340

1331

2301

792

254

153

233

546

375

343

110

144

29

769

2940

2708

1867

2278

1317

2244

742

250

153

212

522

347

325

107

131

31

738

2859

2659

1833

2272

1295

2187

688

244

148

216

514

318

307

111

125

32

744

2906

2627

1787

2228

1240

2101

647

249

139

209

516

299

291

99

111

26

727

2855

2531

1760

2226

1216

2051

632

239

139

220

520

263

282

95

101

29

728

2834

2529

1770

2157

1190

2028

591

229

139

231

499

258

267

86

97

26

691

2745

2468

1733

2106

1173

1949

559

210

137

259

490

246

260

78

94

29

698

2690

2468

1662

2070

1110

1923

562

221

136

253

487

249

271

84

91

25

672



島根県合計 (市・郡)

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

																				昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																1		松江市 マツエシ		15006		15233		15446		15707		15844		16747		17153		17501		17792		17985		17921		17407		17028		16483		16025		15600		15315		15199		14929		14689		14461		14302		14130		13677		13445		13112		12798		12610		12339		12206		12064		11853		11755		11609		11632		11577		11440		11295		11134		10884		10782		10700		10535

																2		浜田市 ハマダシ		6156		5987		6015		6030		6011		6085		6300		6468		6520		6519		6554		6445		6264		6044		5749		5572		5338		5205		5042		4886		4752		4588		4522		4399		4252		4152		3983		3833		3743		3609		3498		3425		3314		3180		3054		3003		2940		2859		2906		2855		2834		2745		2690

																3		出雲市 イズモシ		13930		14050		13830		13795		13768		14030		14566		14875		15279		15630		15857		15900		15788		15464		15009		14684		14228		13971		13535		13143		12864		12614		12407		12083		11847		11666		11371		11162		11040		10890		10715		10580		10500		10299		10294		10217		10206		10152		10145		9882		9822		9668		9564

																4		益田市 マスダシ		5046		5021		4986		4887		4870		4986		5138		5334		5457		5566		5567		5603		5530		5381		5206		5057		4896		4742		4662		4561		4453		4322		4146		3967		3807		3559		3395		3265		3188		3069		3028		2975		2877		2840		2788		2821		2708		2659		2627		2531		2529		2468		2468

																5		大田市 オオダシ		4625		4387		4178		4082		3978		3974		4055		4048		4118		4077		4095		4061		3965		3889		3752		3704		3554		3509		3509		3408		3299		3201		3113		3018		2900		2765		2634		2533		2418		2302		2187		2102		2068		1956		1911		1841		1867		1833		1787		1760		1770		1733		1662

																6		安来市 ヤスギシ		4010		3971		3988		4020		4119		4228		4425		4549		4675		4674		4693		4621		4573		4396		4217		4082		3959		3888		3682		3546		3449		3324		3162		2990		2864		2776		2675		2570		2571		2550		2564		2481		2443		2395		2380		2340		2278		2272		2228		2226		2157		2106		2070

																7		江津市 ゴウツシ		2915		2832		2811		2794		2745		2753		2761		2788		2771		2822		2830		2803		2756		2667		2553		2441		2333		2295		2180		2115		2106		2078		2005		1897		1877		1824		1740		1654		1593		1535		1486		1439		1413		1346		1353		1331		1317		1295		1240		1216		1190		1173		1110

																8		雲南市 ウンナンシ		4636		4500		4384		4335		4154		4140		4272		4341		4403		4423		4506		4512		4461		4375		4275		4200		4101		4008		3901		3760		3660		3512		3345		3178		3038		2897		2752		2715		2650		2569		2485		2441		2420		2357		2292		2301		2244		2187		2101		2051		2028		1949		1923

																				昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																9		奥出雲町 オクイズモチョウ		1744		1704		1645		1647		1574		1586		1622		1629		1648		1603		1601		1609		1575		1532		1475		1457		1422		1354		1341		1312		1291		1243		1265		1208		1165		1142		1074		1043		991		978		927		904		891		845		837		792		742		688		647		632		591		559		562

																10		飯南町 イイナンチョウ		715		680		632		581		517		512		549		541		564		603		619		616		599		591		576		535		534		515		505		475		476		467		450		446		427		414		392		395		383		344		325		307		288		262		254		254		250		244		249		239		229		210		221

																11		川本町 カワモトマチ		593		586		570		587		557		534		532		531		516		519		513		498		475		447		435		386		359		375		355		352		328		322		329		293		269		242		218		210		194		190		182		185		185		167		170		153		153		148		139		139		139		137		136

																12		美郷町 ミサトマチ		785		765		713		727		700		708		690		708		676		657		640		624		602		583		549		518		501		449		437		430		430		429		415		412		403		376		357		336		324		298		293		283		261		252		232		233		212		216		209		220		231		259		253

																13		邑南町 オオナンチョウ		1206		1225		1179		1169		1181		1190		1185		1159		1140		1135		1121		1113		1128		1113		1057		1009		973		953		943		936		945		950		918		892		850		810		744		706		686		648		622		573		564		554		547		546		522		514		516		520		499		490		487

																14		津和野町 ツワノチョウ		1203		1151		1084		1017		1008		996		1031		1041		1056		1047		1032		1025		993		934		900		886		886		825		831		824		805		797		745		728		651		612		558		509		487		465		454		433		415		417		397		375		347		318		299		263		258		246		249

																15		吉賀町 ヨシカチョウ		701		684		643		647		674		713		749		763		752		743		743		708		688		671		648		626		623		602		594		579		571		540		535		530		511		496		465		465		455		425		422		405		396		380		357		343		325		307		291		282		267		260		271

																16		海士町 アママチ		327		318		307		294		286		271		282		273		271		273		271		271		254		244		235		233		224		224		216		196		195		191		184		187		176		172		158		149		144		132		129		120		118		113		112		110		107		111		99		95		86		78		84

																17		西ノ島町 ニシシマチョウ		434		411		383		366		361		383		396		421		432		448		437		432		437		427		407		407		399		403		394		384		376		337		310		275		246		222		221		195		163		150		152		150		140		140		148		144		131		125		111		101		97		94		91

																18		知夫村 チブムラ		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25

																19		隠岐の島町 オキシマチョウ		1827		1747		1692		1665		1579		1594		1616		1629		1632		1682		1704		1733		1704		1689		1676		1622		1617		1577		1526		1477		1461		1401		1280		1243		1203		1186		1150		1124		1074		1026		983		934		890		830		791		769		738		744		727		728		691		698		672





島根県合計 (市・郡)

		



松江市

浜田市

出雲市

益田市

大田市

安来市

江津市

雲南市

島根県（市部）



島根県合計 (中山間地域)

		



奥出雲町

飯南町

川本町

美郷町

邑南町

津和野町

吉賀町

海士町

西ノ島町

知夫村

隠岐の島町

島根県（郡部）



島根県合計

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

																				昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																1		松江市 マツエシ		15006		15233		15446		15707		15844		16747		17153		17501		17792		17985		17921		17407		17028		16483		16025		15600		15315		15199		14929		14689		14461		14302		14130		13677		13445		13112		12798		12610		12339		12206		12064		11853		11755		11609		11632		11577		11440		11295		11134		10884		10782		10700		10535

																3		出雲市 イズモシ		13930		14050		13830		13795		13768		14030		14566		14875		15279		15630		15857		15900		15788		15464		15009		14684		14228		13971		13535		13143		12864		12614		12407		12083		11847		11666		11371		11162		11040		10890		10715		10580		10500		10299		10294		10217		10206		10152		10145		9882		9822		9668		9564

																				昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																2		浜田市 ハマダシ		6156		5987		6015		6030		6011		6085		6300		6468		6520		6519		6554		6445		6264		6044		5749		5572		5338		5205		5042		4886		4752		4588		4522		4399		4252		4152		3983		3833		3743		3609		3498		3425		3314		3180		3054		3003		2940		2859		2906		2855		2834		2745		2690		200326

																4		益田市 マスダシ		5046		5021		4986		4887		4870		4986		5138		5334		5457		5566		5567		5603		5530		5381		5206		5057		4896		4742		4662		4561		4453		4322		4146		3967		3807		3559		3395		3265		3188		3069		3028		2975		2877		2840		2788		2821		2708		2659		2627		2531		2529		2468		2468		174986

																5		大田市 オオダシ		4625		4387		4178		4082		3978		3974		4055		4048		4118		4077		4095		4061		3965		3889		3752		3704		3554		3509		3509		3408		3299		3201		3113		3018		2900		2765		2634		2533		2418		2302		2187		2102		2068		1956		1911		1841		1867		1833		1787		1760		1770		1733		1662		131628

																6		安来市 ヤスギシ		4010		3971		3988		4020		4119		4228		4425		4549		4675		4674		4693		4621		4573		4396		4217		4082		3959		3888		3682		3546		3449		3324		3162		2990		2864		2776		2675		2570		2571		2550		2564		2481		2443		2395		2380		2340		2278		2272		2228		2226		2157		2106		2070		143187

																7		江津市 ゴウツシ		2915		2832		2811		2794		2745		2753		2761		2788		2771		2822		2830		2803		2756		2667		2553		2441		2333		2295		2180		2115		2106		2078		2005		1897		1877		1824		1740		1654		1593		1535		1486		1439		1413		1346		1353		1331		1317		1295		1240		1216		1190		1173		1110		88183

																8		雲南市 ウンナンシ		4636		4500		4384		4335		4154		4140		4272		4341		4403		4423		4506		4512		4461		4375		4275		4200		4101		4008		3901		3760		3660		3512		3345		3178		3038		2897		2752		2715		2650		2569		2485		2441		2420		2357		2292		2301		2244		2187		2101		2051		2028		1949		1923		144782

																9		奥出雲町 オクイズモチョウ		1744		1704		1645		1647		1574		1586		1622		1629		1648		1603		1601		1609		1575		1532		1475		1457		1422		1354		1341		1312		1291		1243		1265		1208		1165		1142		1074		1043		991		978		927		904		891		845		837		792		742		688		647		632		591		559		562		52097

																10		飯南町 イイナンチョウ		715		680		632		581		517		512		549		541		564		603		619		616		599		591		576		535		534		515		505		475		476		467		450		446		427		414		392		395		383		344		325		307		288		262		254		254		250		244		249		239		229		210		221		18985

																11		川本町 カワモトマチ		593		586		570		587		557		534		532		531		516		519		513		498		475		447		435		386		359		375		355		352		328		322		329		293		269		242		218		210		194		190		182		185		185		167		170		153		153		148		139		139		139		137		136		14348

																12		美郷町 ミサトマチ		785		765		713		727		700		708		690		708		676		657		640		624		602		583		549		518		501		449		437		430		430		429		415		412		403		376		357		336		324		298		293		283		261		252		232		233		212		216		209		220		231		259		253		19396

																13		邑南町 オオナンチョウ		1206		1225		1179		1169		1181		1190		1185		1159		1140		1135		1121		1113		1128		1113		1057		1009		973		953		943		936		945		950		918		892		850		810		744		706		686		648		622		573		564		554		547		546		522		514		516		520		499		490		487		37218

																14		津和野町 ツワノチョウ		1203		1151		1084		1017		1008		996		1031		1041		1056		1047		1032		1025		993		934		900		886		886		825		831		824		805		797		745		728		651		612		558		509		487		465		454		433		415		417		397		375		347		318		299		263		258		246		249		30598

																15		吉賀町 ヨシカチョウ		701		684		643		647		674		713		749		763		752		743		743		708		688		671		648		626		623		602		594		579		571		540		535		530		511		496		465		465		455		425		422		405		396		380		357		343		325		307		291		282		267		260		271		22850

																16		海士町 アママチ		327		318		307		294		286		271		282		273		271		273		271		271		254		244		235		233		224		224		216		196		195		191		184		187		176		172		158		149		144		132		129		120		118		113		112		110		107		111		99		95		86		78		84		8320

																17		西ノ島町 ニシシマチョウ		434		411		383		366		361		383		396		421		432		448		437		432		437		427		407		407		399		403		394		384		376		337		310		275		246		222		221		195		163		150		152		150		140		140		148		144		131		125		111		101		97		94		91		12281

																18		知夫村 チブムラ		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25		2183

																19		隠岐の島町 オキシマチョウ		1827		1747		1692		1665		1579		1594		1616		1629		1632		1682		1704		1733		1704		1689		1676		1622		1617		1577		1526		1477		1461		1401		1280		1243		1203		1186		1150		1124		1074		1026		983		934		890		830		791		769		738		744		727		728		691		698		672		55331





島根県合計

		



浜田市

益田市

大田市

安来市

江津市

雲南市

奥出雲町

飯南町

川本町

美郷町

邑南町

津和野町

吉賀町

海士町

西ノ島町

知夫村

隠岐の島町



1松江市

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

																				昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																1		松江市 マツエシ		15006		15233		15446		15707		15844		16747		17153		17501		17792		17985		17921		17407		17028		16483		16025		15600		15315		15199		14929		14689		14461		14302		14130		13677		13445		13112		12798		12610		12339		12206		12064		11853		11755		11609		11632		11577		11440		11295		11134		10884		10782		10700		10535

																2		浜田市 ハマダシ		6156		5987		6015		6030		6011		6085		6300		6468		6520		6519		6554		6445		6264		6044		5749		5572		5338		5205		5042		4886		4752		4588		4522		4399		4252		4152		3983		3833		3743		3609		3498		3425		3314		3180		3054		3003		2940		2859		2906		2855		2834		2745		2690

																3		出雲市 イズモシ		13930		14050		13830		13795		13768		14030		14566		14875		15279		15630		15857		15900		15788		15464		15009		14684		14228		13971		13535		13143		12864		12614		12407		12083		11847		11666		11371		11162		11040		10890		10715		10580		10500		10299		10294		10217		10206		10152		10145		9882		9822		9668		9564

																4		益田市 マスダシ		5046		5021		4986		4887		4870		4986		5138		5334		5457		5566		5567		5603		5530		5381		5206		5057		4896		4742		4662		4561		4453		4322		4146		3967		3807		3559		3395		3265		3188		3069		3028		2975		2877		2840		2788		2821		2708		2659		2627		2531		2529		2468		2468

																5		大田市 オオダシ		4625		4387		4178		4082		3978		3974		4055		4048		4118		4077		4095		4061		3965		3889		3752		3704		3554		3509		3509		3408		3299		3201		3113		3018		2900		2765		2634		2533		2418		2302		2187		2102		2068		1956		1911		1841		1867		1833		1787		1760		1770		1733		1662

																6		安来市 ヤスギシ		4010		3971		3988		4020		4119		4228		4425		4549		4675		4674		4693		4621		4573		4396		4217		4082		3959		3888		3682		3546		3449		3324		3162		2990		2864		2776		2675		2570		2571		2550		2564		2481		2443		2395		2380		2340		2278		2272		2228		2226		2157		2106		2070

																7		江津市 ゴウツシ		2915		2832		2811		2794		2745		2753		2761		2788		2771		2822		2830		2803		2756		2667		2553		2441		2333		2295		2180		2115		2106		2078		2005		1897		1877		1824		1740		1654		1593		1535		1486		1439		1413		1346		1353		1331		1317		1295		1240		1216		1190		1173		1110

																8		雲南市 ウンナンシ		4636		4500		4384		4335		4154		4140		4272		4341		4403		4423		4506		4512		4461		4375		4275		4200		4101		4008		3901		3760		3660		3512		3345		3178		3038		2897		2752		2715		2650		2569		2485		2441		2420		2357		2292		2301		2244		2187		2101		2051		2028		1949		1923

																9		奥出雲町 オクイズモチョウ		1744		1704		1645		1647		1574		1586		1622		1629		1648		1603		1601		1609		1575		1532		1475		1457		1422		1354		1341		1312		1291		1243		1265		1208		1165		1142		1074		1043		991		978		927		904		891		845		837		792		742		688		647		632		591		559		562

																10		飯南町 イイナンチョウ		715		680		632		581		517		512		549		541		564		603		619		616		599		591		576		535		534		515		505		475		476		467		450		446		427		414		392		395		383		344		325		307		288		262		254		254		250		244		249		239		229		210		221

																11		川本町 カワモトマチ		593		586		570		587		557		534		532		531		516		519		513		498		475		447		435		386		359		375		355		352		328		322		329		293		269		242		218		210		194		190		182		185		185		167		170		153		153		148		139		139		139		137		136

																12		美郷町 ミサトマチ		785		765		713		727		700		708		690		708		676		657		640		624		602		583		549		518		501		449		437		430		430		429		415		412		403		376		357		336		324		298		293		283		261		252		232		233		212		216		209		220		231		259		253

																13		邑南町 オオナンチョウ		1206		1225		1179		1169		1181		1190		1185		1159		1140		1135		1121		1113		1128		1113		1057		1009		973		953		943		936		945		950		918		892		850		810		744		706		686		648		622		573		564		554		547		546		522		514		516		520		499		490		487

																14		津和野町 ツワノチョウ		1203		1151		1084		1017		1008		996		1031		1041		1056		1047		1032		1025		993		934		900		886		886		825		831		824		805		797		745		728		651		612		558		509		487		465		454		433		415		417		397		375		347		318		299		263		258		246		249

																15		吉賀町 ヨシカチョウ		701		684		643		647		674		713		749		763		752		743		743		708		688		671		648		626		623		602		594		579		571		540		535		530		511		496		465		465		455		425		422		405		396		380		357		343		325		307		291		282		267		260		271

																16		海士町 アママチ		327		318		307		294		286		271		282		273		271		273		271		271		254		244		235		233		224		224		216		196		195		191		184		187		176		172		158		149		144		132		129		120		118		113		112		110		107		111		99		95		86		78		84

																17		西ノ島町 ニシシマチョウ		434		411		383		366		361		383		396		421		432		448		437		432		437		427		407		407		399		403		394		384		376		337		310		275		246		222		221		195		163		150		152		150		140		140		148		144		131		125		111		101		97		94		91

																18		知夫村 チブムラ		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25

																19		隠岐の島町 オキシマチョウ		1827		1747		1692		1665		1579		1594		1616		1629		1632		1682		1704		1733		1704		1689		1676		1622		1617		1577		1526		1477		1461		1401		1280		1243		1203		1186		1150		1124		1074		1026		983		934		890		830		791		769		738		744		727		728		691		698		672
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2浜田市
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																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		母衣地区 ホロチク				母衣小学校 ホロショウガッコウ		×		24		20		827		850		853		810		783		745		720		711		718		728		715		692		665		635		595		560		534		574		488		502		475		460		452		465		471		469		482		483		473		476		484		471		432		452		453		480		457		475		492		503		480		463		462		462

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		北堀地区（＋法吉村） キタホリチクホッキムラ				城北小学校 ジョウホクショウガッコウ		×								1072		1103		1166		1189		1212		1216		1285		1320		930		936		899		835		812		763		749		713		717		765		776		779		792		834		837		795		735		715		703		675		659		652		631		620		612		599		592		578		593		563		553		573		553		573		547

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		内中原地区 ウチナカハラチク				内中原小学校 ウチナカハラショウガッコウ		×								975		1029		1069		1074		1082		1093		1119		1135		1080		1059		1074		987		929		847		835		833		809		805		795		797		786		798		786		748		720		668		618		596		599		571		579		553		550		553		554		591		597		638		679		702		733		742		738

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		白潟地区＋朝日地区 シラカタチクアサヒチク				中央小学校 チュウオウショウガッコウ		×																																																				434		397		379		378		357		360		351		354		368		375		387		404		413		409		390		389		387		354		361		359		355

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		雑賀地区 サイカチク				雑賀小学校 サイカショウガッコウ		×		33		28		1131		943		937		938		936		734		755		765		727		688		666		647		603		570		526		485		450		440		412		395		386		393		392		370		362		354		344		335		350		332		341		308		308		298		283		279		253		257		246		232		226		238		247		241

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		津田地区 ツダチク				津田小学校 ツダショウガッコウ		×		23		19		390		1173		1256		1275		1333		975		1020		1097		1142		1141		1148		1118		1110		1092		1015		980		933		905		893		886		857		847		844		836		848		811		815		784		777		787		761		768		801		798		807		804		821		802		781		749		753		750		722		730

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古志原地区 コシバラチク				古志原小学校 コシバラショウガッコウ		×														新設→ シンセツ		901		1028		1120		1154		1229		1235		1216		1170		1124		1112		1078		1078		998		970		930		903		907		895		911		871		852		838		843		819		798		812		809		732		705		701		696		680		688		683		697		640		622		610		614

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		川津地区 カワツチク				川津小学校 カワツショウガッコウ		×		11		9		300		447		477		524		567		612		676		689		743		811		858		876		832		821		807		768		731		725		735		715		701		696		674		723		777		838		919		941		960		949		959		946		921		880		822		794		760		702		672		648		620		601		592		571

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		朝酌地区 アサクミチク				朝酌小学校 アサシャクショウガッコウ		×								149		143		139		147		155		169		182		184		176		194		192		177		178		167		176		169		175		174		179		178		178		174		173		162		155		146		145		141		114		102		101		96		89		81		90		88		80		85		80		78		81		76		74

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		法吉村 ホッキムラ				法吉小学校 ホウキチショウガッコウ		×		8		6		200		―																428		500		512		509		496		508		527		501		508		496		494		490		464		448		417		401		369		350		347		357		376		385		406		436		479		521		579		607		627		643		648		630		610		593		569

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		竹矢村 チクヤムラ				竹矢小学校 チクヤショウガッコウ		×		11		9		284		282		322		391		443		470		518		585		624		680		725		743		733		705		696		646		653		615		595		582		541		539		501		486		459		438		420		407		404		392		392		379		385		387		399		396		364		362		350		325		320		318		319		318

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		乃木村 ノギムラ				乃木小学校 ノギショウガッコウ		×		18		15		570		922		985		1039		1051		836		922		945		1000		1067		1082		1121		1120		1133		1165		1177		1183		1194		1183		1188		1183		1202		1182		1160		1122		1112		1087		1088		1068		1051		1035		1059		1073		1038		1053		1032		1006		999		992		1006		1009		1019		1023		1035

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		忌部村 インベムラ				忌部小学校 キベショウガッコウ										107		109		97		98		96		244		109		112		114		114		130		142		157		157		173		191		190		188		187		178		182		177		181		171		168		182		173		164		156		152		143		135		127		115		105		105		103		97		96		91		109		104		108

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大庭村 オオバムラ				大庭小学校 オオバショウガッコウ				14		12		363		541		577		655		680		684		795		894		968		1019		1048		1037		1044		1025		995		963		947		931		902		888		862		845		833		808		777		779		742		691		688		676		681		663		642		650		532		621		612		575		548		514		505		487		478		480

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		生馬村 イクマムラ				生馬小学校 イクマショウガッコウ				8		6		134		217		209		215		235		234		244		259		267		246		228		223		220		189		159		150		133		115		107		101		112		108		111		108		120		177		200		200		212		207		201		201		181		165		145		144		136		135		134		142		127		121		109		112

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		持田村 モチダムラ				持田小学校 モチダショウガッコウ										174		172		174		164		177		192		198		203		226		237		242		233		244		245		258		261		275		277		284		303		301		318		318		333		357		326		316		328		324		315		294		284		271		273		288		262		274		263		256		249		251		281		265

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				古江小学校 フルエショウガッコウ										184		178		184		199		190		200		194		205		217		237		246		249		266		247		244		234		256		305		322		370		386		401		405		397		403		369		366		364		334		306		286		276		245		226		220		229		222		211		247		246		258		247		243

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		本庄村 ホンジョウムラ				本庄小学校 ホンジョウショウガッコウ										310		320		327		308		278		288		285		288		271		256		267		242		246		235		250		255		252		255		236		234		204		204		190		171		174		159		159		155		150		150		158		149		150		153		146		140		127		121		118		100		95		94		93

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大野村 オオノムラ				大野小学校 オオノショウガッコウ				11		9		262		189		186		183		192		186		194		196		196		203		204		199		189		192		190		177		161		156		163		154		143		144		146		141		128		119		104		100		95		93		94		80		79		75		72		46		77		74		70		68		63		59		59		56

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				秋鹿小学校 アキシカショウガッコウ										168		181		184		184		177		288		192		182		170		159		159		148		146		156		146		142		140		150		144		132		132		128		118		113		101		99		97		98		89		81		84		76		75		74		76		77		72		88		80		70		64		64		67

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				中島小学校 ナカシマショウガッコウ				8		6		96		72		67		75		68		65		60		64		65		58		65		61		59		59		55		50		45		45		48		40		40		44		39		40		37		32		32		32		31		27		25		27		19		15		18		16		16		12		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				長江小学校 ナガエショウガッコウ										82		88		89		98		91		92		105		95		101		92		95		91		82		79		74		77		80		79		74		71		63		58		56		48		39		35		30		29		24		29		31		36		39		40		34		34		35		32		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		白潟地区 シラカタチク				白潟小学校 シラカタショウガッコウ		×		17		14		554		600		588		558		535		528		503		502		512		518		509		476		443		382		330		289		262		247		238		244		239		224		208

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		朝日地区 アサヒチク				朝日小学校 アサヒショウガッコウ		×		22		19		802		613		586		563		558		552		543		531		503		493		472		453		420		409		370		342		308		279		268		249		240		229		224

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校 エショウガッコウ				18		15		592		434		462		423		432		419		421		450		421		414		382		373		359		357		351		330		320		311		303		296		280		275		273		260		252		242		222		209		188		192		185		172		169		162		161		148		132		120		114		108		98		93		89		84

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		佐太村 サタムラ				佐太小学校 サタショウガッコウ				8		6		204		158		159		168		170		170		172		181		186		199		199		196		179		173		160		151		154		152		162		155		158		150		149		139		130		122		119		112		103		88		83		86		81		81		88		92		102		97		98		94		93		96		99		98

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武＋御津 コウブミツ				東小学校 ヒガシショウガッコウ												―		215		197		205		197		195		201		196		206		210		210		233		247		246		249		227		243		246		251		274		258		268		260		253		241		228		217		189		165		147		135		123		120		129		122		122		128		115		106		86		87		78

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校片句分校 カタクブンコウ				3		2		36		25		22		23		27		25		25

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武村 コウブムラ				講武小学校　 コウブショウガッコウ				8		6		244		168		157		―

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		御津村 オンツムラ				御津小学校 オツショウガッコウ				8		6		111		73		65		―

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦＋加賀＋野波 カガノナミ		3		島根小学校 シマネショウガッコウ																																																																								統合新設→ トウゴウシンセツ		170		168		152		160		154		156		155		152		146		143		136

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦村 ムラ				大芦小学校 オオアシショウガッコウ				8		6		184		87		83		87		98		98		114		107		114		112		99		97		93		98		99		94		94		96		100		96		87		84		88		86		75		78		74		74		72		67		70		62		62		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		加賀村 カガムラ				加賀小学校 カガショウガッコウ				8		6		191		119		112		106		110		115		113		125		124		119		122		114		108		104		102		110		103		106		109		102		97		95		90		96		93		88		78		71		66		55		49		44		47		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		野波村 ノナミムラ				野波小学校 ノナミショウガッコウ				11		9		289		163		157		97		139		136		143		154		164		186		202		192		206		210		210		197		191		203		192		183		172		157		155		140		133		121		113		117		102		95		79		81		75		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村＋千酌村＋片江村 ミホノセキマチモリヤマムラ		4		（新）美保関小学校 シンミホノセキショウガッコウ																																																																										統合新設→ トウゴウシンセツ		298		266		263		244		226		201		188		189		171		170

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村 ミホノセキマチモリヤマムラ		2		美保関東小学校 ミホノセキヒガシショウガッコウ																																																																		94		98		109		112		123		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村 センクムラ				千酌小学校 センシャクショウガッコウ				9		7		241		141		154		144		146		143		144		153		147		145		149		144		144		144		129		135		125		124		135		129		126		124		122		117		114		110		116		109		107		96		92		96		83		83		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村＋片江村 センクムラカタエムラ		2		美保関北小学校 ミホノセキキタショウガッコウ																																																																		153		138		130		114		104		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町 ミホノセキマチ				（旧）美保関小学校 キュウミホノセキショウガッコウ				8		6		155		110		116		118		117		111		103		108		92		89		88		86		85		81		87		79		78		74		70		64		57		49		45		39		34		29		31		29		30

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				福浦小学校 フクウラショウガッコウ				8		6		133		110		106		99		98		94		97		83		88		87		89		84		82		82		76		71		65		69		71		68		68		70		66		65		57		52		36		31		26

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				森山小学校 モリヤマショウガッコウ				7		5		90		93		94		95		86		92		104		104		113		114		116		113		111		108		100		103		98		100		93		92		84		75		71		66		64		52		47		41		38

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				片江小学校 カタエショウガッコウ				8		6		179		137		150		146		142		127		127		126		119		110		103		107		104		107		109		104		107		103		100		94		93		84		89		91		83		81		74		69		62

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				七類小学校 シチルイショウガッコウ				8		6		197		181		182		164		158		154		139		135		112		113		116		107		106		112		117		120		113		113		113		114		109		112		113		112		115		104		101		101		94

		松江市 マツエシ		八雲村 ヤクモムラ		岩坂村＋熊野村 イワサカムラクマノムラ		2		八雲小学校 ヤクモショウガッコウ										263		256		240		274		304		327		356		371		420		446		464		493		449		521		515		515		520		558		559		562		576		566		573		537		527		517		468		469		443		437		414		400		412		408		387		384		396		412		411		402		395		397		372

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				玉湯小学校 タマユショウガッコウ				15		12		444		452		456		471		482		474		488		499		498		502		507		540		532		548		530		491		470		462		446		425		387		367		358		338		329		322		321		326		316		308		301		282		275		263		275		265		282		276		266		268		276		285		305		332

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				大谷小学校 オオタニショウガッコウ				4		3		64		49		51		52		50		48		47		51		53		50		42		47		47		43		41		40		36		36		34		39		34		34		38		37		35		36		39		34		32		24		26		24		21		22		21		23		22		20		25		24		23		20		19		18

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		宍道町 シンジチョウ				宍道小学校 シンジショウガッコウ				22		16		586		529		514		521		503		524		547		573		605		618		639		627		626		612		585		560		533		493		466		432		441		414		411		389		365		349		328		330		318		321		324		339		358		367		368		367		363		372		352		334		335		317		314		302

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				来待小学校 キマチショウガッコウ				14		12		411		337		255		268		275		263		282		287		282		281		286		293		280		276		264		259		258		256		261		248		254		248		224		220		221		225		215		205		207		197		196		185		174		177		163		158		150		144		133		131		138		141		139		135

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				大野原分校 オオノハラブンコウ																																												2		0		2		1		0		3		5		5		1		0		1		1		2		2		4		4		4		6		1		3		2		1		1		0		2		3

		松江市 マツエシ		八束町 ヤツカチョウ		八束村 ヤツカムラ				八束小学校 ヤツカショウガッコウ				15		13		526		362		346		347		340		330		333		338		329		338		335		322		305		298		297		304		291		287		304		317		318		310		329		336		311		303		288		278		256		247		254		236		232		227		230		217		217		208		194		186		174		195		191		178

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		出雲郷村 イズモゴウムラ				出雲郷小学校 イズモサトショウガッコウ				9		7		256		189		202		214		197		203		221		231		237		223		254		266		286		297		286		301		309		302		297		282		278		252		242		242		226		230		206		219		230		263		283		296		317		338		350		359		383		407		426		416		427		428		426		419

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		揖屋町 イヤマチ				揖屋小学校 イヤショウガッコウ				14		12		432		568		583		613		634		641		645		656		680		649		634		628		603		585		543		502		484		452		443		419		418		404		389		366		352		364		370		377		381		393		391		401		400		415		426		443		457		438		433		423		406		384		358		342

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		意東村 イヒガシソン				意東小学校 イヒガシショウガッコウ				8		6		207		188		185		180		190		188		198		214		222		233		232		233		227		219		210		216		213		203		201		204		199		180		185		184		178		171		165		155		151		149		151		166		185		197		205		215		237		238		232		239		229		214		206		190

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		15006		15233		15446		15707		15844		16747		17153		17501		17792		17985		17921		17407		17028		16483		16025		15600		15315		15199		14929		14689		14461		14302		14130		13677		13445		13112		12798		12610		12339		12206		12064		11853		11755		11609		11632		11577		11440		11295		11134		10884		10782		10700		10535

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																1		松江市 マツエシ		15006		15233		15446		15707		15844		16747		17153		17501		17792		17985		17921		17407		17028		16483		16025		15600		15315		15199		14929		14689		14461		14302		14130		13677		13445		13112		12798		12610		12339		12206		12064		11853		11755		11609		11632		11577		11440		11295		11134		10884		10782		10700		10535





2浜田市

		





3出雲市

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（浜田町） ハマダチクハマダマチ				原井小学校 ハライショウガッコウ		×		32		26		1023		911		882		893		886		869		852		876		868		844		790		748		703		652		594		542		508		480		472		448		416		377		360		334		337		337		328		304		293		299		275		260		251		259		252		221		213		217		218		223		205		215		201		198

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（原井小を分離） ハマダチクハライショウブンリ				雲雀丘小学校 クモスズメオカショウガッコウ		×		8		6		151		117		100		95		89		83		85		86		82		67		76		75		64		68		66		72		64		74		102		112		129		140		151		169		150		169		164		161		143		147		137		137		127		126		127		125		132		135		131		123		113		109		93		87

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（浜田町） ハマダチクハマダマチ				松原小学校 マツバラショウガッコウ		×		21		17		609		500		517		493		488		641		701		710		712		680		633		638		607		572		533		492		480		431		410		388		375		365		341		353		332		316		298		278		266		255		238		236		222		211		182		169		170		179		191		199		202		204		208		184

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				石見小学校 イワミショウガッコウ		×		27		23		966		1014		1030		1089		1109		1024		1008		1124		1173		1181		1228		1231		1181		1123		1031		977		958		902		894		856		606		589		547		519		525		487		509		495		488		498		485		480		460		465		460		430		422		401		392		403		395		404		395		383

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川地区 ミカワチク				美川小学校 ミカワショウガッコウ		×		8		6		165		131		121		116		113		109		150		173		191		211		234		243		246		253		241		241		229		222		215		208		187		180		164		162		131		126		121		113		117		113		117		125		130		132		120		113		112		96		98		92		85		87		74		66

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		周布地区 スフチク				周布小学校 シュウフショウガッコウ		×		15		13		468		355		350		360		387		372		391		403		432		445		449		456		446		444		461		460		459		463		446		464		441		443		437		429		433		381		393		397		383		361		343		356		349		343		330		343		331		326		334		327		333		332		321		327

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		長浜地区 ナガハマチク				長浜小学校 ナガハマショウガッコウ		×		16		14		572		631		605		607		625		636		637		652		695		714		689		682		681		669		660		615		605		588		536		522		499		489		433		420		421		408		379		349		351		353		336		325		350		334		324		297		305		289		280		284		289		274		261		261

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				国府小学校 コクフショウガッコウ				15		13		413		403		412		424		406		399		417		418		414		416		440		446		445		435		422		418		394		368		351		354		335		301		313		321		325		315		298		312		299		288		269		256		262		249		243		239		226		222		199		208		218		232		229		332

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				三階小学校 サンカイショウガッコウ		×																																												新設→ シンセツ		284		298		304		307		308		321		330		330		325		328		342		341		336		328		314		298		269		253		245		243		245		243		245		244

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				上府小学校 カミフショウガッコウ				8		6		128		69		63		50		56		53		58		58		70		67		74		85		92		101		96		104		99		107		106		104		108		110		102		101		107		96		92		89		91		89		80		72		67		60		49		57		61		61		74		76		80		80		89		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		有福村 アリフクムラ				有福小学校 アリフクショウガッコウ				7		6		93		41		41		48		53		55		55		51		57		54		53		49		53		52		60		53		46		40		37		31		34		35		40		37		38		36		29		25		20		19		21		21		17		15		14		13		12		11		9		11		11		15		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				宇野小学校 ウノショウガッコウ				6		5		86		55		52		48		44		41		41		37		33		34		31		34		31		30		33		28		27		22		21		25		24		28		30		34		37		30		27		26		21		23		21		21		22		20		16		13		9		9		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				後野小学校 ノチノショウガッコウ				5		4		71		38		39		36		33		31		34		38		38		37		39		42		45		46		54		60		57		54		48		49		36		28		28		28		31		26		32		34		32		30		30		27		23		20		21		20		13		16		16		15		11

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		金城村 カナギムラ				佐野小学校 サノショウガッコウ				7		5		86		35		33		31		40		39		42		48		50		58		62		68		69		74		75		70		57		49		50		37		32		30		29		29		25		30		29		27		30		25		22		19		23		20		16		19		21		18		15		15		14

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川村 ミカワムラ				美川西小学校 ミカワニシショウガッコウ				7		6		93		32		33		34		34		34		※美川小に統合 ミカワショウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				長見小学校 ナガミショウガッコウ		×		4		3		45		35		33		31		33		29		26		27		27		29		26		22		23		21		53		22		21		22		20		18		←統合？ トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				細谷小学校 ホソヤショウガッコウ		×		8		6		102		44		37		32		31		28		26		26		24		31		31		30		30		30		39		30		31		36		32		30		←統合？ トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		雲城村 クモシロムラ				雲城小学校 クモシロショウガッコウ				9		8		269		153		148		145		153		162		172		171		183		209		220		216		245		215		212		194		194		194		196		202		190		190		197		204		186		184		186		190		177		166		165		147		143		125		129		141		145		151		142		153		149		151		144		145

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				今福小学校 イマフクショウガッコウ				8		6		142		55		55		61		59		55		46		53		54		51		59		66		78		88		89		91		83		77		77		72		70		71		72		65		61		55		55		48		41		38		33		31		28		28		63		59		52		52		43		42		41		40		41		43

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校 ナミサ				11		8		190		81		66		61		63		53		43		48		45		48		49		54		55		67		71		71		65		61		57		46		50		42		41		40		39		38		33		28		26		23		23		23		27		23		22		28		27		27		21		22		24		16		18		16

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				美又小学校 ミマタショウガッコウ				8		6		115		59		59		54		53		48		46		37		36		39		41		39		38		41		38		41		41		46		47		45		44		38		31		29		27		27		28		25		27		28		33		31		29		23		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				久佐小学校 クサショウガッコウ				8		6		199		37		46		42		45		35		39		41		43		53		53		64		64		64		60		53		49		46		44		41		39		38		44		38		41		40		41		34		26		22		19		14		14		17		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				小国小学校 オグニショウガッコウ				5		4		64		―		―																						33		26		28		25		28		39		30		30		28		27		24		19		17		15		12		11		9		7		5		6		6		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校小国分校 ナミサショウガッコウオグニブンコウ								―		26		23		17		15		15		18		17		21		24		26		31		30

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校若生分校 ナミサショウガッコウワカイブンコウ								―		6		4		2		2

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		今市村 イマイチムラ				今市小学校 イマイチショウガッコウ				11		8		218		93		92		95		100		106		103		107		111		117		121		130		134		146		139		129		117		101		98		92		81		80		85		89		86		83		77		69		62		50		50		45		51		51		54		52		54		71		71		88		89		95		114		116

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		和田村 ワダムラ				和田小学校 ワダショウガッコウ				8		6		148		60		55		47		42		49		54		51		49		56		41		43		41		40		43		43		48		54		60		56		60		55		53		48		40		42		36		34		31		29		28		20		17		15		14		12		13		12		14		16		13		12		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ																						おそらく新設→ シンセツ		39		33		31		31		28		23		26		24		21		19		20		23		24		25		23		27		34		34		30		30		26		23		16		14		14		12		14		15		17		15		16		16		12		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		木田村 キタムラ				木田小学校 キダショウガッコウ				6		5		96		34		32		38		36		32		30		33		38		28		55		47		43		47		31		34		34		36		34		36		38		34		32		28		22		21		19		17		15		15		17		16		16		19		16		17		17		12		12		9		8

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				都川小学校 ミヤコガワショウガッコウ				8		6		149		―												おそらく新設→ シンセツ		47		45		35		39		42		37		34		27		26		26		18		16		14		19		17		17		22		20		26		22		21		20		15		15		11		8		5		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ										97		62		92		96		90		85		83

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ						弥栄小学校 ヤサカショウガッコウ																																																																		統合新設→ トウゴウシンセツ		90		89		82		83		77		71		77		81		66		63		58		55		47		39

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				安城小学校 アンジョウショウガッコウ				16		13		240		86		105		103		96		100		102		97		90		89		80		72		72		71		69		68		67		71		70		64		63		56		59		49		47		42		52		46		48		52		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				西分校 ニシブンコウ										27

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				杵束小学校 キネツカショウガッコウ				38		26		159（37）		79		86		83		82		70		69		66		61		59		57		58		63		60		59		58		63		54		50		47		49		51		41		43		39		44		41		35		38		39		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				田野原分校 タノハラブンコウ										21		23		22		18		17		13		7

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三隅町 ミスミマチ				三隅小学校 ミスミショウガッコウ				14		11		348		258		265		280		218		213		219		233		238		248		249		257		248		249		242		249		253		240		225		220		211		192		187		176		171		349		318		314		285		258		267		258		250		228		228		224		226		207		188		191		176		200		193		194

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		岡見村 オカミムラ				岡見小学校 オカミショウガッコウ				12		10		295		166		160		157		160		152		150		145		142		140		137		143		141		127		119		115		110		103		112		107		112		113		104		119		123		131		120		104		110		105		89		73		62		57		56		54		55		54		56		59		60		60		58		55

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校 イノショウガッコウ				15				242		119		110		96		101		102		97		104		114		114		110		114		111		92		89		79		75		60		64		64		53		62		58		55		40		39		38		29		23		29		31		32		28		28		25		16		16		17		18		17		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校室谷分校 イノショウガッコウムロヤブンコウ				　　―		　　―		　　―		26		本校化？ ホンコウカ						18		18																														分校扱い→ ブンコウアツカ		8		10		7		8		8		6		7		9		10		9		8		9		9		8		8		8		10		11		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三保村 ミホムラ				三保小学校 サンホショウガッコウ				13		11		318		169		161		165		152		149		163		186		196		210		219		224		220		229		216		194		198		193		179		162		168		167		156		150		138		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				室谷小学校 ムロヤショウガッコウ												23		21		17		18		18		18		26		22		20		17		17		15		12		14		19		19		16		11		10		9		→分校化 ブンコウカ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				三隅南小学校 ミスミミナミショウガッコウ														―		60		59		51		54		48		50		45		43		43		35		38		34		30		26		27		28		29		28		28		27		21		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		大麻村 オオアサムラ				白砂小学校 シラスナショウガッコウ				4		3		56		54		51		38		35		25		26		22		21		17		16		17		16		15		13		19		19		26		32		34		45		41		46		41		36		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				芦谷小学校 アシヤショウガッコウ				8		6		96		22		―

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				黒沢小学校 クロサワショウガッコウ				4		3		48		17		13		9		―

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		6156		5987		6015		6030		6011		6085		6300		6468		6520		6519		6554		6445		6264		6044		5749		5572		5338		5205		5042		4886		4752		4588		4522		4399		4252		4152		3983		3833		3743		3609		3498		3425		3314		3180		3054		3003		2940		2859		2906		2855		2834		2745		2690

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																2		浜田市 ハマダシ		6156		5987		6015		6030		6011		6085		6300		6468		6520		6519		6554		6445		6264		6044		5749		5572		5338		5205		5042		4886		4752		4588		4522		4399		4252		4152		3983		3833		3743		3609		3498		3425		3314		3180		3054		3003		2940		2859		2906		2855		2834		2745		2690





3出雲市

		





4益田市

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		今市地区 イマイチチク				今市小学校 イマイチショウガッコウ		×		38		30		1272		1173		1130		1088		1110		1124		1127		1084		1060		1064		1042		976		925		893		827		769		726		693		636		574		554		527		504		478		448		436		428		411		405		400		418		413		404		411		414		417		439		459		476		491		512		532		521		532

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		大津地区 オオツチク				大津小学校 オオツショウガッコウ		×		26		22		817		844		873		876		862		877		889		902		932		960		935		912		868		844		830		824		812		788		810		822		796		783		768		756		738		753		734		705		705		714		687		646		669		665		667		649		632		638		597		590		561		551		531		528

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		上津村 カミツムラ				上津小学校 カミツショウガッコウ				8		6		246		149		150		145		141		134		128		138		138		139		136		149		155		146		150		147		140		134		136		120		109		102		109		99		103		108		112		112		105		108		109		110		105		102		95		93		79		73		63		59		54		54		53		58

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		塩冶地区 エンヤチク				塩冶小学校 エンヤショウガッコウ		×		21		17		618		754		811		816		811		794		823		858		905		937		954		1019		1027		1084		1058		1084		1146		1125		1117		1107		1110		1101		1081		1159		1109		1092		1105		1050		1037		1012		983		931		947		935		901		909		916		896		858		883		823		815		778		802

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		古志地区＋神門村 コシチクカンドムラ				神戸川小学校 コウベガワショウガッコウ		△								586		588		599		634		658		679		700		713		729		756		753		742		732		726		693		643		631		633		630		619		605		648		666		660		685		684		681		643		648		662		638		649		635		619		607		583		599		582		570		560		568		592		581

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		若松分校 ワカマツブンコウ				湖陵小学校（H20神戸川小学校)若松分校 コリョウショウガッコウカンドガワショウガッコウワカマツブンコウ		△																																										3		7		5		5		5		5		5		2		3		5		4		2		4		1		1		2		1		1		0		4		1		3		2		0		1		0

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		高松地区 タカマツチク				高松小学校 タカマツショウガッコウ		×		19		16		562		446		482		507		550		587		603		656		706		761		820		841		881		868		835		780		772		739		728		699		697		714		699		670		646		639		623		617		612		619		606		599		602		585		581		599		614		625		648		663		652		635		625		606

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		園村＋荒茅村 ソノムラアラカヤムラ				長浜小学校 ナガハマショウガッコウ				19		16		612		384		381		365		359		359		375		397		417		445		480		479		505		495		476		458		445		428		417		411		404		387		359		352		321		317		301		296		294		281		291		271		283		279		183		304		295		306		302		306		292		297		301		299

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		四絡地区 ヨラクチク				四絡小学校 ヨツガネショウガッコウ		×		12		10		295		412		461		527		567		607		637		680		697		726		719		734		747		751		733		712		695		679		695		693		681		681		677		684		664		644		623		605		593		602		594		612		620		634		653		648		646		640		672		686		688		636		624		620

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		高浜地区 タカハマチク				高浜小学校 タカハマショウガッコウ		×		12		10		320		191		482		202		219		219		233		259		272		292		305		329		318		313		312		316		312		298		284		273		253		244		235		222		213		206		202		196		203		199		195		206		199		201		194		207		208		211		223		229		222		221		232		224

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		川跡地区・鳶巣地区 カワトチクトビスチク				北陽小学校 ホクヨウショウガッコウ		×																428		460		501		536		569		609		650		686		694		697		676		658		641		627		611		611		623		609		568		557		536		527		521		536		529		536		567		543		534		538		532		540		539		554		600		601		655		660		659

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ				14		11		339		196		189		175		164		152		159		178		175		192		198		206		216		207		205		200		197		196		189		180		174		153		157		156		158		152		146		134		127		115		106		109		111		119		125		127		128		114		105		108		99		98		101		103

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		乙立村 オッタチムラ				乙立小学校 オツタテショウガッコウ				8		6		187		114		107		103		100		97		95		98		100		102		103		101		103		97		97		96		95		92		85		75		72		61		55		47		47		46		39		41		40		41		41		42		42		41		40		40		41		40		39		40		39		36		30		34

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		稗原村 ヒエバラムラ				稗原小学校 ヒエハラショウガッコウ				15		13		364		207		202		192		183		169		157		160		151		162		168		181		194		201		222		238		232		226		222		214		186		178		171		171		165		158		156		142		138		122		117		119		124		121		108		100		89		93		87		76		73		73		72		78

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		神西村 ジンザイムラ				神西小学校 ジンニシショウガッコウ				16		14		443		324		251		250		257		258		256		265		280		291		299		303		303		299		306		284		273		276		274		260		252		253		259		244		237		227		217		221		221		256		257		268		272		279		271		259		255		233		233		220		223		202		189		198

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		川跡地区 カワトチク				川跡小学校 カワアトショウガッコウ		×		11		9		312		247		249		256		283

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		鳶巣地区 トビスチク				鳶巣小学校		×		8		6		194		135		133		126		121

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		平田町 ヒラタマチ				平田小学校 ヒラタショウガッコウ				29		25		1038		861		862		843		853		828		841		845		843		842		850		819		773		760		724		691		650		639		611		576		568		555		532		502		482		471		455		447		457		450		460		471		478		456		440		428		424		430		419		416		408		405		385		370

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		灘分村 ナダフンムラ				灘分小学校 ナダワケショウガッコウ				13		11		347		276		275		268		245		240		240		253		267		271		282		297		300		308		298		296		298		304		291		268		272		256		242		250		240		248		238		237		238		229		218		220		232		233		227		226		245		241		235		249		238		224		210		193

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		国富村 クニトムラ				国富小学校 コクフショウガッコウ				12		10		311		221		236		241		234		222		236		233		236		244		240		247		268		267		259		249		247		245		227		223		212		200		198		184		186		190		180		179		190		191		187		185		182		185		181		180		173		174		192		186		180		173		175		173

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		西田村 ニシタムラ				西田小学校 ニシダショウガッコウ				9		7		254		125		123		130		112		105		106		117		129		130		139		148		148		145		130		127		123		122		125		123		121		125		121		125		125		118		117		110		105		89		79		81		80		82		80		80		86		86		80		75		71		70		69		62

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校 ワニブチショウガッコウ				10		8		291		174		158		154		133		94		85		82		82		76		75		83		81		78		81		77		71		62		58		59		54		43		44		37		34		27		27		27		25		29		33		36		33		34		33		33		28		27		23		29		30		35		37		37

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校猪目分校 ワニブチショウガッコウイノシシメブンコウ				3		2		38		19		18		18		14		11		10		8		11		8		7		6		6		7		6		6		3		5		5		3		1		1		2		3		3		4		5		6		5		4		4		3		3		3		3		4		3		4		3		0		0		0		←統合？ トウゴウ

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		久多美村 クタミムラ				久多美小学校 クタミショウガッコウ				9		7		255		167		163		184		191		199		207		241		262		280		295		311		323		320		320		310		293		273		273		265		252		241		229		213		212		199		199		183		195		187		181		170		150		140		149		125		129		133		144		144		144		144		144		141

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		檜山村 ムラ				桧(檜)山小学校　 ヒノキヒノキヤマショウガッコウ				8		6		226		143		144		138		137		138		144		149		150		155		164		164		163		164		160		155		149		156		153		144		139		130		125		115		112		109		105		103		97		100		100		101		98		97		85		86		74		72		69		64		64		58		66		63

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		東村 ヒガシムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ				13		11		366		205		212		208		187		185		180		195		192		204		211		228		246		263		282		282		297		294		287		278		279		280		293		286		266		260		245		224		202		189		190		172		152		154		142		130		127		129		134		127		134		134		118		117

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				北浜小学校 キタハマショウガッコウ				8		6		229		168		171		184		181		179		177		171		167		145		143		139		126		126		107		104		97		67		101		98		97		87		88		79		75		71		72		76		74		72		67		59		61		61		59		63		57		53		46		44		34		31		27		22

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				塩津小学校 シオツショウガッコウ				8		6		100		71		64		64		58		56		54		54		52		56		58		54		49		47		45		37		32		35		29		25		24		21		19		17		18		22		19		18		17		14		14		14		13		11		10		11		11		9		11		14		15		16		13		13

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		佐香村 サカムラ				佐香小学校 サカショウガッコウ				14		12		391		263		257		253		239		231		230		235		230		242		237		235		229		204		199		187		181		179		183		175		161		156		153		147		144		149		151		154		147		145		138		124		110		102		85		79		67		62		54		51		45		44		41		38

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		伊野村 イノムラ				伊野小学校 イノショウガッコウ				10		8		241		129		134		144		133		144		147		159		157		170		185		179		170		165		161		147		140		139		149		147		139		134		128		122		102		95		101		105		108		109		111		98		86		77		72		74		79		83		85		75		66		61		57		48

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				窪田小学校				14		10		354		171		163		187		184		189		180		184		188		183		195		214		215		208		194		201		192		173		176		171		168		174		185		185		191		181		173		148		136		123		108		102		90		89		84		83		69		70		70		65		63		64		68		57

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東・西須佐村 ヒガシニシスサムラ				須佐小学校 サ																																274		280		277		270		261		237		213		208		207		194		204		204		209		194		179		175		157		160		144		136		137		116		110		107		106		110		103		109		97		88		80		77

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				橋波小学校 ハシナミショウガッコウ				9		6		113		38		38		―

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		西須佐村 ニシスサムラ				西須佐小学校 ニシスサショウガッコウ				12		10		335		163		147		145		133		131		127		134		127		124		131		129		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東須佐村 ヒガシスサムラ				東須佐小学校 ヒガシスサショウガッコウ				13		10		243		115		122		121		115		105		97		98		99		101		102		117		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田岐村 タチマタムラ				岐久小学校 キヒサショウガッコウ										219		209		129		211		212		226		239		246		255		270		272		258		268		252		266		261		260		266		258		226		248		232		225		221		210		203		201		189		183		178		163		153		149		142		134		133		143		132		128		130		138		129		121

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田儀村 タギムラ				田儀小学校 タギショウガッコウ				8		6		196		139		135		207		128		121		117		109		109		121		128		127		130		133		131		124		131		136		131		118		109		100		86		80		70		72		67		66		61		61		62		58		50		56		59		55		57		51		55		52		50		45		46		50

		出雲市 イズモシ		湖陵町 コリョウチョウ		江南村＋西浜村 コウナンムラニシハマムラ				湖陵小学校 コリョウショウガッコウ										453		439		452		431		423		441		464		479		483		499		507		526		522		526		507		489		476		458		432		412		393		364		364		339		335		343		336		320		320		326		318		292		303		307		307		301		310		315		298		306		305		296		286

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		大社町 タイシャマチ				大社小学校 タイシャショウガッコウ				29		23		889		789		797		801		800		796		783		810		787		799		804		778		748		727		702		655		628		572		545		491		481		459		434		413		404		383		373		371		350		325		318		322		303		295		306		306		298		285		279		288		262		259		258		271

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		荒木村 アラキムラ				荒木小学校 アラキショウガッコウ				15		13		478		416		421		451		448		464		493		535		557		560		569		586		578		548		534		500		481		471		463		462		428		429		414		407		395		386		390		394		385		370		388		378		363		363		356		346		321		320		322		336		347		373		398		400

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		遥堪村 ムラ				遥堪小学校 ハルタショウガッコウ				9		7		263		172		164		155		154		155		155		157		172		183		175		180		198		207		206		215		229		236		230		225		214		199		200		188		181		166		173		165		158		163		158		150		142		139		136		131		135		134		128		122		111		114		108		110

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		鵜鷺村 ムラ				鵜鷺小学校 ウサギショウガッコウ				8		6		142		54		51		53		45		39		43		44		37		29		30		29		23		23		26		26		23		18		18		10		7		6		3		3		2		2		1		2		3		2		2		4		6		7		7		9		10		8		9		7		5		5		5		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		日御碕村 ムラ				日御碕小学校 ヒノミサキショウガッコウ				9		6		134		149		149		154		143		138		140		141		141		134		128		119		113		108		97		98		99		97		93		94		86		76		67		67		63		59		64		67		75		68		67		63		52		48		39		35		33		28		27		19		17		15		13		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		荘原村 ショウバラムラ				莊原小学校 ソウハラショウガッコウ				23		19		718		578		562		599		613		643		663		670		671		675		674		682		671		653		649		606		599		571		552		554		547		545		519		511		511		501		486		472		477		490		483		470		486		497		505		491		461		463		447		410		395		393		398		380

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出西村＋伊波野村 デニシムライナミノムラ				西野小学校 ニシノショウガッコウ										528		518		498		518		496		517		560		571		593		621		645		663		682		679		672		654		622		603		578		566		579		594		613		623		628		648		636		635		632		628		617		624		618		644		651		668		686		690		685		658		653		663		653

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		直江村＋久木村 ナオエムラヒサギムラ				中部小学校 チュウブショウガッコウ										434		441		456		450		430		428		451		478		492		523		555		578		584		570		546		531		519		496		487		471		454		442		435		447		432		418		421		397		395		371		395		390		395		409		407		430		417		427		424		417		407		369		375

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出東村 デヒガシソン				出東小学校 デヒガシショウガッコウ				21		18		645		528		388		366		344		331		342		352		353		355		371		374		373		367		375		378		379		374		379		387		379		362		360		355		357		334		334		311		296		292		269		273		243		247		239		221		227		208		213		204		194		195		185		185

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		13930		14050		13830		13795		13768		14030		14566		14875		15279		15630		15857		15900		15788		15464		15009		14684		14228		13971		13535		13143		12864		12614		12407		12083		11847		11666		11371		11162		11040		10890		10715		10580		10500		10299		10294		10217		10206		10152		10145		9882		9822		9668		9564

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																3		出雲市 イズモシ		13930		14050		13830		13795		13768		14030		14566		14875		15279		15630		15857		15900		15788		15464		15009		14684		14228		13971		13535		13143		12864		12614		12407		12083		11847		11666		11371		11162		11040		10890		10715		10580		10500		10299		10294		10217		10206		10152		10145		9882		9822		9668		9564
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5大田市

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				益田小学校 マスダシエキショウガッコウ				25		21		806		654		676		689		687		685		701		711		712		705		708		689		650		626		621		597		549		506		484		490		510		513		510		510		489		501		466		462		430		428		405		412		414		418		414		414		432		407		393		374		362		362		355		358

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				高津小学校 タカツショウガッコウ				25		21		903		788		804		825		817		827		846		893		943		985		1023		1023		1032		1017		981		924		899		850		825		818		787		766		748		720		697		645		586		543		531		510		506		514		506		529		549		551		579		567		559		563		514		518		483		462

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ				35		30		1239		1153		1190		1222		1235		1297		1362		1417		1488		1523		1542		1545		1542		1037		992		955		939		913		902		865		856		830		799		780		744		731		701		663		659		627		612		598		579		566		560		544		550		540		539		546		549		546		566		572

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田南小学校 ヨシダミナミショウガッコウ																																		449		436		403		361		341		324		329		320		314		297		292		271		246		252		234		233		240		237		221		212		194		190		181		184		175		182		189		186		192		190		185

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ				13		11		328		198		184		190		202		196		223		232		250		259		282		299		340		389		432		438		462		492		492		495		467		447		431		400		392		364		358		343		321		323		298		285		277		257		247		268		280		277		259		263		251		257		235		234

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校 カマテショウガッコウ				16		12		447		270		269		259		237		232		231		237		238		238		238		238		234		231		227		231		219		225		216		213		201		193		192		172		166		167		142		140		133		126		115		99		100		85		77		73		67		67		65		65		71		80		79		81

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				真砂小学校 マスナショウガッコウ				8		6		124		51		46		43		37		29		30		29		37		34		37		42		46		50		43		48		42		38		34		28		31		28		30		28		20		21		14		13		15		9		11		16		16		12		16		18		19		17		18		18		16		18		16		15

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校 トヨカワショウガッコウ				8		6		124		89		83		93		87		87		85		90		90		89		94		89		81		78		67		58		49		39		41		48		51		52		58		71		75		75		70		77		81		72		66		76		73		73		66		71		68		68		69		66		59		47		45		41

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊田村 トヨタムラ				西益田小学校 ニシマスダショウガッコウ										434		434		447		456		436		434		446		467		490		496		528		561		565		550		552		549		524		501		474		461		438		417		385		351		344		305		294		271		257		255		252		255		239		239		249		227		205		205		194		186		184		196		221

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				桂平小学校 カツラヒラショウガッコウ				8		6		164		70		58		55		46		44		52		50		63		70		80		78		76		76		65		59		46		43		42		36		33		36		36		32		34		33		32		27		22		18		19		19		17		15		19		23		22		22		23		21		24		21		21		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		大野村 オオノムラ				戸田小学校 トダショウガッコウ				8		6		147		125		126		115		126		124		135		133		142		164		161		159		164		159		160		157		153		166		160		153		147		145		131		113		100		95		86		77		83		83		75		74		75		73		69		68		84		82		72		69		69		68		62		65

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校 ナカニシショウガッコウ				10		8		243		138		139		140		135		122		119		134		130		139		153		144		150		135		132		124		132		135		131		139		135		140		139		131		129		114		119		118		112		121		118		112		106		100		88		74		72		68		73		76		75		81		97		107

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校内田分校 ナカニシショウガッコウウチダブンコウ				5		4		81		48		45		41		40		48		50		53		58		51		50		49		50		51		49		56		51		56		58		54		47		36		41		34		38		45		40		42		42		41		40		36		35		29		27		21		21		22		22		25		20		17		12		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		美濃村 ミノムラ				美濃小学校 ミノショウガッコウ				8		6		127		60		51		44		43		38		40		44		56		58		55		56		58		63		52		51		46		43		40		35		35		34		30		26		28		24		22		19		20		19		17		19		15		16		16		16		17		16		16		17		15		14		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校中垣内分校 ナカニシショウガッコウナカカキウチブンコウ				1		1		12		9		7		7		5		7		11		8		14		16		8		7		5		7		7		3		7		7		3		3		5		5		4		4		3		2		3		5		3		3		←本校に統合 ホンコウトウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校高島分校 カマテショウガッコウタカシマブンコウ				1		1		9		5		4		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		種村 タネムラ				種小学校 タネショウガッコウ				8		6		148		61		57		50		46		46		39		30		31		23		21		22		23		28		27		26		29		27		23		28		27		30		32		36		44		36		34		33		28		26		21		22		21		22		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		北仙道村 キタセンドウムラ				北仙道小学校 キタセンドウショウガッコウ				8		6		146		91		90		71		71		70		68		66		69		68		67		70		75		81		70		70		64		61		52		49		53		48		46		43		41		41		39		34		29		28		28		26		25		21		23

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		小野村 オノムラ				飯浦小学校 イイウラショウガッコウ				8		6		137		45		43		42		40		43		41		39		38		39		40		38		40		40		38		42		44		42		41		40		34		30		26		24		24		17		17		19		20		22		25		25		27		23		21		19

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				馬谷小学校 ウマタニショウガッコウ				4		3		57		22		21		18		15		15		14		14		13		13		15		11		10		11		10		8		9		12		11		8		9		9		8		6		7		6		7		7		5		6		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				柏原小学校 カシバラショウガッコウ				8		6		111		45		45		44		29		23		21		15		13		12		12		14		11		9		9		10		9		7		12		12		11		10		9		9		8		7		6		5		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校岩倉分校 トヨカワショウガッコウイワクラブンコウ				2		1		15		8		7		5		9		8		8		8		7		6		2		2		1		1		←廃校？ ハイコウ

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		東仙道村 ヒガシセンドウムラ				東仙道小学校 ヒガシセンドウショウガッコウ				9		7		138		118		103		106		96		90		99		104		107		117		126		124		125		121		117		117		107		97		89		85		80		79		83		83		79		70		70		64		60		64		63		65		72		67		71		67		65		59		53		48		40		38		35		34

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		都茂村 ミヤコシゲムラ				都茂小学校 ツモショウガッコウ				12		9		300		168		164		143		124		120		121		123		127		136		142		150		149		150		141		130		135		124		118		113		118		116		108		100		88		90		70		67		59		52		55		55		58		51		50		55		61		50		51		44		47		44		42		44

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		二川村 ニカワムラ				二川小学校 ニカワショウガッコウ				7		6		114		55		54		53		51		47		47		41		35		32		37		32		27		27		25		22		27		27		26		22		28		31		27		23		22		23		20		16		17		24		22		24		21		22		22		20		20		16		10		8		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				匹見小学校 ヒキミショウガッコウ				13		11		331		184		179		169		159		162		151		163		154		141		134		119		109		89		83		77		77		75		72		80		73		78		79		84		87		79		77		75		67		69		66		66		61		54		52		52		50		46		45		35		35		28		25		24

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				道川小学校 ミチカワショウガッコウ										―		31		30		24		21		14		13		13		8		10		10		14		16		21		22		21		20		20		19		17		18		16		14		10		9		5		3		2		4		3		4		5		6		6		4		3		4		5		6		7		14		9		7

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				澄川小学校 スミカワショウガッコウ				7		6		105		41		32		30		25		24		17		20		19		20		15		15		15		13		16		16		20		19		17		19		17		18		17		19		16		19		15		15		17		11		7		8		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				三葛小学校 サンカツショウガッコウ				4		3		47		35		39		20		17		17		15		14		12		13		10		7		8		6		7		7		8		7		8		7		8		9		8		7		4		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				石谷小学校 イシタニショウガッコウ				6		4		69		18		16		13		13		12		12		11		8		8		8		7		7		5		3		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				下道川小学校 シモミチカワショウガッコウ				3		2		32		10		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				赤谷小学校 アカヤショウガッコウ				3		2		37		9		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				元組小学校 モトグミショウガッコウ				5		4		57		19		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				内石分校 ウチイシブンコウ										11		11		8		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ				4		3		39		14		13		14		12

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		5046		5021		4986		4887		4870		4986		5138		5334		5457		5566		5567		5603		5530		5381		5206		5057		4896		4742		4662		4561		4453		4322		4146		3967		3807		3559		3395		3265		3188		3069		3028		2975		2877		2840		2788		2821		2708		2659		2627		2531		2529		2468		2468

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																4		益田市 マスダシ		5046		5021		4986		4887		4870		4986		5138		5334		5457		5566		5567		5603		5530		5381		5206		5057		4896		4742		4662		4561		4453		4322		4146		3967		3807		3559		3395		3265		3188		3069		3028		2975		2877		2840		2788		2821		2708		2659		2627		2531		2529		2468		2468





5大田市

		





6安来市

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大田町 オオダマチ				大田小学校 オオダショウガッコウ				26		23		900		884		914		909		905		898		889		905		925		982		985		970		959		965		956		889		844		806		764		770		749		751		724		701		705		660		630		592		619		599		581		585		564		566		555		561		522		530		529		522		507		514		524		520

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		長久村 ナガヒサムラ				長久小学校 チョウキュウショウガッコウ				11		9		284		172		162		168		163		167		184		189		208		221		240		252		244		243		238		242		246		242		253		254		242		230		237		221		207		188		180		175		155		150		141		143		145		146		137		144		169		179		179		182		183		177		168		159

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		五十猛村 イソタケムラ				五十猛小学校 イソタケショウガッコウ						12		374		200		178		170		152		144		153		160		161		169		158		159		150		148		142		143		165		166		174		179		179		182		164		154		147		136		139		133		128		118		111		107		94		85		72		67		57		56		51		46		43		43		45		43

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		静間村 シズマムラ				静間小学校 シズマショウガッコウ				9		7		268		181		182		173		162		158		158		171		160		177		176		172		177		172		177		162		164		169		163		154		152		147		144		138		127		128		118		117		104		99		96		90		86		83		77		73		68		61		63		56		50		56		58		63

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		鳥井村 トリイムラ				鳥井小学校 トリイショウガッコウ				8		6		174		206		102		89		94		91		90		88		92		91		101		99		104		112		105		112		104		102		105		106		117		112		121		126		122		111		105		95		86		83		88		83		81		83		77		70		67		65		61		61		53		55		51		52

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久手町 クテマチ				久手小学校 クテショウガッコウ				20		16		813		416		412		406		414		414		434		461		468		480		491		495		498		495		490		481		481		466		456		454		446		431		439		436		417		415		391		376		339		326		308		278		273		258		240		220		220		225		225		223		220		223		210		209

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村＋波根東村 アサヤマムラハネヒガシムラ				朝波小学校 アサナミショウガッコウ																																																新設？→ シンセツ		158		140		130		123		120		124		124		111		107		102		93		88		91		95		96		89		99		100		99		101		118		118		109

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				北三瓶小学校 キタサンベショウガッコウ				8		6		169		72		66		66		75		75		75		70		69		69		59		57		57		51		58		61		59		56		55		50		39		35		32		32		30		33		32		29		25		25		27		26		35		30		32		32		30		30		27		29		26		24		20		15

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				志学小学校 シガクショウガッコウ				8		6		178		100		94		88		87		91		90		96		104		102		95		95		97		100		88		85		77		67		61		52		50		47		52		53		54		54		53		46		41		36		32		26		25		31		26		32		31		31		26		20		22		21		22		21

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				池田小学校 イケダショウガッコウ				8		6		189		123		124		122		107		109		107		110		107		92		94		90		102		96		91		100		100		96		89		89		100		95		94		86		84		81		67		70		67		65		55		51		44		34		28		28		25		30		32		31		34		31		28		22

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		川合村 カワイムラ				川合小学校 カワイショウガッコウ				12		10		324		197		206		213		224		225		228		236		223		229		227		231		232		233		219		200		199		197		187		180		174		161		147		148		158		152		133		136		132		124		112		103		105		101		94		95		92		86		78		72		71		75		74		75

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村＋大屋村 クリムラオオヤムラ				久屋小学校 ヒサヤショウガッコウ																																														新設？→ シンセツ		132		122		113		107		113		111		97		93		78		72		57		54		51		54		61		60		60		61		62		62		68		70		65		57

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大森町 オオモリチョウ				大森小学校 オオモリショウガッコウ				7		6		90		60		45		43		34		26		27		23		27		22		27		35		42		44		45		45		43		40		38		36		35		39		37		35		31		34		32		28		31		25		23		16		20		15		12		13		10		12		12		17		21		20		19		19

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村＋祖式村（＋大代村） ミナカミムラソジキムラオオシロムラ				高山小学校 タカヤマショウガッコウ																																										84		84		83		82		89		88		88		83		76		77		66		65		53		47		44		38		42		34		40		45		45		41		34		39		41		40		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大家村＋八代村 オオヤムラヤシロムラ				大代小学校 オオシロショウガッコウ				8		6		208		93		91		83		83		79		71		67		61		56		49		53		51		40		42		44		48		47		46		43		39		36		29		28		27		25		26		24		26		23		21		25		23		24		18		15		13		13		9		6		←統合 トウゴウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				大田小学校野城分校 オオダショウガッコウノジロブンコウ				1		1		13		7		3		2		2		2		1		1		4		7		3		6		8		6		5		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		5		3		2		2		0		2		2		0		休校 キュウコウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		富山村 トミヤマムラ				富山小学校 トミヤマショウガッコウ				8		6		164		111		108		92		97		88		83		80		74		68		58		58		52		49		50		54		52		45		52		50		46		43		45		50		44		48		45		28		48		51		47		40		37		33		31		25		27		26		26		22		20

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		波根東村 ハネヒガシムラ				波根小学校 ハネショウガッコウ				11		9		279		197		182		172		167		163		160		164		166		171		174		176		175		163		165		169		162		159		152		145		128

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ				8		6		141		54		50		47		48		60		62		64		66		72		64		58		55		55		55		57		59		55		52		58		55

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村 ミズカミムラ				水上小学校 ミズウエショウガッコウ				8		6		153		100		89		83		82		79		76		84		82		74		76		73		69		60		63		56		53

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		祖式村 ソジキムラ				祖式小学校 ソシキショウガッコウ				8		6		141		73		69		75		61		56		55		54		48		40		40		41		41		42		35		37		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村 クリムラ				久利小学校 ヒサリショウガッコウ				9		7		261		184		142		141		124		115		104		115		108		108		107		114		117		109		121		116		128		120		121		114

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大屋村 オオヤムラ				大屋小学校 オオヤショウガッコウ				8		6		123		70		63		56		52		48		45		42		38		40		34		38		42		37		42		41		42		35		33		31

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		山口村 ヤマグチムラ				北三瓶小学校佐津目分校 キタサンベショウガッコウサツメブンコウ				1		1		10		6		4		3		3		2		1		2		3		3		2		1		2		3		3		3		1		0		1		2		1		1		1		2

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		温泉津町 ユノツマチ				温泉津小学校 ユノツショウガッコウ				12		10		323		187		188		146		148		132		137		138		132		123		118		122		114		107		106		106		103		95		106		114		108		102		99		98		82		86		87		91		92		95		96		90		86		76		64		61		57		55		53		103		102		103		97		86

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		福光村＋福浦村 フクミツムラフクウラムラ				福波小学校 フクナミショウガッコウ										132		133		122		117		106		101		97		83		85		79		76		80		77		67		58		54		49		48		50		51		56		61		68		71		74		76		74		61		55		43		34		21		21		21		17		18		19		25

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		井田村 イダムラ				井田小学校 イダショウガッコウ				10		8		271		125		125		99		91		95		102		94		99		91		91		89		77		70		59		56		50		46		54		58		56		54		53		49		44		46		47		45		41		38		37		35		27		27		25		21		22		19		21

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		湯里村 ユサトムラ				湯里小学校 ユサトショウガッコウ				9		7		202		109		110		87		85		73		62		67		65		70		64		68		67		57		52		51		50		46		45		51		52		52		45		49		48		39		33		28		33		29		31		32		35		32		27		29		23		19		15

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		仁万町 ニンマンマチ				仁万（摩）小学校 ニママショウガッコウ				14		12		453		300		293		279		274		268		479		477		475		476		465		467		449		431		415		382		380		366		369		385		374		355		335		313		300		281		272		262		246		242		245		230		224		234		228		212		196		206		198		202		200		199		194		174

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		馬路村 マジムラ				馬路小学校 マジショウガッコウ				8		6		217		105		99		84		79		70

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		大国村 オオグニムラ				大国小学校 オオクニショウガッコウ				8		6		153		61		54		55		53		51

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		宅野村 タクノムラ				宅野小学校 タクノショウガッコウ				8		6		183		100		99		105		99		93

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		4625		4387		4178		4082		3978		3974		4055		4048		4118		4077		4095		4061		3965		3889		3752		3704		3554		3509		3509		3408		3299		3201		3113		3018		2900		2765		2634		2533		2418		2302		2187		2102		2068		1956		1911		1841		1867		1833		1787		1760		1770		1733		1662

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																5		大田市 オオダシ		4625		4387		4178		4082		3978		3974		4055		4048		4118		4077		4095		4061		3965		3889		3752		3704		3554		3509		3509		3408		3299		3201		3113		3018		2900		2765		2634		2533		2418		2302		2187		2102		2068		1956		1911		1841		1867		1833		1787		1760		1770		1733		1662





6安来市

		





7江津市

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				十神小学校 ジュウカミショウガッコウ																				809		806		801		815		783		776		756		704		661		621		608		569		539		506		481		473		438		435		425		408		414		397		396		402		414		415		399		386		377		382		366		371		376		364		370		349		351		347

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				社日小学校 シャニチショウガッコウ																				566		637		669		687		674		633		623		586		542		488		452		429		414		386		376		385		391		384		366		370		333		319		309		316		308		305		301		291		285		281		279		263		270		264		259		266		263		264

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		島田村 シマタムラ				島田小学校 シマダショウガッコウ				8		7		221		141		141		136		138		141		145		152		166		175		165		171		175		182		174		172		181		190		190		174		179		177		183		162		166		174		165		165		158		186		174		176		187		185		188		187		195		208		208		211		208		191		183		154

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		宇賀莊村 ムラ				宇賀莊小学校 ウガソウショウガッコウ				10		7		230		114		112		104		105		104		108		115		112		112		119		128		126		129		128		140		129		126		126		121		121		114		115		105		104		100		95		99		92		99		96		87		86		71		70		68		59		56		54		54		50		44		42		39

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		大塚村 オオツカムラ				南小学校 ミナミショウガッコウ										210		197		206		199		210		221		222		229		238		245		238		237		235		232		225		217		209		209		200		195		182		174		164		154		155		147		147		138		144		137		127		115		108		108		105		107		108		105		99		98		92		88		88

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		能義村 ノギムラ				能義小学校 ノウギショウガッコウ				9		7		221		158		147		150		148		152		158		168		186		182		185		180		184		178		170		163		153		146		142		131		126		117		120		118		112		104		98		101		87		80		80		90		87		97		96		100		98		95		85		80		81		78		70		66

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		飯梨村 イイナシムラ				飯梨小学校 イイナシショウガッコウ				9		7		220		150		147		155		157		148		155		154		162		168		177		183		181		186		178		172		172		167		172		160		159		154		140		145		138		127		123		121		121		101		101		99		94		86		72		72		63		57		48		51		53		57		57		58

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		荒島村 アラシマムラ				荒島小学校 アラシマショウガッコウ				11		9		321		301		325		348		367		392		425		469		496		502		517		521		504		507		472		454		426		397		376		347		321		291		272		248		220		207		213		214		215		224		220		219		208		215		215		234		243		239		250		240		239		223		207		204

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		赤江村 アカエムラ				赤江小学校 アカエショウガッコウ				15		13		379		315		334		339		349		373		376		395		414		448		469		476		470		483		468		441		418		410		400		371		351		344		320		304		285		269		264		239		232		227		238		238		238		243		254		256		265		268		283		289		295		279		262		270

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				安来小学校 ヤスギショウガッコウ				31		26		1151		1213		1243		1268		1296		1337		―

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		広瀬町 ヒロセチョウ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ				16		13		526		468		470		472		493		490		483		485		487		504		505		515		515		515		500		500		484		468		459		449		419		389		366		340		309		287		296		292		278		275		283		298		295		282		284		273		269		255		253		258		246		261		256		248

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				比田小学校 ヒタショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		57		60		57		50		43		33		30		31		32		30		37		40

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				山佐小学校 ヤマサショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		45		43		38		34		32		28		27		24		25		17		19		17

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				布部小学校 フベショウガッコウ										106		100		94		83		79		75		78		78		71		64		73		67		76		81		83		81		80		84		74		65		65		70		76		76		78		78		74		67		61		57		59		68		64		63		52		50		47		38		33		31		32		35		29

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				西比田小学校　 ニシヒタショウガッコウ				9		7		236		103		97		90		85		89		87		98		93		104		99		105		103		104		106		98		102		104		104		106		96		98		90		74		70		64		61		56		50		50		47		51		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				上山佐小学校 カミサショウガッコウ				8		6		132		68		63		56		54		41		44		42		36		45		47		48		47		47		49		39		36		34		35		32		35		38		37		45		46		46		51		50		47		42		36		38		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				奥田原小学校 オクタハラショウガッコウ				5		4		70		46		36		35		28		30		29		30		29		29		34		36		36		35		33		32		29		26		29		26		25		35		26		22		18		15		15		13		12		15		14		15		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				西谷小学校 ニシタニショウガッコウ				6		5		86		40		33		34		29		26		29		30		28		23		25		29		27		28		26		31		27		26		25		22		23		16		20		17		19		19		19		22		23		22		18		16		←布部小に統合 フベショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				宇波小学校 ウナミショウガッコウ										33		33		31		28		36		34		39		35		36		37		32		35		31		32		30		26		27		25		25		25		24		27		27		24		24		20		18		17		14		13		8		←広瀬小に統合 ヒロセショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				東比田小学校 ヒタショウガッコウ								117		65		64		49		45		48		45		46		47		54		56		59		55		57		53		51		51		51		51		48		49		52		53		47		46		43		38		27		21		20		19		15		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ				8		6		161		85		83		80		85		88		94		109		112		110		110		108		105		106		112		113		119		123		121		125		121		121		116		117		110		102		95		90		94		85		94		96		95		106		106		105		102		93		98		93		101		104		106		108

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		母里村 ハハサトムラ				母里小学校 ハハサトショウガッコウ				8		6		188		132		124		119		123		125		138		142		162		162		163		178		177		188		185		183		185		193		208		200		198		194		189		165		150		136		129		118		105		108		106		110		107		106		97		94		85		82		74		66		65		69		70		78

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		井尻村 イジリムラ				井尻小学校 イジリショウガッコウ										147		129		135		124		126		118		103		99		102		103		101		99		103		101		90		90		85		88		94		96		98		94		94		84		75		70		66		67		59		54		58		50		54		45		47		51		46		43		39		42		37		34		27

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		赤屋村 アカヤムラ				赤屋小学校 アカヤショウガッコウ										115		93		87		84		84		89		105		108		108		97		103		99		93		93		91		96		99		91		85		85		82		83		73		68		61		52		47		41		41		41		44		49		46		40		40		33		29		30		32		31		28		26		33

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		4010		3971		3988		4020		4119		4228		4425		4549		4675		4674		4693		4621		4573		4396		4217		4082		3959		3888		3682		3546		3449		3324		3162		2990		2864		2776		2675		2570		2571		2550		2564		2481		2443		2395		2380		2340		2278		2272		2228		2226		2157		2106		2070

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																6		安来市 ヤスギシ		4010		3971		3988		4020		4119		4228		4425		4549		4675		4674		4693		4621		4573		4396		4217		4082		3959		3888		3682		3546		3449		3324		3162		2990		2864		2776		2675		2570		2571		2550		2564		2481		2443		2395		2380		2340		2278		2272		2228		2226		2157		2106		2070





7江津市

		





8雲南市

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				郷田小学校 サトタショウガッコウ				19		16		597		488		476		460		440		425		422		411		375		359		368		377		343		314		320		311		270		247		226		217		189		187		187		163		166		172		164		158		140		133		130		110		113		98		89		94		84		90		85		99		106		112		123		116

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				渡津小学校 ワタツショウガッコウ				13		11		309		256		260		267		269		264		280		273		279		270		266		268		246		234		221		213		187		172		171		160		147		132		137		146		141		135		121		117		112		98		97		106		111		124		128		140		140		140		134		128		118		116		109		102

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村・浅利村・黒松村・波積村 ツチムラアサリムラクロマツムラハヅミムラ				江津東小学校 ゴウツヒガシショウガッコウ																								308		310		325		330		335		355		336		315		313		286		287		265		243		244		234		240		218		216		221		211		195		184		183		174		179		163		153		146		135		137		127		130		132		135		131		119

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		跡市村 アトイチムラ				跡市小学校 アトイチショウガッコウ				13		8（2）		282（39）		119		107		98		99		87		88		82		74		65		67		67		69		68		77		85		82		78		72		72		56		51		51		44		44		39		42		40		42		37		37		36		30		28		24		24		22		19		18		17		13		12		5		5

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		川波村 カワナミムラ				川波小学校 カワナミショウガッコウ										239		234		236		245		243		247		241		256		275		289		278		293		298		275		255		233		232		223		202		205		193		187		183		156		163		153		150		144		134		131		123		120		119		113		112		109		103		101		111		101		101		90		78

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都野津町＋二宮村 ツノヅマチニノミヤムラ				津宮小学校 ツミヤショウガッコウ				17		15		544		441		441		450		476		482		496		529		552		544		553		537		548		543		530		495		475		473		458		432		438		446		460		459		462		453		443		438		436		438		410		402		389		397		386		385		384		398		405		398		398		377		374		347

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				高角小学校 タカカドショウガッコウ										359		351		380		380		383		387		401		426		438		453		472		479		477		455		450		462		437		451		442		447		450		442		417		380		376		366		342		304		290		282		274		263		258		257		265		269		251		242		226		227		226		227		237

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		松川村＋川平村 マツカワムラカワヒラムラ				松平小学校 マツヒラショウガッコウ										147		138		131		118		110		107		97		104		119		135		144		142		140		134		119		102		101		96		94		90		96		90		73		70		61		52		46		37		38		33		27		26		23		20		21		19		20		18

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		有福村 アリフクムラ				有福温泉小学校 アリフクオンセンショウガッコウ				7		6		110		67		58		61		57		52		57		60		66		62		61		61		61		56		48		49		48		47		44		43		40		37		35		38		37		41		40		40		41		36		33		34		27		20		16		13		15		14		16

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		浅利村 アサリムラ				浅利小学校 アサリショウガッコウ				8		6		135		98		89		82		84		82		79		70

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		黒松村 クロマツムラ				黒松小学校 クロマツショウガッコウ				8		6		108		61		67		65		59		56		54		52

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		波積村 ナミツムラ				波積小学校 ナミツミショウガッコウ				8		6		178		99		97		99		93		86		76		73

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村 ツチムラ				都治小学校 ミヤコオサショウガッコウ				10		8		271		116		105		95		88		91		102		111

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		長谷村 ナガタニムラ				跡市小学校清見分校 アトシショウガッコウキヨミブンコウ								―		4		4		4		―

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		　※全村 ゼンソン				桜江小学校 サクラエショウガッコウ																																																																統合新設→ トウゴウシンセツ		183		178		183		181		183		160		153		154		145		149		131		121		111		114		106

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		長谷村 ナガタニムラ				長谷小学校 ハセショウガッコウ				8		7		127		55		50		43		45		38		38		36		26		22		17		15		12		7		9		3		8		12		14		17		17		21		26		25		24		26		27		22		22		22		21		17		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		市山村 シヤマムラ				市山小学校 イチヤマショウガッコウ				8		6		203		103		99		91		92		90		80		78		83		82		78		77		77		80		75		79		70		69		63		61		60		69		65		64		65		64		63		55		55		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川戸村 カワドムラ				川戸小学校 カワトショウガッコウ				8		6		154		83		81		80		82		90		90		99		92		89		89		82		72		63		66		63		67		67		70		65		68		66		62		56		50		48		47		42		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		谷住郷村 タニスサトムラ				谷住郷小学校 タニスミサトショウガッコウ				8		6		168		73		71		72		74		71		64		68		63		58		49		52		52		52		56		52		59		57		61		57		55		54		51		46		40		36		42		41		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川越村 カワゴエムラ				川越小学校 カワゴエショウガッコウ				10		8		253		107		104		97		93		95		86		80		84		78		72		70		74		69		65		64		65		55		59		53		60		60		51		51		44		47		43		38		42		←統合 トウゴウ

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		2915		2832		2811		2794		2745		2753		2761		2788		2771		2822		2830		2803		2756		2667		2553		2441		2333		2295		2180		2115		2106		2078		2005		1897		1877		1824		1740		1654		1593		1535		1486		1439		1413		1346		1353		1331		1317		1295		1240		1216		1190		1173		1110

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																7		江津市 ゴウツシ		2915		2832		2811		2794		2745		2753		2761		2788		2771		2822		2830		2803		2756		2667		2553		2441		2333		2295		2180		2115		2106		2078		2005		1897		1877		1824		1740		1654		1593		1535		1486		1439		1413		1346		1353		1331		1317		1295		1240		1216		1190		1173		1110





8雲南市

		





9奥出雲町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		大東町 ダイトウチョウ				大東小学校 ダイトウショウガッコウ				19		16		610		510		500		519		527		512		516		547		543		526		510		500		492		474		436		416		407		384		366		338		320		316		303		300		283		285		276		284		285		290		294		304		306		285		274		272		257		242		242		244		245		238		241		246

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村＋幡屋村 ムラハタヤムラ				西小学校 ニシショウガッコウ																										334		333		342		353		363		363		370		364		364		359		338		331		332		304		287		259		243		226		207		204		200		197		196		202		190		179		169		172		170		165		169		163		174		173		162

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		佐屋村 サヤムラ				佐世小学校 サセショウガッコウ				11		9		316		160		164		167		171		179		182		197		192		200		206		202		210		197		190		194		183		182		172		176		164		151		145		135		136		133		125		120		110		108		94		85		81		78		84		73		81		85		91		90		90		89		88		86

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				阿用小学校 アヨウショウガッコウ				8		6		221		113		111		108		95		97		100		112		124		129		138		139		147		141		132		127		118		113		111		119		114		121		121		115		116		108		109		101		97		95		84		70		57		62		57		58		61		62		60		58		60		58		54		53

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				海潮小学校 ウミシオショウガッコウ				14		12		392		211		196		202		203		203		197		204		217		202		208		199		202		192		185		197		212		217		202		207		201		182		162		146		141		127		114		106		96		100		88		94		90		104		109		108		120		109		103		99		87		81		78		77

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				久野小学校 ヒサノショウガッコウ				9		7		235		115		102		86		77		67		67		70		68		72		76		69		71		68		66		68		72		87		83		84		86		80		70		64		62		55		58		56		58		53		54		51		44		37		33		30		26		24		25		23		16		15		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				塩田小学校				7		6		101		15		14		15		11		12		17		18		21		25		32		37		36		39		32		30		23		20		17		16		13		13		13		14		15		15		16		12		13		8		7		8		11		13		8		10		12		10		9

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村 ムラ				春殖小学校 ハルショクショウガッコウ				11		9		272		142		138		137		137		136		142		146		168		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		幡屋村 ムラ				幡屋小学校 ハタヤショウガッコウ				12		10		295		188		173		175		170		168		168		164		164		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		加茂町 カモチョウ		加茂町 カモマチ				加茂小学校 カモショウガッコウ				27		23		935		520		521		537		566		548		569		604		610		619		627		671		657		645		643		617		606		576		553		532		525		505		473		441		428		410		388		371		378		388		369		362		354		368		376		367		370		369		379		369		363		356		330		326

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		木次町 キスキマチ				木次小学校				21		17		606		552		520		514		510		485		465		482		486		481		455		460		461		436		369		339		329		336		319		305		289		283		263		251		223		210		214		192		213		209		211		219		216		208		207		203		194		192		186		174		170		170		177		181

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		斐伊村 アヤルイムラ				斐伊小学校 ヒイショウガッコウ				8		6		150		133		125		126		130		130		130		145		159		148		161		165		155		161		165		162		164		156		161		168		183		187		189		185		181		175		169		159		155		147		144		129		130		133		137		140		137		152		140		125		127		133		140		126

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				寺領小学校 ジリョウショウガッコウ				11		9		311		151		141		129		131		120		121		126		137		149		142		163		165		174		192		189		202		188		188		175		148		141		136		131		122		121		112		115		111		105		111		90		86		75		72		73		69		66		63		67		68		66		61		62

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				西日登小学校 ニシヒノボリショウガッコウ				9		7		245		152		145		129		114		101		90		78		72		74		81		84		94		102		123		121		110		102		101		103		106		112		115		123		127		125		118		113		109		93		86		81		78		71		72		70		73		63		59		57		53		49		46		43

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		温泉村 オンセンムラ				温泉小学校 オンセンショウガッコウ				8		6		186		29		110		103		101		90		84		86		81		78		81		86		85		77		80		73		69		62		66		61		56		50		50		53		48		51		43		45		40		34		27		20		21		21		20		23		22		24		19		15		12		11		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		三刀屋町 ミトヤマチ				三刀屋小学校 ミトヤショウガッコウ				17		15		556		432		425		413		417		419		434		435		437		465		462		460		460		458		470		459		449		441		443		442		416		397		387		366		343		322		314		292		292		284		287		280		283		306		286		280		302		289		290		278		281		300		278		268

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		飯石村 イイシムラ				飯石小学校 メシイシショウガッコウ				8		6		196		98		91		89		96		93		91		94		92		101		103		106		106		114		122		118		109		102		102		92		81		74		76		69		64		56		51		48		48		49		45		50		48		50		42		40		37		34		34		27		27		28		27		23

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校 ナベヤマショウガッコウ										176		160		148		128		119		114		107		111		110		122		133		137		141		152		154		142		164		164		150		135		130		123		121		107		109		107		91		91		96		103		97		100		109		103		94		86		82		69		69		58		54		53		56

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		中野村 ナカノムラ				中野小学校 ナカノショウガッコウ				8		6		204		91		82		73		71		64		66		75		76		88		84		85		85		85		78		75		81		79		82		83		79		77		73		63		54		37		33		29		29		26		23		27		30		27		25		23		22		20		16		15		16

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校根波分校 ナベヤマショウガッコウミネナミブンコウ				5		4		64		37		35		36		38		34		36		35		36		37		43		44		43		45		40		35		36

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ				9		7		271		190		170		162		145		137		126		122		130		124		132		132		126		120		110		113		102		114		114		118		124		132		135		121		121		115		101		85		81		77		73		65		60		55		52		47		40		38		32		26		32		27		31		30

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		田井村 タイムラ				田井小学校 タイショウガッコウ				8		6		158		86		78		75		77		71		72		73		72		74		72		71		70		76		68		76		73		72		68		65		69		56		49		53		56		50		46		59		66		59		55		57		59		45		38		36		38		35		29		31		34		32		26		26

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校民谷分校 ヨシダショウガッコウミンタニブンコウ				4		3		56		35		38		33		31		27		25		25		20		18		18		21		20		19		22		26		26		25		23		22		21		22		23		22		23		22		21		17		15		15		14		12		14		13		13		10		10		8		5		5		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		掛合村 カケヤムラ				掛合小学校 カケアイショウガッコウ				14		11		353		199		196		184		177		157		157		159		151		154		144		151		153		150		152		154		152		145		146		145		141		144		158		152		146		140		135		135		120		115		112		109		98		95		94		92		172		170		171		160		149		147		146		158

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		多根村 タネムラ				多根小学校 タネショウガッコウ				8		6		149		82		77		62		61		55		56		61		57		65		63		57		52		44		47		39		44		47		48		50		57		58		58		52		52		54		48		42		32		30		26		23		19		19		23		25		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		松笠村 マツカサムラ				松笠小学校 マツカサショウガッコウ				8		6		128		55		48		41		37		36		34		33		41		51		56		62		70		70		67		59		56		51		47		41		34		31		23		19		15		16		18		17		24		25		26		22		22		24		21		19		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ムラ				波多小学校 ハタショウガッコウ				8		6		203		93		77		59		55		51		47		44		45		51		49		42		35		38		41		37		45		46		49		47		42		41		35		36		34		37		34		35		33		30		26		20		19		18		17		16		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ハタムラ				入間小学校 イルマショウガッコウ				8		6		142		71		63		62		59		43		34		30		31		28		25		25		27		32		30		27		26		28		24		24		25		25		28		26		22		22		21		21		15		14		13		14		13		14		15		14		←統合 トウゴウ

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		4636		4500		4384		4335		4154		4140		4272		4341		4403		4423		4506		4512		4461		4375		4275		4200		4101		4008		3901		3760		3660		3512		3345		3178		3038		2897		2752		2715		2650		2569		2485		2441		2420		2357		2292		2301		2244		2187		2101		2051		2028		1949		1923

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																8		雲南市 ウンナンシ		4636		4500		4384		4335		4154		4140		4272		4341		4403		4423		4506		4512		4461		4375		4275		4200		4101		4008		3901		3760		3660		3512		3345		3178		3038		2897		2752		2715		2650		2569		2485		2441		2420		2357		2292		2301		2244		2187		2101		2051		2028		1949		1923





9奥出雲町

		





10飯南町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		布施村 フセムラ				布勢小学校 フセショウガッコウ				13		11		348		193		194		190		180		178		168		170		167		160		158		154		153		140		141		132		132		122		119		129		122		129		119		116		107		94		95		86		89		83		92		88		88		85		86		83		74		67		65		57		50		51		52		53

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				三成小学校 ミツナリショウガッコウ				15		13		408		265		287		270		271		260		277		301		281		290		268		267		244		208		197		176		170		162		169		162		174		166		171		182		178		183		177		175		163		151		141		139		146		151		147		144		136		131		112		106		108		100		89		90

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				高尾小学校 タカオショウガッコウ				4		3		51		37		34		33		32		29		26		25		29		29		26		31		33		33		29		27		31		26		22		21		20		20		18		17		19		18		19		18		19		21		18		17		17		17		17		14		16		16		14		13		12		11		11		10

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				亀嵩小学校 カメカサショウガッコウ										95		105		101		110		99		102		109		101		111		110		116		115		118		120		120		119		103		98		85		80		75		72		71		62		63		64		57		56		60		61		56		55		53		49		50		43		40		39		42		40		36		39		38

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				高田小学校 タカダショウガッコウ										41		35		32		33		29		30		25		29		27		29		35		40		47		48		54		54		54		53		53		55		51		51		53		50		44		36		35		31		27		28		25		25		21		23		20		16		17		17		18		18		13		11		9		←統合 トウゴウ

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		阿井村 アイムラ				阿井小学校 アイショウガッコウ										215		199		181		170		179		174		179		198		210		213		207		217		216		203		191		174		169		152		160		150		154		153		158		156		161		161		153		159		145		141		120		124		116		100		98		93		86		75		65		71		59		59		65

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三沢村 ミサワムラ				三沢小学校 ミサワショウガッコウ				8		6		186		95		80		88		90		87		85		86		97		88		85		89		89		81		72		67		62		53		50		52		52		53		50		56		56		55		52		50		47		47		47		42		36		37		32		32		31		33		35		34		31		32		28		24

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		鳥上村 トリウエムラ				鳥上小学校 トリウエショウガッコウ				10		8		262		116		110		104		101		105		100		97		93		92		96		92		99		104		100		103		101		106		100		105		108		106		103		99		99		89		93		88		87		87		83		84		65		58		50		39		35		29		29		29		36		46		44		44

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		横田町 ヨコタマチ				横田小学校 ヨコタショウガッコウ				17		14		553		322		313		309		319		300		311		321		331		346		337		332		334		341		322		308		317		313		283		270		270		275		251		262		254		239		228		210		202		189		185		178		173		177		169		180		181		170		155		144		137		129		121		121

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		八川村 ヤカワムラ				八川小学校 ヤカワショウガッコウ				13		11		341		184		166		153		167		151		154		149		150		142		132		128		133		137		144		141		152		157		156		150		137		135		131		134		120		112		116		104		96		87		91		94		90		89		86		95		81		72		65		61		57		46		42		46

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		馬木村 ウマキムラ				馬木小学校 ウマキショウガッコウ										181		181		184		174		157		159		160		153		153		149		150		152		150		156		156		145		157		152		154		144		127		124		117		107		107		101		98		94		94		91		84		85		87		86		82		86		81		82		78		72		68		63		62

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		1744		1704		1645		1647		1574		1586		1622		1629		1648		1603		1601		1609		1575		1532		1475		1457		1422		1354		1341		1312		1291		1243		1265		1208		1165		1142		1074		1043		991		978		927		904		891		845		837		792		742		688		647		632		591		559		562

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																9		奥出雲町 オクイズモチョウ		1744		1704		1645		1647		1574		1586		1622		1629		1648		1603		1601		1609		1575		1532		1475		1457		1422		1354		1341		1312		1291		1243		1265		1208		1165		1142		1074		1043		991		978		927		904		891		845		837		792		742		688		647		632		591		559		562





10飯南町

		





11川本町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校 トンバラショウガッコウ				15		13		425		169		180		159		159		137		141		160		145		158		154		156		174		165		168		159		155		156		148		159		153		153		153		151		153		150		150		149		154		142		131		120		107		96		87		83		78		73		74		80		76		81		72		73

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校 シショウガッコウ				8		6		212		102		91		96		61		50		54		53		48		51		60		61		52		51		45		39		34		37		32		24		23		25		23		21		21		21		15		20		35		41		35		33		34		31		27		19		19		21		19		17		19		20		17		18

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校都加賀分校 トカガブンコウ				2		2		40		8		―

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校角井分校 カクイブンコウ				58		4		67		25		21		21		16		13		11		14		13		17		19		20		17		19		24		26		29		32		36		34		31		27		23		20		20		21		19		16		←本校へ統合 ホンコウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		赤名町 アカナマチ				赤名小学校 アカナショウガッコウ				12		10		320		163		164		151		146		131		130		143		145		150		161		164		162		149		150		152		132		123		122		115		103		106		108		104		94		88		87		79		82		80		75		77		79		82		77		79		80		79		73		73		64		56		56		64

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				来島小学校 ライシマショウガッコウ				10		8		247		128		121		107		110		105		96		94		103		106		124		129		134		139		134		133		121		118		110		108		105		99		102		100		108		102		98		94		87		82		70		59		51		79		71		73		77		77		78		79		80		72		65		66

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				小田小学校 オダショウガッコウ				8		6		126		64		59		59		58		53		52		54		51		46		50		53		45		42		38		39		39		46		44		45		44		49		39		34		32		27		28		20		25		23		23		25		25		←来島小に統合 キジマショウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		谷村 タニムラ				谷小学校 タニショウガッコウ				6		5		88		56		44		39		31		28		28		31		36		36		35		36		32		34		32		28		25		22		23		20		16		17		19		20		18		18		17		14		12		15		10		11		11		←来島小に統合？ キジマショウトウゴウ

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		715		680		632		581		517		512		549		541		564		603		619		616		599		591		576		535		534		515		505		475		476		467		450		446		427		414		392		395		383		344		325		307		288		262		254		254		250		244		249		239		229		210		221

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																10		飯南町 イイナンチョウ		715		680		632		581		517		512		549		541		564		603		619		616		599		591		576		535		534		515		505		475		476		467		450		446		427		414		392		395		383		344		325		307		288		262		254		254		250		244		249		239		229		210		221





11川本町

		





12美郷町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		川本町 カワモトマチ		川本町 カワモトマチ		川本町 カワモトマチ				川本小学校 カワモトショウガッコウ				16		13		500		384		373		359		370		361		341		339		332		324		343		334		325		305		290		279		238		219		232		224		222		205		202		207		189		176		155		133		121		113		108		102		104		106		95		106		97		104		99		92		139		139		137		136

		川本町 カワモトマチ		川本町 カワモトマチ		川下村＋三原村＋三谷村 カワクダムラミハラムラミタニムラ				川本西小学校 カワモトニシショウガクコウ				8		6		218		101		105		114		114		105		108		114		120		109		101		99		98		92		80		82		81		78		75		72		73		73		72		73		64		57		58		56		60		52		52		51		53		53		50		47		40		37		38		36		←統合 トウゴウ

		川本町 カワモトマチ		川本町 カワモトマチ		三原村 ミハラムラ				三原小学校 ミハラショウガッコウ				9		7		210		108		108		97		103		91		85		79		79		83		75		80		75		78		77		74		67		62		68		59		57		50		48		49		40		36		29		29		29		29		30		29		28		26		22		17		16		12		11		11		←統合 トウゴウ

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		593		586		570		587		557		534		532		531		516		519		513		498		475		447		435		386		359		375		355		352		328		322		329		293		269		242		218		210		194		190		182		185		185		167		170		153		153		148		139		139		139		137		136

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																11		川本町 カワモトマチ		593		586		570		587		557		534		532		531		516		519		513		498		475		447		435		386		359		375		355		352		328		322		329		293		269		242		218		210		194		190		182		185		185		167		170		153		153		148		139		139		139		137		136





12美郷町

		





13邑南町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		　※全村 ゼンソン				邑智小学校 オオチショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		176		164		162		148		154		140		150		154		165		173		190		191

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		吾郷村 アゴウムラ				吾郷小学校 アゴウショウガッコウ				8		6		111		93		89		69		94		97		101		103		110		106		102		94		85		87		80		75		70		68		58		55		63		58		54		53		53		51		50		48		43		40		34		40		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校 ハマハラショウガクコウ				8		6		182		102		99		100		98		90		85		85		88		73		74		74		86		75		79		71		68		69		52		57		46		46		46		52		57		46		45		39		41		41		33		36		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		沢谷村 サワタニムラ				沢谷小学校 サワタニショウガッコウ				9		7		228		90		87		85		84		71		68		62		61		58		58		61		63		66		72		65		66		65		61		62		56		59		60		55		55		50		49		51		43		40		36		32		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		粕淵村 カスフチムラ				粕淵小学校 カスブチショウガッコウ				10		8		256		170		161		154		144		154		165		162		176		170		168		153		139		131		118		114		100		97		77		68		67		70		71		71		70		77		65		56		56		53		54		52		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				小松地小学校 コマツチショウガッコウ				6		5		82		31		33		33		32		31		35		38		37		37		32		34		30		31		29		31		30		24		23		20		20		17		18		19		20		22		22		23		22		20		19		16		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				君谷小学校 キミタニショウガッコウ								―		61		63		56		57		54		51		56		48		47		43		41		39		35		35		27		24		20		20		17		21		23		28		25		22		22		19		16		15		19		17		15		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校信喜分校 ハマハラショウガッコウシンヨロコブンコウ				3		2		43		11		11		10		9		8		8		8		7		9		9		9		8		10		11		12		11		13		14		15		15		13		13

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村＋都賀村＋布施村 ツガイムラツガムラフセムラ				大和小学校 ダイワショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		107		97		90		84		79		72		66		55		55		58		69		62

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村 ツガイムラ				都賀行小学校 トガギョウショウガッコウ				8		6		125		60		56		56		53		46		48		37		35		29		26		28		29		31		34		35		40		40		40		42		45		46		39		42		39		46		39		40		36		34		30		29		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀村 ツガムラ				都賀小学校 ツガショウガッコウ				13		10		282		132		136		124		123		110		109		103		104		101		97		102		100		94		89		84		78		77		76		75		69		71		73		69		72		69		70		69		65		64		61		59		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		布施村 フセムラ				宮内小学校 ミヤウチショウガッコウ										35		30		26		33		39		38		36		42		46		48		44		45		42		36		35		31		28		28		26		28		27		27		29		24		20		17		15		15		13		14		14		←統合 トウゴウ

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		785		765		713		727		700		708		690		708		676		657		640		624		602		583		549		518		501		449		437		430		430		429		415		412		403		376		357		336		324		298		293		283		261		252		232		233		212		216		209		220		231		259		253

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																12		美郷町 ミサトマチ		785		765		713		727		700		708		690		708		676		657		640		624		602		583		549		518		501		449		437		430		430		429		415		412		403		376		357		336		324		298		293		283		261		252		232		233		212		216		209		220		231		259		253





13邑南町

		





14津和野町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		口羽村 クチバムラ				口羽小学校 クチハネショウガッコウ				9		6		163		127		127		120		113		113		119		118		113		113		114		104		91		82		71		65		56		58		49		49		53		46		44		44		47		45		39		39		42		40		40		45		40		40		33		35		27		16		20		18		18		21		24		31

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校 アスナショウガッコウ				12		9		280		120		115		109		112		110		104		91		92		80		73		64		63		74		79		76		81		83		84		89		87		98		92		91		84		78		75		61		56		49		46		43		40		33		30		32		26		24		27		30		31		28		29		30

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校戸河内分校 アスナショウガッコウコカワウチブンコウ				2		2		36		13		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		高原村 タカハラムラ				高原小学校 タカハラショウガッコウ				10		7		254		149		144		135		137		138		131		125		121		121		112		104		117		110		108		94		94		93		84		75		77		75		76		72		80		77		80		76		77		79		66		63		55		57		59		61		63		62		54		51		47		40		38		38

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校 ミズホショウガッコウ										249		268		254		248		252		255		267		259		244		227		230		231		241		225		213		201		200		204		211		235		237		250		234		218		198		176		167		146		142		128		117		117		119		122		122		123		131		129		129		133		127		128		131

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ										31		34		32		28		31		36		35		34		37		44		44		45		47		44		46		39		41		36		36		32		29		32		29		33		31		33		34		31		32		28		30		26		21		19		18		19		15		16		18		19		22		23		23

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校久木分校 ミズホショウガッコウヒサギブンコウ				4		3		55		14		14		12		9		9		11		9		8		8		8		8		8		10		12		12		12		11		3		9

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		矢上村 ヤカミムラ				矢上小学校 ヤカミショウガッコウ				13		11		372		191		203		197		199		210		213		216		204		206		207		217		215		219		232		224		215		197		203		195		190		193		196		190		172		166		163		158		154		143		151		154		138		135		142		138		139		144		148		150		151		147		154		144

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日貫村 ヒヌキムラ				日貫小学校 ヒカンショウガッコウ				8		6		181		62		53		53		56		60		65		64		71		77		84		85		87		90		89		83		84		73		67		61		49		48		34		35		34		35		36		27		28		30		29		25		28		30		28		25		31		25		17		16		19		19		13		15

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		中野村＋井原村 ナカノムライハラムラ				石見東小学校 イワミヒガシショウガッコウ										194		206		200		199		198		200		208		209		216		231		228		221		217		213		203		188		182		187		183		178		179		183		180		181		177		169		144		139		136		128		116		103		109		101		100		103		95		94		104		102		95		81		75

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日和村 ヒワムラ				日和小学校 ヒヨリショウガッコウ				8		6		133		56		61		67		68		60		56		52		48		38		35		37		35		38		40		41		39		35		36		35		35		40		43		43		43		43		39		38		33		35		32		29		26		20		20		16		15		10		9

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		1206		1225		1179		1169		1181		1190		1185		1159		1140		1135		1121		1113		1128		1113		1057		1009		973		953		943		936		945		950		918		892		850		810		744		706		686		648		622		573		564		554		547		546		522		514		516		520		499		490		487

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																13		邑南町 オオナンチョウ		1206		1225		1179		1169		1181		1190		1185		1159		1140		1135		1121		1113		1128		1113		1057		1009		973		953		943		936		945		950		918		892		850		810		744		706		686		648		622		573		564		554		547		546		522		514		516		520		499		490		487





14津和野町

		





15吉賀町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ				津和野小学校 ツワノショウガッコウ				24		20		820		510		495		465		434		427		426		447		451		447		454		450		444		435		403		402		394		388		359		355		359		331		328		295		293		262		246		230		216		212		201		197		186		172		180		177		158		148		138		138		120		112		114		115

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		木部村 キベムラ				木部小学校 モクベショウガッコウ				9		7		256		97		89		92		83		79		78		77		81		81		69		70		76		73		67		63		72		66		65		71		70		71		66		63		60		50		45		35		30		24		24		26		24		27		25		22		21		21		23		19		16		22		21		19

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				畑迫小学校 ハタサコショウガッコウ				8		6		111		66		60		62		57		44		41		48		46		54		62		66		68		63		60		54		47		50		45		42		37		36		40		37		32		32		29		29		23		21		21		17		12		7		10		7		5		3		3		3		←統合 トウゴウ

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				名賀小学校 ナガショウガッコウ				3		2		36		25		21		19		15		16		12		11		11		11		11		10		15		12		13		14		13		14		12		15		13		14		15		15		14		13		12		11		10		7		6		4		6		4		←統合 トウゴウ

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				日原小学校 ヒバラショウガッコウ				17		15		535		328		323		297		295		305		301		310		317		321		321		309		296		276		262		242		233		231		221		226		222		232		226		230		218		190		183		166		155		148		140		139		133		134		126		120		131		119		110		102		94		89		76		80

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				青原小学校 アオハラショウガッコウ				8		6		134		62		60		58		57		69		76		74		71		76		70		71		74		77		75		75		78		85		75		78		77		75		74		65		70		65		56		51		40		41		34		37		42		41		51		49		46		41		30		29		27		28		31		29

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				左鐙小学校 サブミショウガッコウ				8		6		100		33		30		28		27		24		25		25		27		24		19		16		17		20		19		14		14		17		18		16		20		22		24		22		26		23		24		22		23		25		25		22		19		18		14		10		7		8		8		8		6		7		4		6

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校				12		9		126		26		30		32		28		23		24		23		21		25		23		22		18		22		23		26		28		30		30		28		26		24		24		18		15		16		17		14		12		9		14		12		11		12		11		12		7		7		6

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校日浦分校 ヒウラブンコウ										12		―

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		小川村 オガワムラ				商人小学校 ショウニンショウガッコウ				4		3		40		18		15		14		―

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				柳小学校				6		5		90		14		15		9		11		12

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		？山口村 ヤマグチムラ				横道小学校　 ヨコミチショウガッコウ				4		3		50		12		13		8		10		9		13		16		16		17		18		18		17		15		12		10		7		5

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		1203		1151		1084		1017		1008		996		1031		1041		1056		1047		1032		1025		993		934		900		886		886		825		831		824		805		797		745		728		651		612		558		509		487		465		454		433		415		417		397		375		347		318		299		263		258		246		249

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																14		津和野町 ツワノチョウ		1203		1151		1084		1017		1008		996		1031		1041		1056		1047		1032		1025		993		934		900		886		886		825		831		824		805		797		745		728		651		612		558		509		487		465		454		433		415		417		397		375		347		318		299		263		258		246		249





15吉賀町

		





16海士町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				柿木小学校 カキノキショウガッコウ				8		6		118		120		119		114		133		188		209		224		235		230		247		245		225		208		188		180		158		156		139		139		139		129		132		132		125		119		113		106		100		102		97		97		94		96		99		93		97		92		91		80		75		65		58		70

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		七日市村 ナヌカイチムラ				七日市小学校 ナノカイチショウガッコウ				12		10		293		181		179		165		164		154		155		150		145		144		143		140		143		140		141		130		130		136		130		137		122		120		112		107		106		100		101		93		95		94		87		80		85		82		79		77		74		74		66		72		65		63		65		68

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		朝倉村 アサクラムラ				朝倉小学校 アサクラショウガッコウ				8		6		129		94		81		74		66		61		67		70		75		81		73		71		66		58		55		59		58		59		58		56		55		57		53		46		49		46		39		39		34		37		35		41		43		45		46		41		35		30		31		31		30		30		27		30

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		六日市村 ムイカイチムラ				六日市小学校 ロクニチシショウガッコウ				14		12		385		220		222		221		222		214		230		248		242		220		212		222		212		221		227		214		214		205		205		189		185		185		167		177		181		179		179		166		177		161		148		145		130		125		110		103		95		93		86		79		85		89		93		88

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		蔵木村 クラキムラ				藏木小学校 クラキショウガッコウ				8		6		162		76		73		59		53		50		45		49		59		68		60		57		55		56		56		65		66		67		70		73		78		80		76		73		69		67		64		61		59		61		58		59		53		48		46		43		42		36		33		29		27		20		17		15

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		？				長瀬小学校 ナガセショウガッコウ				4		3		55		10		10		10		9		7		7		8		7		9		8		8		7		5		4

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		701		684		643		647		674		713		749		763		752		743		743		708		688		671		648		626		623		602		594		579		571		540		535		530		511		496		465		465		455		425		422		405		396		380		357		343		325		307		291		282		267		260		271

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																15		吉賀町 ヨシカチョウ		701		684		643		647		674		713		749		763		752		743		743		708		688		671		648		626		623		602		594		579		571		540		535		530		511		496		465		465		455		425		422		405		396		380		357		343		325		307		291		282		267		260		271





16海士町

		





17西ノ島町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				福井小学校 フクイショウガッコウ				8		6		218		99		119		118		122		125		121		125		125		120		126		165		172		166		163		169		171		163		170		159		153		150		141		133		125		112		105		93		83		86		76		69		62		60		69		65		64		65		73		65		60		55		49		47

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				海士小学校 アマショウガッコウ				8		6		237		137		122		122		114		111		102		108		109		110		107		106		99		88		81		66		62		61		54		57		43		45		50		51		62		64		67		65		66		58		56		60		58		58		44		47		46		42		38		34		35		31		29		37

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				御波小学校 オナミショウガッコウ				5		4		81		27		22		22		18		15		17		21		18		18		18

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				知々井小学校 シショウガッコウ				8		6		107		21		18		12		11		8		8		7		4		7		8

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				崎小学校 サキショウガッコウ				8		6		143		43		37		33		29		27		23		21		17		16		14

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		327		318		307		294		286		271		282		273		271		273		271		271		254		244		235		233		224		224		216		196		195		191		184		187		176		172		158		149		144		132		129		120		118		113		112		110		107		111		99		95		86		78		84

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																16		海士町 アママチ		327		318		307		294		286		271		282		273		271		273		271		271		254		244		235		233		224		224		216		196		195		191		184		187		176		172		158		149		144		132		129		120		118		113		112		110		107		111		99		95		86		78		84
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18知夫村

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村＋浦郷村 クロキムラウラゴウムラ				西ノ島小学校 ニシシマショウガッコウ																																																																																				統合新設→ トウゴウシンセツ		111		101		97		94		91

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				美田小学校 ミタショウガッコウ				8		6		199		102		93		89		80		74		80		81		87		83		94		102		103		111		106		105		106		103		104		111		108		112		96		99		90		84		74		73		67		59		55		44		43		40		45		47		51		52		49		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				黒木小学校 クロキショウガッコウ										112		105		91		85		81		91		99		106		109		112		109		107		95		90		85		93		93		99		100		100		99		83		78		61		57		58		63		53		41		42		40		34		29		31		28		24		20		22		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				浦郷小学校 ウラゴウショウガッコウ										169		167		161		161		177		186		186		199		215		224		206		208		219		231		217		208		203		200		183		176		165		158		133		124		105		90		85		75		63		53		68		73		71		64		73		69		59		54		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				珍崎小学校（S49年浦郷から独立） チンザキショウガッコウネンウラゴウドクリツ				4		3		62		30		27		26		26		18		17		18		21		16		12		16		11		10

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		？				三度小学校 サンドショウガッコウ				4		3		42		21		19		16		14		11		9		12		8		9		6		4		3		2

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		434		411		383		366		361		383		396		421		432		448		437		432		437		427		407		407		399		403		394		384		376		337		310		275		246		222		221		195		163		150		152		150		140		140		148		144		131		125		111		101		97		94		91

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																17		西ノ島町 ニシシマチョウ		434		411		383		366		361		383		396		421		432		448		437		432		437		427		407		407		399		403		394		384		376		337		310		275		246		222		221		195		163		150		152		150		140		140		148		144		131		125		111		101		97		94		91
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19隠岐の島町

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ				知夫小学校 チブショウガッコウ				8		6		206		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																18		知夫村 チブムラ		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25
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加工データ（ベース）

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				西郷小学校 サイゴウショウガッコウ				26		21		880		699		711		702		706		691		713		712		715		718		729		741		743		715		691		678		658		634		615		589		539		505		464		410		398		379		370		368		364		355		331		341		337		326		302		301		286		273		297		293		306		285		284		282

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				飯田小学校 イイダショウガッコウ				8		6		158		88		87		83		76		69		68		70		68		63		64		61		61		60		65		62		62		64		60		62		63		70		65		63		67		59		62		61		61		59		57		51		44		38		33		26		23		26		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				大久小学校 オオヒサショウガッコウ				6		5		82		45		38		41		40		33		27		28		22		18		18		19		24		25		28		24		26		25		19		16		15		18		24		22		22		28		27		22		15		12		17		10		10		7		8		10		11		8		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				中条小学校 チュウジョウショウガッコウ				9		7		242		125		118		113		106		110		121		127		144		144		158		166		160		155		154		160		144		133		129		125		112		106		101		98		98		85		80		79		74		70		65		70		70		65		72		74		76		80		73		69		65		57		58		54

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				有木小学校 ユウキショウガッコウ				6		5		88		43		45		44		46		47		44		56		62		61		76		90		97		112		136		150		154		161		173		172		180		183		178		151		133		129		131		123		114		104		105		95		98		96		89		66		71		70		69		80		79		78		76		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				磯小学校 イソショウガッコウ																																																																														84		82		83		94		84		74		73		74		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村＋布施村 ナカムラフセムラ				北小学校 キタショウガッコウ																																																																																		統合新設→ トウゴウシンセツ		46		45		42		44		52		42

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村 ナカムラ				中村小学校 ナカムラショウガッコウ				13		11		345		134		124		114		119		99		102		101		100		102		104		106		107		105		97		91		88		90		86		83		85		87		78		73		63		63		57		57		60		55		58		51		46		48		41		34		33		33		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		布施村 フセムラ		布施村 フセムラ				布施小学校 フセショウガッコウ				　　―		　　―		　　―		59		67		70		65		61		60		58		51		52		44		44		46		46		39		35		27		23		23		17		17		19		22		19		20		19		23		25		29		28		27		29		28		25		24		17		16		13		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				五箇小学校 ゴカショウガッコウ				14		12		405		170		160		153		165		153		178		179		192		192		201		191		181		174		166		165		165		176		184		181		176		180		172		170		158		163		166		159		158		146		134		124		108		111		93		96		85		74		85		76		83		76		79		85

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				都万小学校 トマンショウガッコウ				8		6		222		130		98		90		86		82		78		111		106		112		120		112		121		112		127		113		103		117		106		118		122		128		127		119		129		114		108		92		92		92		83		89		83		80		77		79		80		71		80		80		79		78		75		73

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校 ナグショウガッコウ				8		6		104		51		48		43		36		32		22		23		12		10		9		13		14		18		21		24		22		20		19		20		23		25		25		28		33		29		24		20		20		13		7		6		8		7		4		4		6		7		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校油井分校 ナヒサショウガッコウユイブンコウ										11		10		11		9		8		7

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				下西小学校 シモニシショウガッコウ				7		6		99		83		74		77		71		71		67		76		87		88		89		88		96		91		81		82		81		78		67		63		68		64		73		65		57		70		69		75		72		81		82		68		60		58		55

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				今津小学校 イマツショウガッコウ				8		6		120		38		33		26		29		24		26		29		29		27		23		28		35		32		26		28		29		27		26		24		28		24		20		16		16		16		16		15		17		20		22		16		16		12		13

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				加茂小学校 カモショウガッコウ				8		6		128		59		55		52		50		48		33		33		30		34		37		37		40		53		58		64		63		69		70		56		49		52		52		46		49		49		53		54		48		39		38		33		26		17		19

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				港南分校（港南小学校） コウナンブンコウコウナンショウガッコウ				4		2		49		12		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				津戸小学校 ツトショウガッコウ				4		3		60		33		31		31		23		18		16

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				蛸木小学校 タコキショウガッコウ				3		2		48		27		25		22		22		16		17

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				久美小学校 ヒサミショウガッコウ				4		3		46		20		23		20		16		17		15		13		11		11		10		8		8		6

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		1827		1747		1692		1665		1579		1594		1616		1629		1632		1682		1704		1733		1704		1689		1676		1622		1617		1577		1526		1477		1461		1401		1280		1243		1203		1186		1150		1124		1074		1026		983		934		890		830		791		769		738		744		727		728		691		698		672

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																19		隠岐の島町 オキシマチョウ		1827		1747		1692		1665		1579		1594		1616		1629		1632		1682		1704		1733		1704		1689		1676		1622		1617		1577		1526		1477		1461		1401		1280		1243		1203		1186		1150		1124		1074		1026		983		934		890		830		791		769		738		744		727		728		691		698		672





加工データ（ベース）

		





中山間抽出データ

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		母衣地区 ホロチク				母衣小学校 ホロショウガッコウ		×		24		20		827		850		853		810		783		745		720		711		718		728		715		692		665		635		595		560		534		574		488		502		475		460		452		465		471		469		482		483		473		476		484		471		432		452		453		480		457		475		492		503		480		463		462		462

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		北堀地区（＋法吉村） キタホリチクホッキムラ				城北小学校 ジョウホクショウガッコウ		×								1072		1103		1166		1189		1212		1216		1285		1320		930		936		899		835		812		763		749		713		717		765		776		779		792		834		837		795		735		715		703		675		659		652		631		620		612		599		592		578		593		563		553		573		553		573		547

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		内中原地区 ウチナカハラチク				内中原小学校 ウチナカハラショウガッコウ		×								975		1029		1069		1074		1082		1093		1119		1135		1080		1059		1074		987		929		847		835		833		809		805		795		797		786		798		786		748		720		668		618		596		599		571		579		553		550		553		554		591		597		638		679		702		733		742		738

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		白潟地区＋朝日地区 シラカタチクアサヒチク				中央小学校 チュウオウショウガッコウ		×																																																				434		397		379		378		357		360		351		354		368		375		387		404		413		409		390		389		387		354		361		359		355

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		雑賀地区 サイカチク				雑賀小学校 サイカショウガッコウ		×		33		28		1131		943		937		938		936		734		755		765		727		688		666		647		603		570		526		485		450		440		412		395		386		393		392		370		362		354		344		335		350		332		341		308		308		298		283		279		253		257		246		232		226		238		247		241

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		津田地区 ツダチク				津田小学校 ツダショウガッコウ		×		23		19		390		1173		1256		1275		1333		975		1020		1097		1142		1141		1148		1118		1110		1092		1015		980		933		905		893		886		857		847		844		836		848		811		815		784		777		787		761		768		801		798		807		804		821		802		781		749		753		750		722		730

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古志原地区 コシバラチク				古志原小学校 コシバラショウガッコウ		×														新設→ シンセツ		901		1028		1120		1154		1229		1235		1216		1170		1124		1112		1078		1078		998		970		930		903		907		895		911		871		852		838		843		819		798		812		809		732		705		701		696		680		688		683		697		640		622		610		614

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		川津地区 カワツチク				川津小学校 カワツショウガッコウ		×		11		9		300		447		477		524		567		612		676		689		743		811		858		876		832		821		807		768		731		725		735		715		701		696		674		723		777		838		919		941		960		949		959		946		921		880		822		794		760		702		672		648		620		601		592		571

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		朝酌地区 アサクミチク				朝酌小学校 アサシャクショウガッコウ		×								149		143		139		147		155		169		182		184		176		194		192		177		178		167		176		169		175		174		179		178		178		174		173		162		155		146		145		141		114		102		101		96		89		81		90		88		80		85		80		78		81		76		74

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		法吉村 ホッキムラ				法吉小学校 ホウキチショウガッコウ		×		8		6		200		―																428		500		512		509		496		508		527		501		508		496		494		490		464		448		417		401		369		350		347		357		376		385		406		436		479		521		579		607		627		643		648		630		610		593		569

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		竹矢村 チクヤムラ				竹矢小学校 チクヤショウガッコウ		×		11		9		284		282		322		391		443		470		518		585		624		680		725		743		733		705		696		646		653		615		595		582		541		539		501		486		459		438		420		407		404		392		392		379		385		387		399		396		364		362		350		325		320		318		319		318

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		乃木村 ノギムラ				乃木小学校 ノギショウガッコウ		×		18		15		570		922		985		1039		1051		836		922		945		1000		1067		1082		1121		1120		1133		1165		1177		1183		1194		1183		1188		1183		1202		1182		1160		1122		1112		1087		1088		1068		1051		1035		1059		1073		1038		1053		1032		1006		999		992		1006		1009		1019		1023		1035

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		忌部村 インベムラ				忌部小学校 キベショウガッコウ										107		109		97		98		96		244		109		112		114		114		130		142		157		157		173		191		190		188		187		178		182		177		181		171		168		182		173		164		156		152		143		135		127		115		105		105		103		97		96		91		109		104		108

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大庭村 オオバムラ				大庭小学校 オオバショウガッコウ				14		12		363		541		577		655		680		684		795		894		968		1019		1048		1037		1044		1025		995		963		947		931		902		888		862		845		833		808		777		779		742		691		688		676		681		663		642		650		532		621		612		575		548		514		505		487		478		480

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		生馬村 イクマムラ				生馬小学校 イクマショウガッコウ				8		6		134		217		209		215		235		234		244		259		267		246		228		223		220		189		159		150		133		115		107		101		112		108		111		108		120		177		200		200		212		207		201		201		181		165		145		144		136		135		134		142		127		121		109		112

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		持田村 モチダムラ				持田小学校 モチダショウガッコウ										174		172		174		164		177		192		198		203		226		237		242		233		244		245		258		261		275		277		284		303		301		318		318		333		357		326		316		328		324		315		294		284		271		273		288		262		274		263		256		249		251		281		265

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				古江小学校 フルエショウガッコウ										184		178		184		199		190		200		194		205		217		237		246		249		266		247		244		234		256		305		322		370		386		401		405		397		403		369		366		364		334		306		286		276		245		226		220		229		222		211		247		246		258		247		243

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		本庄村 ホンジョウムラ				本庄小学校 ホンジョウショウガッコウ										310		320		327		308		278		288		285		288		271		256		267		242		246		235		250		255		252		255		236		234		204		204		190		171		174		159		159		155		150		150		158		149		150		153		146		140		127		121		118		100		95		94		93

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大野村 オオノムラ				大野小学校 オオノショウガッコウ				11		9		262		189		186		183		192		186		194		196		196		203		204		199		189		192		190		177		161		156		163		154		143		144		146		141		128		119		104		100		95		93		94		80		79		75		72		46		77		74		70		68		63		59		59		56

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				秋鹿小学校 アキシカショウガッコウ										168		181		184		184		177		288		192		182		170		159		159		148		146		156		146		142		140		150		144		132		132		128		118		113		101		99		97		98		89		81		84		76		75		74		76		77		72		88		80		70		64		64		67

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				中島小学校 ナカシマショウガッコウ				8		6		96		72		67		75		68		65		60		64		65		58		65		61		59		59		55		50		45		45		48		40		40		44		39		40		37		32		32		32		31		27		25		27		19		15		18		16		16		12		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				長江小学校 ナガエショウガッコウ										82		88		89		98		91		92		105		95		101		92		95		91		82		79		74		77		80		79		74		71		63		58		56		48		39		35		30		29		24		29		31		36		39		40		34		34		35		32		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		白潟地区 シラカタチク				白潟小学校 シラカタショウガッコウ		×		17		14		554		600		588		558		535		528		503		502		512		518		509		476		443		382		330		289		262		247		238		244		239		224		208

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		朝日地区 アサヒチク				朝日小学校 アサヒショウガッコウ		×		22		19		802		613		586		563		558		552		543		531		503		493		472		453		420		409		370		342		308		279		268		249		240		229		224

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校 エショウガッコウ				18		15		592		434		462		423		432		419		421		450		421		414		382		373		359		357		351		330		320		311		303		296		280		275		273		260		252		242		222		209		188		192		185		172		169		162		161		148		132		120		114		108		98		93		89		84

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		佐太村 サタムラ				佐太小学校 サタショウガッコウ				8		6		204		158		159		168		170		170		172		181		186		199		199		196		179		173		160		151		154		152		162		155		158		150		149		139		130		122		119		112		103		88		83		86		81		81		88		92		102		97		98		94		93		96		99		98

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武＋御津 コウブミツ				東小学校 ヒガシショウガッコウ												―		215		197		205		197		195		201		196		206		210		210		233		247		246		249		227		243		246		251		274		258		268		260		253		241		228		217		189		165		147		135		123		120		129		122		122		128		115		106		86		87		78

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校片句分校 カタクブンコウ				3		2		36		25		22		23		27		25		25

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武村 コウブムラ				講武小学校　 コウブショウガッコウ				8		6		244		168		157		―

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		御津村 オンツムラ				御津小学校 オツショウガッコウ				8		6		111		73		65		―

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦＋加賀＋野波 カガノナミ		3		島根小学校 シマネショウガッコウ																																																																								統合新設→ トウゴウシンセツ		170		168		152		160		154		156		155		152		146		143		136

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦村 ムラ				大芦小学校 オオアシショウガッコウ				8		6		184		87		83		87		98		98		114		107		114		112		99		97		93		98		99		94		94		96		100		96		87		84		88		86		75		78		74		74		72		67		70		62		62		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		加賀村 カガムラ				加賀小学校 カガショウガッコウ				8		6		191		119		112		106		110		115		113		125		124		119		122		114		108		104		102		110		103		106		109		702		97		95		90		96		93		88		78		71		66		55		49		44		47		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		野波村 ノナミムラ				野波小学校 ノナミショウガッコウ				11		9		289		163		157		97		139		136		143		154		164		186		202		192		206		210		210		197		191		203		192		183		172		157		155		140		133		121		113		117		102		95		79		81		75		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村＋千酌村＋片江村 ミホノセキマチモリヤマムラ		4		（新）美保関小学校 シンミホノセキショウガッコウ																																																																										統合新設→ トウゴウシンセツ		298		266		263		244		226		201		188		189		171		170

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村 ミホノセキマチモリヤマムラ		2		美保関東小学校 ミホノセキヒガシショウガッコウ																																																																		94		98		109		112		123		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村 センクムラ				千酌小学校 センシャクショウガッコウ				9		7		241		141		154		144		146		143		144		153		147		145		149		144		144		144		129		135		125		124		135		129		126		124		122		117		114		110		116		109		107		96		92		96		83		83		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村＋片江村 センクムラカタエムラ		2		美保関北小学校 ミホノセキキタショウガッコウ																																																																		153		138		130		114		104		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町 ミホノセキマチ				（旧）美保関小学校 キュウミホノセキショウガッコウ				8		6		155		110		116		118		117		111		103		108		92		89		88		86		85		81		87		79		78		74		70		64		57		49		45		39		34		29		31		29		30

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				福浦小学校 フクウラショウガッコウ				8		6		133		110		106		99		98		94		97		83		88		87		89		84		82		82		76		71		65		69		71		68		68		70		66		65		57		52		36		31		26

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				森山小学校 モリヤマショウガッコウ				7		5		90		93		94		95		86		92		104		104		113		114		116		113		111		108		100		103		98		100		93		92		84		75		71		66		64		52		47		41		38

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				片江小学校 カタエショウガッコウ				8		6		179		137		150		146		142		127		127		126		119		110		103		107		104		107		109		104		107		103		100		94		93		84		89		91		83		81		74		69		62

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				七類小学校 シチルイショウガッコウ				8		6		197		181		182		164		158		154		139		135		112		113		116		107		106		112		117		120		113		113		113		114		109		112		113		112		115		104		101		101		94

		松江市 マツエシ		八雲村 ヤクモムラ		岩坂村＋熊野村 イワサカムラクマノムラ		2		八雲小学校 ヤクモショウガッコウ										263		256		240		274		304		327		356		371		420		446		464		493		449		521		515		515		520		558		559		562		576		566		573		537		527		517		468		469		443		437		414		400		412		408		387		384		396		412		411		402		395		397		372

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				玉湯小学校 タマユショウガッコウ				15		12		444		452		456		471		482		474		488		499		498		502		507		540		532		548		530		491		470		462		446		425		387		367		358		338		329		322		321		326		316		308		301		282		275		263		275		265		282		276		266		268		276		285		305		332

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				大谷小学校 オオタニショウガッコウ				4		3		64		49		51		52		50		48		47		51		53		50		42		47		47		43		41		40		36		36		34		39		34		34		38		37		35		36		39		34		32		24		26		24		21		22		21		23		22		20		25		24		23		20		19		18

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		宍道町 シンジチョウ				宍道小学校 シンジショウガッコウ				22		16		586		529		514		521		503		524		547		573		605		618		639		627		626		612		585		560		533		493		466		432		441		414		411		389		365		349		328		330		318		321		324		339		358		367		368		367		363		372		352		334		335		317		314		302

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				来待小学校 キマチショウガッコウ				14		12		411		337		255		268		275		263		282		287		282		281		286		293		280		276		264		259		258		256		261		248		254		248		224		220		221		225		215		205		207		197		196		185		174		177		163		158		150		144		133		131		138		141		139		135

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				大野原分校 オオノハラブンコウ																																												2		0		2		1		0		3		5		5		1		0		1		1		2		2		4		4		4		6		1		3		2		1		1		0		2		3

		松江市 マツエシ		八束町 ヤツカチョウ		八束村 ヤツカムラ				八束小学校 ヤツカショウガッコウ				15		13		526		362		346		347		340		330		333		338		329		338		335		322		305		298		297		304		291		287		304		317		318		310		329		336		311		303		288		278		256		247		254		236		232		227		230		217		217		208		194		186		174		195		191		178

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		出雲郷村 イズモゴウムラ				出雲郷小学校 イズモサトショウガッコウ				9		7		256		189		202		214		197		203		221		231		237		223		254		266		286		297		286		301		309		302		297		282		278		252		242		242		226		230		206		219		230		263		283		296		317		338		350		359		383		407		426		416		427		428		426		419

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		揖屋町 イヤマチ				揖屋小学校 イヤショウガッコウ				14		12		432		568		583		613		634		641		645		656		680		649		634		628		603		585		543		502		484		452		443		419		418		404		389		366		352		364		370		377		381		393		391		401		400		415		426		443		457		438		433		423		406		384		358		342

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		意東村 イヒガシソン				意東小学校 イヒガシショウガッコウ				8		6		207		188		185		180		190		188		198		214		222		233		232		233		227		219		210		216		213		203		201		204		199		180		185		184		178		171		165		155		151		149		151		166		185		197		205		215		237		238		232		239		229		214		206		190

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				十神小学校 ジュウカミショウガッコウ																				809		806		801		815		783		776		756		704		661		621		608		569		539		506		481		473		438		435		425		408		414		397		396		402		414		415		399		386		377		382		366		371		376		364		370		349		351		347

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				社日小学校 シャニチショウガッコウ																				566		637		669		687		674		633		623		586		542		488		452		429		414		386		376		385		391		384		366		370		333		319		309		316		308		305		301		291		285		281		279		263		270		264		259		266		263		264

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		島田村 シマタムラ				島田小学校 シマダショウガッコウ				8		7		221		141		141		136		138		141		145		152		166		175		165		171		175		182		174		172		181		190		190		174		179		177		183		162		166		174		165		165		158		186		174		176		187		185		188		187		195		208		208		211		208		191		183		154

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		宇賀莊村 ムラ				宇賀莊小学校 ウガソウショウガッコウ				10		7		230		114		112		104		105		104		108		115		112		112		119		128		126		129		128		140		129		126		126		121		121		114		115		105		104		100		95		99		92		99		96		87		86		71		70		68		59		56		54		54		50		44		42		39

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		大塚村 オオツカムラ				南小学校 ミナミショウガッコウ										210		197		206		199		210		221		222		229		238		245		238		237		235		232		225		217		209		209		200		195		182		174		164		154		155		147		147		138		144		137		127		115		108		108		105		107		108		105		99		98		92		88		88

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		能義村 ノギムラ				能義小学校 ノウギショウガッコウ				9		7		221		158		147		150		148		152		158		168		186		182		185		180		184		178		170		163		153		146		142		131		126		117		120		118		112		104		98		101		87		80		80		90		87		97		96		100		98		95		85		80		81		78		70		66

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		飯梨村 イイナシムラ				飯梨小学校 イイナシショウガッコウ				9		7		220		150		147		155		157		148		155		154		162		168		177		183		181		186		178		172		172		167		172		160		159		154		140		145		138		127		123		121		121		101		101		99		94		86		72		72		63		57		48		51		53		57		57		58

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		荒島村 アラシマムラ				荒島小学校 アラシマショウガッコウ				11		9		321		301		325		348		367		392		425		469		496		502		517		521		504		507		472		454		426		397		376		347		321		291		272		248		220		207		213		214		215		224		220		219		208		215		215		234		243		239		250		240		239		223		207		204

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		赤江村 アカエムラ				赤江小学校 アカエショウガッコウ				15		13		379		315		334		339		349		373		376		395		414		448		469		476		470		483		468		441		418		410		400		371		351		344		320		304		285		269		264		239		232		227		238		238		238		243		254		256		265		268		283		289		295		279		262		270

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				安来小学校 ヤスギショウガッコウ				31		26		1151		1213		1243		1268		1296		1337		―

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		広瀬町 ヒロセチョウ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ				16		13		526		468		470		472		493		490		483		485		487		504		505		515		515		515		500		500		484		468		459		449		419		389		366		340		309		287		296		292		278		275		283		298		295		282		284		273		269		255		253		258		246		261		256		248

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				比田小学校 ヒタショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		57		60		57		50		43		33		30		31		32		30		37		40

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				山佐小学校 ヤマサショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		45		43		38		34		32		28		27		24		25		17		19		17

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				布部小学校 フベショウガッコウ										106		100		94		83		79		75		78		78		71		64		73		67		76		81		83		81		80		84		74		65		65		70		76		76		78		78		74		67		61		57		59		68		64		63		52		50		47		38		33		31		32		35		29

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				西比田小学校　 ニシヒタショウガッコウ				9		7		236		103		97		90		85		89		87		98		93		104		99		105		103		104		106		98		102		104		104		106		96		98		90		74		70		64		61		56		50		50		47		51		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				上山佐小学校 カミサショウガッコウ				8		6		132		68		63		56		54		41		44		42		36		45		47		48		47		47		49		39		36		34		35		32		35		38		37		45		46		46		51		50		47		42		36		38		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				奥田原小学校 オクタハラショウガッコウ				5		4		70		46		36		35		28		30		29		30		29		29		34		36		36		35		33		32		29		26		29		26		25		35		26		22		18		15		15		13		12		15		14		15		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				西谷小学校 ニシタニショウガッコウ				6		5		86		40		33		34		29		26		29		30		28		23		25		29		27		28		26		31		27		26		25		22		23		16		20		17		19		19		19		22		23		22		18		16		←布部小に統合 フベショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				宇波小学校 ウナミショウガッコウ										33		33		31		28		36		34		39		35		36		37		32		35		31		32		30		26		27		25		25		25		24		27		27		24		24		20		18		17		14		13		8		←広瀬小に統合 ヒロセショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				東比田小学校 ヒタショウガッコウ								117		65		64		49		45		48		45		46		47		54		56		59		55		57		53		51		51		51		51		48		49		52		53		47		46		43		38		27		21		20		19		15		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ				8		6		161		85		83		80		85		88		94		109		112		110		110		108		105		106		112		113		119		123		121		125		121		121		116		117		110		102		95		90		94		85		94		96		95		106		106		105		102		93		98		93		101		104		106		108

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		母里村 ハハサトムラ				母里小学校 ハハサトショウガッコウ				8		6		188		132		124		119		123		125		138		142		162		162		163		178		177		188		185		183		185		193		208		200		198		194		189		165		150		136		129		118		105		108		106		110		107		106		97		94		85		82		74		66		65		69		70		78

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		井尻村 イジリムラ				井尻小学校 イジリショウガッコウ										147		129		135		124		126		118		103		99		102		103		101		99		103		101		90		90		85		88		94		96		98		94		94		84		75		70		66		67		59		54		58		50		54		45		47		51		46		43		39		42		37		34		27

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		赤屋村 アカヤムラ				赤屋小学校 アカヤショウガッコウ										115		93		87		84		84		89		105		108		108		97		103		99		93		93		91		96		99		91		85		85		82		83		73		68		61		52		47		41		41		41		44		49		46		40		40		33		29		30		32		31		28		26		33

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		今市地区 イマイチチク				今市小学校 イマイチショウガッコウ		×		38		30		1272		1173		1130		1088		1110		1124		1127		1084		1060		1064		1042		976		925		893		827		769		726		693		636		574		554		527		504		478		448		436		428		411		405		400		418		413		404		411		414		417		439		459		476		491		512		532		521		532

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		大津地区 オオツチク				大津小学校 オオツショウガッコウ		×		26		22		817		844		873		876		862		877		889		902		932		960		935		912		868		844		830		824		812		788		810		822		796		783		768		756		738		753		734		705		705		714		687		646		669		665		667		649		632		638		597		590		561		551		531		528

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		上津村 カミツムラ				上津小学校 カミツショウガッコウ				8		6		246		149		150		145		141		134		128		138		138		139		136		149		155		146		150		147		140		134		136		120		109		102		109		99		103		108		112		112		105		108		109		110		105		102		95		93		79		73		63		59		54		54		53		58

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		塩冶地区 エンヤチク				塩冶小学校 エンヤショウガッコウ		×		21		17		618		754		811		816		811		794		823		858		905		937		954		1019		1027		1084		1058		1084		1146		1125		1117		1107		1110		1101		1081		1159		1109		1092		1105		1050		1037		1012		983		931		947		935		901		909		916		896		858		883		823		815		778		802

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		古志地区＋神門村 コシチクカンドムラ				神戸川小学校 コウベガワショウガッコウ		△								586		588		599		634		658		679		700		713		729		756		753		742		732		726		693		643		631		633		630		619		605		648		666		660		685		684		681		643		648		662		638		649		635		619		607		583		599		582		570		560		568		592		581

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		若松分校 ワカマツブンコウ				湖陵小学校（H20神戸川小学校)若松分校 コリョウショウガッコウカンドガワショウガッコウワカマツブンコウ		△																																										3		7		5		5		5		5		5		2		3		5		4		2		4		1		1		2		1		1		0		4		1		3		2		0		1		0

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		高松地区 タカマツチク				高松小学校 タカマツショウガッコウ		×		19		16		562		446		482		507		550		587		603		656		706		761		820		841		881		868		835		780		772		739		728		699		697		714		699		670		646		639		623		617		612		619		606		599		602		585		581		599		614		625		648		663		652		635		625		606

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		園村＋荒茅村 ソノムラアラカヤムラ				長浜小学校 ナガハマショウガッコウ				19		16		612		384		381		365		359		359		375		397		417		445		480		479		505		495		476		458		445		428		417		411		404		387		359		352		321		317		301		296		294		281		291		271		283		279		183		304		295		306		302		306		292		297		301		299

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		四絡地区 ヨラクチク				四絡小学校 ヨツガネショウガッコウ		×		12		10		295		412		461		527		567		607		637		680		697		726		719		734		747		751		733		712		695		679		695		693		681		681		677		684		664		644		623		605		593		602		594		612		620		634		653		648		646		640		672		686		688		636		624		620

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		高浜地区 タカハマチク				高浜小学校 タカハマショウガッコウ		×		12		10		320		191		482		202		219		219		233		259		272		292		305		329		318		313		312		316		312		298		284		273		253		244		235		222		213		206		202		196		203		199		195		206		199		201		194		207		208		211		223		229		222		221		232		224

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		川跡地区・鳶巣地区 カワトチクトビスチク				北陽小学校 ホクヨウショウガッコウ		×																428		460		501		536		569		609		650		686		694		697		676		658		641		627		611		611		623		609		568		557		536		527		521		536		529		536		567		543		534		538		532		540		539		554		600		601		655		660		659

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ				14		11		339		196		189		175		164		152		159		178		175		192		198		206		216		207		205		200		197		196		189		180		174		153		157		156		158		152		146		134		127		115		106		109		111		119		125		127		128		114		105		108		99		98		101		103

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		乙立村 オッタチムラ				乙立小学校 オツタテショウガッコウ				8		6		187		114		107		103		100		97		95		98		100		102		103		101		103		97		97		96		95		92		85		75		72		61		55		47		47		46		39		41		40		41		41		42		42		41		40		40		41		40		39		40		39		36		30		34

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		稗原村 ヒエバラムラ				稗原小学校 ヒエハラショウガッコウ				15		13		364		207		202		192		183		169		157		160		151		162		168		181		194		201		222		238		232		226		222		214		186		178		171		171		165		158		156		142		138		122		117		119		124		121		108		100		89		93		87		76		73		73		72		78

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		神西村 ジンザイムラ				神西小学校 ジンニシショウガッコウ				16		14		443		324		251		250		257		258		256		265		280		291		299		303		303		299		306		284		273		276		274		260		252		253		259		244		237		227		217		221		221		256		257		268		272		279		271		259		255		233		233		220		223		202		189		198

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		川跡地区 カワトチク				川跡小学校 カワアトショウガッコウ		×		11		9		312		247		249		256		283

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		鳶巣地区 トビスチク				鳶巣小学校		×		8		6		194		135		133		126		121

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		平田町 ヒラタマチ				平田小学校 ヒラタショウガッコウ				29		25		1038		861		862		843		853		828		841		845		843		842		850		819		773		760		724		691		650		639		611		576		568		555		532		502		482		471		455		447		457		450		460		471		478		456		440		428		424		430		419		416		408		405		385		370

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		灘分村 ナダフンムラ				灘分小学校 ナダワケショウガッコウ				13		11		347		276		275		268		245		240		240		253		267		271		282		297		300		308		298		296		298		304		291		268		272		256		242		250		240		248		238		237		238		229		218		220		232		233		227		226		245		241		235		249		238		224		210		193

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		国富村 クニトムラ				国富小学校 コクフショウガッコウ				12		10		311		221		236		241		234		222		236		233		236		244		240		247		268		267		259		249		247		245		227		223		212		200		198		184		186		190		180		179		190		191		187		185		182		185		181		180		173		174		192		186		180		173		175		173

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		西田村 ニシタムラ				西田小学校 ニシダショウガッコウ				9		7		254		125		123		130		112		105		106		117		129		130		139		148		148		145		130		127		123		122		125		123		121		125		121		125		125		118		117		110		105		89		79		81		80		82		80		80		86		86		80		75		71		70		69		62

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校 ワニブチショウガッコウ				10		8		291		174		158		154		133		94		85		82		82		76		75		83		81		78		81		77		71		62		58		59		54		43		44		37		34		27		27		27		25		29		33		36		33		34		33		33		28		27		23		29		30		35		37		37

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校猪目分校 ワニブチショウガッコウイノシシメブンコウ				3		2		38		19		18		18		14		11		10		8		11		8		7		6		6		7		6		6		3		5		5		3		1		1		2		3		3		4		5		6		5		4		4		3		3		3		3		4		3		4		3		0		0		0		←統合？ トウゴウ

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		久多美村 クタミムラ				久多美小学校 クタミショウガッコウ				9		7		255		167		163		184		191		199		207		241		262		280		295		311		323		320		320		310		293		273		273		265		252		241		229		213		212		199		199		183		195		187		181		170		150		140		149		125		129		133		144		144		144		144		144		141

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		檜山村 ムラ				桧(檜)山小学校　 ヒノキヒノキヤマショウガッコウ				8		6		226		143		144		138		137		138		144		149		150		155		164		164		163		164		160		155		149		156		153		144		139		130		125		115		112		109		105		103		97		100		100		101		98		97		85		86		74		72		69		64		64		58		66		63

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		東村 ヒガシムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ				13		11		366		205		212		208		187		185		180		195		192		204		211		228		246		263		282		282		297		294		287		278		279		280		293		286		266		260		245		224		202		189		190		172		152		154		142		130		127		129		134		127		134		134		118		117

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				北浜小学校 キタハマショウガッコウ				8		6		229		168		171		184		181		179		177		171		167		145		143		139		126		126		107		104		97		67		101		98		97		87		88		79		75		71		72		76		74		72		67		59		61		61		59		63		57		53		46		44		34		31		27		22

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				塩津小学校 シオツショウガッコウ				8		6		100		71		64		64		58		56		54		54		52		56		58		54		49		47		45		37		32		35		29		25		24		21		19		17		18		22		19		18		17		14		14		14		13		11		10		11		11		9		11		14		15		16		13		13

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		佐香村 サカムラ				佐香小学校 サカショウガッコウ				14		12		391		263		257		253		239		231		230		235		230		242		237		235		229		204		199		187		181		179		183		175		161		156		153		147		144		149		151		154		147		145		138		124		110		102		85		79		67		62		54		51		45		44		41		38

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		伊野村 イノムラ				伊野小学校 イノショウガッコウ				10		8		241		129		134		144		133		144		147		159		157		170		185		179		170		165		161		147		140		139		149		147		139		134		128		122		102		95		101		105		108		109		111		98		86		77		72		74		79		83		85		75		66		61		57		48

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				窪田小学校				14		10		354		171		163		187		184		189		180		184		188		183		195		214		215		208		194		201		192		173		176		171		168		174		185		185		191		181		173		148		136		123		108		102		90		89		84		83		69		70		70		65		63		64		68		57

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東・西須佐村 ヒガシニシスサムラ				須佐小学校 サ																																274		280		277		270		261		237		213		208		207		194		204		204		209		194		179		175		157		160		144		136		137		116		110		107		106		110		103		109		97		88		80		77

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				橋波小学校 ハシナミショウガッコウ				9		6		113		38		38		―

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		西須佐村 ニシスサムラ				西須佐小学校 ニシスサショウガッコウ				12		10		335		163		147		145		133		131		127		134		127		124		131		129		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東須佐村 ヒガシスサムラ				東須佐小学校 ヒガシスサショウガッコウ				13		10		243		115		122		121		115		105		97		98		99		101		102		117		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田岐村 タチマタムラ				岐久小学校 キヒサショウガッコウ										219		209		129		211		212		226		239		246		255		270		272		258		268		252		266		261		260		266		258		226		248		232		225		221		210		203		201		189		183		178		163		153		149		142		134		133		143		132		128		130		138		129		121

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田儀村 タギムラ				田儀小学校 タギショウガッコウ				8		6		196		139		135		207		128		121		117		109		109		121		128		127		130		133		131		124		131		136		131		118		109		100		86		80		70		72		67		66		61		61		62		58		50		56		59		55		57		51		55		52		50		45		46		50

		出雲市 イズモシ		湖陵町 コリョウチョウ		江南村＋西浜村 コウナンムラニシハマムラ				湖陵小学校 コリョウショウガッコウ										453		439		452		431		423		441		464		479		483		499		507		526		522		526		507		489		476		458		432		412		393		364		364		339		335		343		336		320		320		326		318		292		303		307		307		301		310		315		298		306		305		296		286

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		大社町 タイシャマチ				大社小学校 タイシャショウガッコウ				29		23		889		789		797		801		800		796		783		810		787		799		804		778		748		727		702		655		628		572		545		491		481		459		434		413		404		383		373		371		350		325		318		322		303		295		306		306		298		285		279		288		262		259		258		271

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		荒木村 アラキムラ				荒木小学校 アラキショウガッコウ				15		13		478		416		421		451		448		464		493		535		557		560		569		586		578		548		534		500		481		171		463		462		428		429		414		407		395		386		390		394		385		370		388		378		363		363		356		346		321		320		322		336		347		373		398		400

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		遥堪村 ムラ				遥堪小学校 ハルタショウガッコウ				9		7		263		172		164		155		154		155		155		157		172		183		175		180		198		207		206		215		229		236		230		225		214		199		200		188		181		166		173		165		158		163		158		150		142		139		136		131		135		134		128		122		111		114		108		110

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		鵜鷺村 ムラ				鵜鷺小学校 ウサギショウガッコウ				8		6		142		54		51		53		45		39		43		44		37		29		30		29		23		23		26		26		23		18		18		10		7		6		3		3		2		2		1		2		3		2		2		4		6		7		7		9		10		8		9		7		5		5		5		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		日御碕村 ムラ				日御碕小学校 ヒノミサキショウガッコウ				9		6		134		149		149		154		143		138		140		141		141		134		128		119		113		108		97		98		99		97		93		94		86		76		67		67		63		59		64		67		75		68		67		63		52		48		39		35		33		28		27		19		17		15		13		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		荘原村 ショウバラムラ				莊原小学校 ソウハラショウガッコウ				23		19		718		578		562		599		613		643		663		670		671		675		674		682		671		653		649		606		599		571		552		554		547		545		519		511		511		501		486		472		477		490		483		470		486		497		505		491		461		463		447		410		395		393		398		380

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出西村＋伊波野村 デニシムライナミノムラ				西野小学校 ニシノショウガッコウ										528		518		498		518		496		517		560		571		593		621		645		663		682		679		672		654		622		603		578		566		579		594		613		623		628		648		636		635		632		628		617		624		618		644		651		668		686		690		685		658		653		663		653

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		直江村＋久木村 ナオエムラヒサギムラ				中部小学校 チュウブショウガッコウ										434		441		456		450		430		428		451		478		492		523		555		578		584		570		546		531		519		496		487		471		454		442		435		447		432		418		421		397		395		371		395		390		395		409		407		430		417		427		424		417		407		369		375

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出東村 デヒガシソン				出東小学校 デヒガシショウガッコウ				21		18		645		528		388		366		344		331		342		352		353		355		371		374		373		367		375		378		379		374		379		387		379		362		360		355		357		334		334		311		296		292		269		273		243		247		239		221		227		208		213		204		194		195		185		185

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		大東町 ダイトウチョウ				大東小学校 ダイトウショウガッコウ				19		16		610		510		500		519		527		512		516		547		543		526		510		500		492		474		436		416		407		384		366		338		320		316		303		300		283		285		276		284		285		290		294		304		306		285		274		272		257		242		242		244		245		238		241		246

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村＋幡屋村 ムラハタヤムラ				西小学校 ニシショウガッコウ																										334		333		342		353		363		363		370		364		364		359		338		331		332		304		287		259		243		226		207		204		200		197		196		202		190		179		169		172		170		165		169		163		174		173		162

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		佐屋村 サヤムラ				佐世小学校 サセショウガッコウ				11		9		316		160		164		167		171		179		182		197		192		200		206		202		210		197		190		194		183		182		172		176		164		151		145		135		136		133		125		120		110		108		94		85		81		78		84		73		81		85		91		90		90		89		88		86

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				阿用小学校 アヨウショウガッコウ				8		6		221		113		111		108		95		97		100		112		124		129		138		139		147		141		132		127		118		113		111		119		114		121		121		115		116		108		109		101		97		95		84		70		57		62		57		58		61		62		60		58		60		58		54		53

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				海潮小学校 ウミシオショウガッコウ				14		12		392		211		196		202		203		203		197		204		217		202		208		199		202		192		185		197		212		217		202		207		201		182		162		146		141		127		114		106		96		100		88		94		90		104		109		108		120		109		103		99		87		81		78		77

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				久野小学校 ヒサノショウガッコウ				9		7		235		115		102		86		77		67		67		70		68		72		76		69		71		68		66		68		72		87		83		84		86		80		70		64		62		55		58		56		58		53		54		51		44		37		33		30		26		24		25		23		16		15		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				塩田小学校				7		6		101		15		14		15		11		12		17		18		21		25		32		37		36		39		32		30		23		20		17		16		13		13		13		14		15		15		16		12		13		8		7		8		11		13		8		10		12		10		9

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村 ムラ				春殖小学校 ハルショクショウガッコウ				11		9		272		142		138		137		137		136		142		146		168		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		幡屋村 ムラ				幡屋小学校 ハタヤショウガッコウ				12		10		295		188		173		175		170		168		168		164		164		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		加茂町 カモチョウ		加茂町 カモマチ				加茂小学校 カモショウガッコウ				27		23		935		520		521		537		566		548		569		604		610		619		627		671		657		645		643		617		606		576		553		532		525		505		473		441		428		410		388		371		378		388		369		362		354		368		376		367		370		369		379		369		363		356		330		326

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		木次町 キスキマチ				木次小学校				21		17		606		552		520		514		510		485		465		482		486		481		455		460		461		436		369		339		329		336		319		305		289		283		263		251		223		210		214		192		213		209		211		219		216		208		207		203		194		192		186		174		170		170		177		181

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		斐伊村 アヤルイムラ				斐伊小学校 ヒイショウガッコウ				8		6		150		133		125		126		130		130		130		145		159		148		161		165		155		161		165		162		164		156		161		168		183		187		189		185		181		175		169		159		155		147		144		129		130		133		137		140		137		152		140		125		127		133		140		126

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				寺領小学校 ジリョウショウガッコウ				11		9		311		151		141		129		131		120		121		126		137		149		142		163		165		174		192		189		202		188		188		175		148		141		136		131		122		121		112		115		111		105		111		90		86		75		72		73		69		66		63		67		68		66		61		62

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				西日登小学校 ニシヒノボリショウガッコウ				9		7		245		152		145		129		114		101		90		78		72		74		81		84		94		102		123		121		110		102		101		103		106		112		115		123		127		125		118		113		109		93		86		81		78		71		72		70		73		63		59		57		53		49		46		43

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		温泉村 オンセンムラ				温泉小学校 オンセンショウガッコウ				8		6		186		29		110		103		101		90		84		86		81		78		81		86		85		77		80		73		69		62		66		61		56		50		50		53		48		51		43		45		40		34		27		20		21		21		20		23		22		24		19		15		12		11		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		三刀屋町 ミトヤマチ				三刀屋小学校 ミトヤショウガッコウ				17		15		556		432		425		413		417		419		434		435		437		465		462		460		460		458		470		459		449		441		443		442		416		397		387		366		343		322		314		292		292		284		287		280		283		306		286		280		302		289		290		278		281		300		278		268

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		飯石村 イイシムラ				飯石小学校 メシイシショウガッコウ				8		6		196		98		91		89		96		93		91		94		92		101		103		106		106		114		122		118		109		102		102		92		81		74		76		69		64		56		51		48		48		49		45		50		48		50		42		40		37		34		34		27		27		28		27		23

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校 ナベヤマショウガッコウ										176		160		148		128		119		114		107		111		110		122		133		137		141		152		154		142		164		164		150		135		130		123		121		107		109		107		91		91		96		103		97		100		109		103		94		86		82		69		69		58		54		53		56

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		中野村 ナカノムラ				中野小学校 ナカノショウガッコウ				8		6		204		91		82		73		71		64		66		75		76		88		84		85		85		85		78		75		81		79		82		83		79		77		73		63		54		37		33		29		29		26		23		27		30		27		25		23		22		20		16		15		16

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校根波分校 ナベヤマショウガッコウミネナミブンコウ				5		4		64		37		35		36		38		34		36		35		36		37		43		44		43		45		40		35		36

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ				9		7		271		190		170		162		145		137		126		122		130		124		132		132		126		120		110		113		102		114		114		118		124		132		135		121		121		115		101		85		81		77		73		65		60		55		52		47		40		38		32		26		32		27		31		30

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		田井村 タイムラ				田井小学校 タイショウガッコウ				8		6		158		86		78		75		77		71		72		73		72		74		72		71		70		76		68		76		73		72		68		65		69		56		49		53		56		50		46		59		66		59		55		57		59		45		38		36		38		35		29		31		34		32		26		26

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校民谷分校 ヨシダショウガッコウミンタニブンコウ				4		3		56		35		38		33		31		27		25		25		20		18		18		21		20		19		22		26		26		25		23		22		21		22		23		22		23		22		21		17		15		15		14		12		14		13		13		10		10		8		5		5		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		掛合村 カケヤムラ				掛合小学校 カケアイショウガッコウ				14		11		353		199		196		184		177		157		157		159		151		154		144		151		153		150		152		154		152		145		146		145		141		144		158		152		146		140		135		135		120		115		112		109		98		95		94		92		172		170		171		160		149		147		146		158

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		多根村 タネムラ				多根小学校 タネショウガッコウ				8		6		149		82		77		62		61		55		56		61		57		65		63		57		52		44		47		39		44		47		48		50		57		58		58		52		52		54		48		42		32		30		26		23		19		19		23		25		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		松笠村 マツカサムラ				松笠小学校 マツカサショウガッコウ				8		6		128		55		48		41		37		36		34		33		41		51		56		62		70		70		67		59		56		51		47		41		34		31		23		19		15		16		18		17		24		25		26		22		22		24		21		19		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ムラ				波多小学校 ハタショウガッコウ				8		6		203		93		77		59		55		51		47		44		45		51		49		42		35		38		41		37		45		46		49		47		42		41		35		36		34		37		34		35		33		30		26		20		19		18		17		16		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ハタムラ				入間小学校 イルマショウガッコウ				8		6		142		71		63		62		59		43		34		30		31		28		25		25		27		32		30		27		26		28		24		24		25		25		28		26		22		22		21		21		15		14		13		14		13		14		15		14		←統合 トウゴウ

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		布施村 フセムラ				布勢小学校 フセショウガッコウ				13		11		348		193		194		190		180		178		168		170		167		160		158		154		153		140		141		132		132		122		119		129		122		129		119		116		107		94		95		86		89		83		92		88		88		85		86		83		74		67		65		57		50		51		52		53

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				三成小学校 ミツナリショウガッコウ				15		13		408		265		287		270		271		260		277		301		281		290		268		267		244		208		197		176		170		162		169		162		174		166		171		182		178		183		177		175		163		151		141		139		146		151		147		144		136		131		112		106		108		100		89		90

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				高尾小学校 タカオショウガッコウ				4		3		51		37		34		33		32		29		26		25		29		29		26		31		33		33		29		27		31		26		22		21		20		20		18		17		19		18		19		18		19		21		18		17		17		17		17		14		16		16		14		13		12		11		11		10

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				亀嵩小学校 カメカサショウガッコウ										95		105		101		110		99		102		109		101		111		110		116		115		118		120		120		119		103		98		85		80		75		72		71		62		63		64		57		56		60		61		56		55		53		49		50		43		40		39		42		40		36		39		38

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				高田小学校 タカダショウガッコウ										41		35		32		33		29		30		25		29		27		29		35		40		47		48		54		54		54		53		53		55		51		51		53		50		44		36		35		31		27		28		25		25		21		23		20		16		17		17		18		18		13		11		9		←統合 トウゴウ

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		阿井村 アイムラ				阿井小学校 アイショウガッコウ										215		199		181		170		179		174		179		198		210		213		207		217		216		203		191		174		169		152		160		150		154		153		158		156		161		161		153		159		145		141		120		124		116		100		98		93		86		75		65		71		59		59		65

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三沢村 ミサワムラ				三沢小学校 ミサワショウガッコウ				8		6		186		95		80		88		90		87		85		86		97		88		85		89		89		81		72		67		62		53		50		52		52		53		50		56		56		55		52		50		47		47		47		42		36		37		32		32		31		33		35		34		31		32		28		24

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		鳥上村 トリウエムラ				鳥上小学校 トリウエショウガッコウ				10		8		262		116		110		104		101		105		100		97		93		92		96		92		99		104		100		103		101		106		100		105		108		106		103		99		99		89		93		88		87		87		83		84		65		58		50		39		35		29		29		29		36		46		44		44

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		横田町 ヨコタマチ				横田小学校 ヨコタショウガッコウ				17		14		553		322		313		309		319		300		395		321		331		346		337		332		334		341		322		308		317		313		283		270		270		275		251		262		254		239		228		210		202		189		185		178		173		177		169		180		181		170		155		144		137		129		121		121

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		八川村 ヤカワムラ				八川小学校 ヤカワショウガッコウ				13		11		341		184		166		153		167		151		154		149		150		142		132		128		133		137		144		141		152		157		156		150		137		135		131		134		120		112		116		104		96		87		91		94		90		89		86		95		81		72		65		61		57		46		42		46

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		馬木村 ウマキムラ				馬木小学校 ウマキショウガッコウ										181		181		184		174		157		159		160		153		153		149		150		152		150		156		156		145		157		152		154		144		127		124		117		107		107		101		98		94		94		91		84		85		87		86		82		86		81		82		78		72		68		63		62

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校 トンバラショウガッコウ				15		13		425		169		180		159		159		137		141		160		145		158		154		156		174		165		168		159		155		156		148		159		153		153		153		151		153		150		150		149		154		142		131		120		107		96		87		83		78		73		74		80		76		81		72		73

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校 シショウガッコウ				8		6		212		102		91		96		61		50		54		53		48		51		60		61		52		51		45		39		34		37		32		24		23		25		23		21		21		21		15		20		35		41		35		33		34		31		27		19		19		21		19		17		19		20		17		18

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校都加賀分校 トカガブンコウ				2		2		40		8		―

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校角井分校 カクイブンコウ				58		4		67		25		21		21		16		13		11		14		13		17		19		20		17		19		24		26		29		32		36		34		31		27		23		20		20		21		19		16		←本校へ統合 ホンコウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		赤名町 アカナマチ				赤名小学校 アカナショウガッコウ				12		10		320		163		164		151		146		131		130		143		145		150		161		164		162		149		150		152		132		123		122		115		103		106		108		104		94		88		87		79		82		80		75		77		79		82		77		79		80		79		73		73		64		56		56		64

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				来島小学校 ライシマショウガッコウ				10		8		247		128		121		107		110		105		96		94		103		106		124		129		134		139		134		133		121		118		110		108		105		99		102		100		108		102		98		94		87		82		70		59		51		79		71		73		77		77		78		79		80		72		65		66

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				小田小学校 オダショウガッコウ				8		6		126		64		59		59		58		53		52		54		51		46		50		53		45		42		38		39		39		46		44		45		44		49		39		34		32		27		28		20		25		23		23		25		25		←来島小に統合 キジマショウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		谷村 タニムラ				谷小学校 タニショウガッコウ				6		5		88		56		44		39		31		28		28		31		36		36		35		36		32		34		32		28		25		22		23		20		16		17		19		20		18		18		17		14		12		15		10		11		11		←来島小に統合？ キジマショウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（浜田町） ハマダチクハマダマチ				原井小学校 ハライショウガッコウ		×		32		26		1023		911		882		893		886		869		852		876		868		844		790		748		703		652		594		542		508		480		472		448		416		377		360		334		337		337		328		304		293		299		275		260		251		259		252		221		213		217		218		223		205		215		201		198

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（原井小を分離） ハマダチクハライショウブンリ				雲雀丘小学校 クモスズメオカショウガッコウ		×		8		6		151		117		100		95		89		83		85		86		82		67		76		75		64		68		66		72		64		74		102		112		129		140		151		169		150		169		164		161		143		147		137		137		127		126		127		125		132		135		131		123		113		109		93		87

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（浜田町） ハマダチクハマダマチ				松原小学校 マツバラショウガッコウ		×		21		17		609		500		517		493		488		641		701		710		712		680		633		638		607		572		533		492		480		431		410		388		375		365		341		353		332		316		298		278		266		255		238		236		222		211		182		169		170		179		191		199		202		204		208		184

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				石見小学校 イワミショウガッコウ		×		27		23		966		1014		1030		1089		1109		1024		1008		1124		1173		1181		1228		1231		1181		1123		1031		977		958		902		894		856		606		589		547		519		525		487		509		495		488		498		485		480		460		465		460		430		422		401		392		403		395		404		395		383

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川地区 ミカワチク				美川小学校 ミカワショウガッコウ		×		8		6		165		131		121		116		113		109		150		173		191		211		234		243		246		253		241		241		229		222		215		208		187		180		164		162		131		126		121		113		117		113		117		125		130		132		120		113		112		96		98		92		85		87		74		66

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		周布地区 スフチク				周布小学校 シュウフショウガッコウ		×		15		13		468		355		350		360		387		372		391		403		432		445		449		456		446		444		461		460		459		463		446		464		441		443		437		429		433		381		393		397		383		361		343		356		349		343		330		343		331		326		334		327		333		332		321		327

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		長浜地区 ナガハマチク				長浜小学校 ナガハマショウガッコウ		×		16		14		572		631		605		607		625		636		637		652		695		714		689		682		681		669		660		615		605		588		536		522		499		489		433		420		421		408		379		349		351		353		336		325		350		334		324		297		305		289		280		284		289		274		261		261

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				国府小学校 コクフショウガッコウ				15		13		413		403		412		424		406		399		417		418		414		416		440		446		445		435		422		418		394		368		351		354		335		301		313		321		325		315		298		312		299		288		269		256		262		249		243		239		226		222		199		208		218		232		229		332

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				三階小学校 サンカイショウガッコウ		×																																												新設→ シンセツ		284		298		304		307		308		321		330		330		325		328		342		341		336		328		314		298		269		253		245		243		245		243		245		244

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				上府小学校 カミフショウガッコウ				8		6		128		69		63		50		56		53		58		58		70		67		74		85		92		101		96		104		99		107		106		104		108		110		102		101		107		96		92		89		91		89		80		72		67		60		49		57		61		61		74		76		80		80		89		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		有福村 アリフクムラ				有福小学校 アリフクショウガッコウ				7		6		93		41		41		48		53		55		55		51		57		54		53		49		53		52		60		53		46		40		37		31		34		35		40		37		38		36		29		25		20		19		21		21		17		15		14		13		12		11		9		11		11		15		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				宇野小学校 ウノショウガッコウ				6		5		86		55		52		48		44		41		41		37		33		34		31		34		31		30		33		28		27		22		21		25		24		28		30		34		37		30		27		26		21		23		21		21		22		20		16		13		9		9		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				後野小学校 ノチノショウガッコウ				5		4		71		38		39		36		33		31		34		38		38		37		39		42		45		46		54		60		57		54		48		49		36		28		28		28		31		26		32		34		32		30		30		27		23		20		21		20		13		16		16		15		11

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		金城村 カナギムラ				佐野小学校 サノショウガッコウ				7		5		86		35		33		31		40		39		42		48		50		58		62		68		69		74		75		70		57		49		50		37		32		30		29		29		25		30		29		27		30		25		22		19		23		20		16		19		21		18		15		15		14

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川村 ミカワムラ				美川西小学校 ミカワニシショウガッコウ				7		6		93		32		33		34		34		34		※美川小に統合 ミカワショウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				長見小学校 ナガミショウガッコウ		×		4		3		45		35		33		31		33		29		26		27		27		29		26		22		23		21		53		22		21		22		20		18		←統合？ トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				細谷小学校 ホソヤショウガッコウ		×		8		6		102		44		37		32		31		28		26		26		24		31		31		30		30		30		39		30		31		36		32		30		←統合？ トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		雲城村 クモシロムラ				雲城小学校 クモシロショウガッコウ				9		8		269		153		148		145		153		162		172		171		183		209		220		216		245		215		212		194		194		194		196		202		190		190		197		204		186		184		186		190		177		166		165		147		143		125		129		141		145		151		142		153		149		151		144		145

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				今福小学校 イマフクショウガッコウ				8		6		142		55		55		61		59		55		46		53		54		51		59		66		78		88		89		91		83		77		77		72		70		71		72		65		61		55		55		48		41		38		33		31		28		28		63		59		52		52		43		42		41		40		41		43

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校 ナミサ				11		8		190		81		66		61		63		53		43		48		45		48		49		54		55		67		71		71		65		61		57		46		50		42		41		40		39		38		33		28		26		23		23		23		27		23		22		28		27		27		21		22		24		16		18		16

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				美又小学校 ミマタショウガッコウ				8		6		115		59		59		54		53		48		46		37		36		39		41		39		38		41		38		41		41		46		47		45		44		38		31		29		27		27		28		25		27		28		33		31		29		23		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				久佐小学校 クサショウガッコウ				8		6		199		37		46		42		45		35		39		41		43		53		53		64		64		64		60		53		49		46		44		41		39		38		44		38		41		40		41		34		26		22		19		14		14		17		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				小国小学校 オグニショウガッコウ				5		4		64		―		―																						33		26		28		25		28		39		30		30		28		27		24		19		17		15		12		11		9		7		5		6		6		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校小国分校 ナミサショウガッコウオグニブンコウ								―		26		23		17		15		15		18		17		21		24		26		31		30

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校若生分校 ナミサショウガッコウワカイブンコウ								―		6		4		2		2

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		今市村 イマイチムラ				今市小学校 イマイチショウガッコウ				11		8		218		93		92		95		100		106		103		107		111		117		121		130		134		146		139		129		117		101		98		92		81		80		85		89		86		83		77		69		62		50		50		45		51		51		54		52		54		71		71		88		89		95		114		116

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		和田村 ワダムラ				和田小学校 ワダショウガッコウ				8		6		148		60		55		47		42		49		54		51		49		56		41		43		41		40		43		43		48		54		60		56		60		55		53		48		40		42		36		34		31		29		28		20		17		15		14		12		13		12		14		16		13		12		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ																						おそらく新設→ シンセツ		39		33		31		31		28		23		26		24		21		19		20		23		24		25		23		27		34		34		30		30		26		23		16		14		14		12		14		15		17		15		16		16		12		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		木田村 キタムラ				木田小学校 キダショウガッコウ				6		5		96		34		32		38		36		32		30		33		38		28		55		47		43		47		31		34		34		36		34		36		38		34		32		28		22		21		19		17		15		15		17		16		16		19		16		17		17		12		12		9		8

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				都川小学校 ミヤコガワショウガッコウ				8		6		149		―												おそらく新設→ シンセツ		47		45		35		39		42		37		34		27		26		26		18		16		14		19		17		17		22		20		26		22		21		20		15		15		11		8		5		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ										97		62		92		96		90		85		83

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ						弥栄小学校 ヤサカショウガッコウ																																																																		統合新設→ トウゴウシンセツ		90		89		82		83		77		71		77		81		66		63		58		55		47		39

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				安城小学校 アンジョウショウガッコウ				16		13		240		86		105		103		96		100		102		97		90		89		80		72		72		71		69		68		67		71		70		64		63		56		59		49		47		42		52		46		48		52		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				西分校 ニシブンコウ										27

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				杵束小学校 キネツカショウガッコウ				38		26		159（37）		79		86		83		82		70		69		66		61		59		57		58		63		60		59		58		63		54		50		47		49		51		41		43		39		44		41		35		38		39		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				田野原分校 タノハラブンコウ										21		23		22		18		17		13		7

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三隅町 ミスミマチ				三隅小学校 ミスミショウガッコウ				14		11		348		258		265		280		218		213		219		233		238		248		249		257		248		249		242		249		253		240		225		220		211		192		187		176		171		349		318		314		285		258		267		258		250		228		228		224		226		207		188		191		176		200		193		194

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		岡見村 オカミムラ				岡見小学校 オカミショウガッコウ				12		10		295		166		160		157		160		152		150		145		142		140		137		143		141		127		119		115		110		103		112		107		112		113		104		119		123		131		120		104		110		105		89		73		62		57		56		54		55		54		56		59		60		60		58		55

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校 イノショウガッコウ				15				242		119		110		96		101		102		97		104		114		114		110		114		111		92		89		79		75		60		64		64		53		62		58		55		40		39		38		29		23		29		31		32		28		28		25		16		16		17		18		17		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校室谷分校 イノショウガッコウムロヤブンコウ				　　―		　　―		　　―		26		本校化？ ホンコウカ						18		18																														分校扱い→ ブンコウアツカ		8		10		7		8		8		6		7		9		10		9		8		9		9		8		8		8		10		11		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三保村 ミホムラ				三保小学校 サンホショウガッコウ				13		11		318		169		161		165		152		149		163		186		196		210		219		224		220		229		216		194		198		193		179		162		168		167		156		150		138		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				室谷小学校 ムロヤショウガッコウ												23		21		17		18		18		18		26		22		20		17		17		15		12		14		19		19		16		11		10		9		→分校化 ブンコウカ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				三隅南小学校 ミスミミナミショウガッコウ														―		60		59		51		54		48		50		45		43		43		35		38		34		30		26		27		28		29		28		28		27		21		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		大麻村 オオアサムラ				白砂小学校 シラスナショウガッコウ				4		3		56		54		51		38		35		25		26		22		21		17		16		17		16		15		13		19		19		26		32		34		45		41		46		41		36		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				芦谷小学校 アシヤショウガッコウ				8		6		96		22		―

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				黒沢小学校 クロサワショウガッコウ				4		3		48		17		13		9		―

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大田町 オオダマチ				大田小学校 オオダショウガッコウ				26		23		900		884		914		909		905		898		889		905		925		982		985		970		959		965		956		889		844		806		764		770		749		751		724		701		705		660		630		592		619		599		581		585		564		566		555		561		522		530		529		522		507		514		524		520

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		長久村 ナガヒサムラ				長久小学校 チョウキュウショウガッコウ				11		9		284		172		162		168		163		167		184		189		208		221		240		252		244		243		238		242		246		242		253		254		242		230		237		221		207		188		180		175		155		150		141		143		145		146		137		144		169		179		179		182		183		177		168		159

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		五十猛村 イソタケムラ				五十猛小学校 イソタケショウガッコウ						12		374		200		178		170		152		144		153		160		161		169		158		159		150		148		142		143		165		166		174		179		179		182		164		154		147		136		139		133		128		118		111		107		94		85		72		67		57		56		51		46		43		43		45		43

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		静間村 シズマムラ				静間小学校 シズマショウガッコウ				9		7		268		181		182		173		162		158		158		171		160		177		176		172		177		172		177		162		164		169		163		154		152		147		144		138		127		128		118		117		104		99		96		90		86		83		77		73		68		61		63		56		50		56		58		63

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		鳥井村 トリイムラ				鳥井小学校 トリイショウガッコウ				8		6		174		206		102		89		94		91		90		88		92		91		101		99		104		112		105		112		104		102		105		106		117		112		121		126		122		111		105		95		86		83		88		83		81		83		77		70		67		65		61		61		53		55		51		52

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久手町 クテマチ				久手小学校 クテショウガッコウ				20		16		813		416		412		406		414		414		434		461		468		480		491		495		498		495		490		481		481		466		456		454		446		431		439		436		417		415		391		376		339		326		308		278		273		258		240		220		220		225		225		223		220		223		210		209

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村＋波根東村 アサヤマムラハネヒガシムラ				朝波小学校 アサナミショウガッコウ																																																新設？→ シンセツ		158		140		130		123		120		124		124		111		107		102		93		88		91		95		96		89		99		100		99		101		118		118		109

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				北三瓶小学校 キタサンベショウガッコウ				8		6		169		72		66		66		75		75		75		70		69		69		59		57		57		51		58		61		59		56		55		50		39		35		32		32		30		33		32		29		25		25		27		26		35		30		32		32		30		30		27		29		26		24		20		15

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				志学小学校 シガクショウガッコウ				8		6		178		100		94		88		87		91		90		96		104		102		95		95		97		100		88		85		77		67		61		52		50		47		52		53		54		54		53		46		41		36		32		26		25		31		26		32		31		31		26		20		22		21		22		21

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				池田小学校 イケダショウガッコウ				8		6		189		123		124		122		107		109		107		110		107		92		94		90		102		96		91		100		100		96		89		89		100		95		94		86		84		81		67		70		67		65		55		51		44		34		28		28		25		30		32		31		34		31		28		22

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		川合村 カワイムラ				川合小学校 カワイショウガッコウ				12		10		324		197		206		213		224		225		228		236		223		329		227		231		232		233		219		200		199		197		187		180		174		161		147		148		158		152		133		136		132		124		112		103		105		101		94		95		92		86		78		72		71		75		74		75

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村＋大屋村 クリムラオオヤムラ				久屋小学校 ヒサヤショウガッコウ																																														新設？→ シンセツ		132		122		113		107		113		111		97		93		78		72		57		54		51		54		61		60		60		61		62		62		68		70		65		57

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大森町 オオモリチョウ				大森小学校 オオモリショウガッコウ				7		6		90		60		45		43		34		26		27		23		27		22		27		35		42		44		45		45		43		40		38		36		35		39		37		35		31		34		32		28		31		25		23		16		20		15		12		13		10		12		12		17		21		20		19		19

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村＋祖式村（＋大代村） ミナカミムラソジキムラオオシロムラ				高山小学校 タカヤマショウガッコウ																																										84		84		83		82		89		88		88		83		76		77		66		65		53		47		44		38		42		34		40		45		45		41		34		39		41		40		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大家村＋八代村 オオヤムラヤシロムラ				大代小学校 オオシロショウガッコウ				8		6		208		93		91		83		83		79		71		67		61		56		49		53		51		40		42		44		48		47		46		43		39		36		29		28		27		25		26		24		26		23		21		25		23		24		18		15		13		13		9		6		←統合 トウゴウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				大田小学校野城分校 オオダショウガッコウノジロブンコウ				1		1		13		7		3		2		2		2		1		1		4		7		3		6		8		6		5		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		5		3		2		2		0		2		2		0		休校 キュウコウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		富山村 トミヤマムラ				富山小学校 トミヤマショウガッコウ				8		6		164		111		108		92		97		88		83		80		74		68		58		58		52		49		50		54		52		45		52		50		46		43		45		50		44		48		45		28		48		51		47		40		37		33		31		25		27		26		26		22		20

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		波根東村 ハネヒガシムラ				波根小学校 ハネショウガッコウ				11		9		279		197		182		172		167		163		160		164		166		171		174		176		175		163		165		169		162		159		152		145		128

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ				8		6		141		54		50		47		48		60		62		64		66		72		64		58		55		55		55		57		59		55		52		58		55

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村 ミズカミムラ				水上小学校 ミズウエショウガッコウ				8		6		153		100		89		83		82		79		76		84		82		74		76		73		69		60		63		56		53

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		祖式村 ソジキムラ				祖式小学校 ソシキショウガッコウ				8		6		141		73		69		75		61		56		55		54		48		40		40		41		41		42		35		37		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村 クリムラ				久利小学校 ヒサリショウガッコウ				9		7		261		184		142		141		124		115		104		115		108		108		107		114		117		109		121		116		128		120		121		114

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大屋村 オオヤムラ				大屋小学校 オオヤショウガッコウ				8		6		123		70		63		56		52		48		45		42		38		40		34		38		42		37		42		41		42		35		33		31

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		山口村 ヤマグチムラ				北三瓶小学校佐津目分校 キタサンベショウガッコウサツメブンコウ				1		1		10		6		4		3		3		2		1		2		3		3		2		1		2		3		3		3		1		0		1		2		1		1		1		2

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		温泉津町 ユノツマチ				温泉津小学校 ユノツショウガッコウ				12		10		323		187		188		146		148		132		137		138		132		123		118		122		114		107		106		106		103		95		106		114		108		102		99		98		82		86		87		91		92		95		96		90		86		76		64		61		57		55		53		103		102		103		97		86

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		福光村＋福浦村 フクミツムラフクウラムラ				福波小学校 フクナミショウガッコウ										132		133		122		117		106		101		97		83		85		79		76		80		77		67		58		54		49		48		50		51		56		61		68		71		74		76		74		61		55		43		34		21		21		21		17		18		19		25

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		井田村 イダムラ				井田小学校 イダショウガッコウ				10		8		271		125		125		99		91		95		102		94		99		91		91		89		77		70		59		56		50		46		54		58		56		54		53		49		44		46		47		45		41		38		37		35		27		27		25		21		22		19		21

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		湯里村 ユサトムラ				湯里小学校 ユサトショウガッコウ				9		7		202		109		110		87		85		73		62		67		65		70		64		68		67		57		52		51		50		46		45		51		52		52		45		49		48		39		33		28		33		29		31		32		35		32		27		29		23		19		15

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		仁万町 ニンマンマチ				仁万（摩）小学校 ニママショウガッコウ				14		12		453		300		293		279		274		268		479		477		475		476		465		467		449		431		415		382		380		366		369		385		374		355		335		313		300		281		272		262		246		242		245		230		224		234		228		212		196		206		198		202		200		199		194		174

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		馬路村 マジムラ				馬路小学校 マジショウガッコウ				8		6		217		105		99		84		79		70

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		大国村 オオグニムラ				大国小学校 オオクニショウガッコウ				8		6		153		61		54		55		53		51

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		宅野村 タクノムラ				宅野小学校 タクノショウガッコウ				8		6		183		100		99		105		99		93

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				郷田小学校 サトタショウガッコウ				19		16		597		488		476		460		440		425		422		411		375		359		368		377		343		314		320		311		270		247		226		217		189		187		187		163		166		172		164		158		140		133		130		110		113		98		89		94		84		90		85		99		106		112		123		116

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				渡津小学校 ワタツショウガッコウ				13		11		309		256		260		267		269		264		280		273		279		270		266		268		246		234		221		213		187		172		171		160		147		132		137		146		141		135		121		117		112		98		97		106		111		124		128		140		140		140		134		128		118		116		109		102

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村・浅利村・黒松村・波積村 ツチムラアサリムラクロマツムラハヅミムラ				江津東小学校 ゴウツヒガシショウガッコウ																								308		310		325		330		335		355		336		315		313		286		287		265		243		244		234		240		218		216		221		211		195		184		183		174		179		163		153		146		135		137		127		130		132		135		131		119

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		跡市村 アトイチムラ				跡市小学校 アトイチショウガッコウ				13		8（2）		282（39）		119		107		98		99		87		88		82		74		65		67		67		69		68		77		85		82		78		72		72		56		51		51		44		44		39		42		40		42		37		37		36		30		28		24		24		22		19		18		17		13		12		5		5

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		川波村 カワナミムラ				川波小学校 カワナミショウガッコウ										239		234		236		245		243		247		241		256		275		289		278		293		298		375		255		233		232		223		202		205		193		187		183		156		163		153		150		144		134		131		123		120		119		113		112		109		103		101		111		101		101		90		78

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都野津町＋二宮村 ツノヅマチニノミヤムラ				津宮小学校 ツミヤショウガッコウ				17		15		544		―		441		450		476		482		496		529		552		544		553		537		548		543		530		495		475		473		458		432		438		446		460		459		462		453		443		438		436		438		410		402		389		397		386		385		384		398		405		398		398		377		374		347

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				高角小学校 タカカドショウガッコウ										359		351		380		380		383		387		401		426		438		453		472		479		477		455		450		462		437		451		442		447		450		442		417		380		376		366		342		304		290		282		274		263		258		257		265		269		251		242		226		227		226		227		237

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		松川村＋川平村 マツカワムラカワヒラムラ				松平小学校 マツヒラショウガッコウ										147		138		131		118		110		107		97		104		119		135		144		142		140		134		119		102		101		96		94		90		96		90		73		70		61		52		46		37		38		33		27		26		23		20		21		19		20		18

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		有福村 アリフクムラ				有福温泉小学校 アリフクオンセンショウガッコウ				7		6		110		67		58		61		57		52		57		60		66		62		61		61		61		56		48		49		48		47		44		43		40		37		35		38		37		41		40		40		41		36		33		34		27		20		16		13		15		14		16

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		浅利村 アサリムラ				浅利小学校 アサリショウガッコウ				8		6		135		96		89		82		84		82		79		70

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		黒松村 クロマツムラ				黒松小学校 クロマツショウガッコウ				8		6		108		61		67		65		59		56		54		52

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		波積村 ナミツムラ				波積小学校 ナミツミショウガッコウ				8		6		178		99		97		99		93		86		76		73

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村 ツチムラ				都治小学校 ミヤコオサショウガッコウ				10		8		271		116		105		95		88		91		102		111

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		長谷村 ナガタニムラ				跡市小学校清見分校 アトシショウガッコウキヨミブンコウ								―		4		4		4		―

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		　※全村 ゼンソン				桜江小学校 サクラエショウガッコウ																																																																統合新設→ トウゴウシンセツ		183		178		183		181		183		160		153		154		145		149		131		121		111		114		106

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		長谷村 ナガタニムラ				長谷小学校 ハセショウガッコウ				8		7		127		55		50		43		45		38		38		36		26		22		17		15		12		7		9		3		8		12		14		17		17		21		26		25		24		26		27		22		22		22		21		17		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		市山村 シヤマムラ				市山小学校 イチヤマショウガッコウ				8		6		203		103		99		91		92		90		80		78		83		82		78		77		77		80		75		79		70		69		63		61		60		69		65		64		65		64		63		55		55		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川戸村 カワドムラ				川戸小学校 カワトショウガッコウ				8		6		154		83		81		80		82		90		90		99		92		89		89		82		72		63		66		63		67		67		70		65		68		66		62		56		50		48		47		42		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		谷住郷村 タニスサトムラ				谷住郷小学校 タニスミサトショウガッコウ				8		6		168		73		71		72		74		71		64		68		63		58		49		52		52		52		56		52		59		57		61		57		55		54		51		46		40		36		42		41		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川越村 カワゴエムラ				川越小学校 カワゴエショウガッコウ				10		8		253		107		104		97		93		95		86		80		84		78		72		70		74		69		65		64		65		55		59		53		60		60		51		51		44		47		43		38		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		川本町 カワモトマチ				川本小学校 カワモトショウガッコウ				16		13		500		384		373		359		370		361		341		339		332		324		343		334		325		305		290		279		238		219		232		224		222		205		202		207		189		176		155		133		121		113		108		102		104		106		95		106		97		104		99		92		139		139		137		136

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		川下村＋三原村＋三谷村 カワクダムラミハラムラミタニムラ				川本西小学校 カワモトニシショウガクコウ				8		6		218		201		105		114		114		105		108		114		120		109		101		99		98		92		80		82		81		78		75		72		73		73		72		73		64		57		58		56		60		52		52		51		53		53		50		47		40		37		38		36		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		三原村 ミハラムラ				三原小学校 ミハラショウガッコウ				9		7		210		108		108		97		103		91		85		79		79		83		75		80		75		78		77		74		67		62		68		59		57		50		48		49		40		36		29		29		29		29		30		29		28		26		22		17		16		12		11		11		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		　※全村 ゼンソン				邑智小学校 オオチショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		176		164		162		90		154		140		150		154		165		173		190		191

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		吾郷村 アゴウムラ				吾郷小学校 アゴウショウガッコウ				8		6		111		93		89		69		94		97		101		103		110		106		102		94		85		87		80		75		70		68		58		55		63		58		54		53		53		51		50		48		43		40		34		40		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校 ハマハラショウガクコウ				8		6		182		102		99		100		98		90		85		85		88		73		74		74		86		75		79		71		68		69		52		57		46		46		46		52		57		46		45		39		41		41		33		36		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		沢谷村 サワタニムラ				沢谷小学校 サワタニショウガッコウ				9		7		228		90		87		85		84		71		68		62		61		58		58		61		63		66		72		65		66		65		61		62		56		59		60		55		55		50		49		51		43		40		36		32		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		粕淵村 カスフチムラ				粕淵小学校 カスブチショウガッコウ				10		8		256		170		161		154		144		154		165		162		176		170		168		153		139		131		118		114		100		97		77		68		67		70		71		71		70		77		65		56		56		53		54		52		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				小松地小学校 コマツチショウガッコウ				6		5		82		31		33		33		32		31		35		38		37		37		32		34		30		31		29		31		30		24		23		20		20		17		18		19		20		22		22		23		22		20		19		16		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				君谷小学校 キミタニショウガッコウ								―		61		63		56		57		54		51		56		48		47		43		41		39		35		35		27		24		20		20		17		21		23		28		25		22		22		19		16		15		19		17		15		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校信喜分校 ハマハラショウガッコウシンヨロコブンコウ				3		2		43		11		11		10		9		8		8		8		7		9		9		9		8		10		11		12		11		13		14		15		15		13		13

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村＋都賀村＋布施村 ツガイムラツガムラフセムラ				大和小学校 ダイワショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		107		97		90		58		79		72		66		55		55		58		69		62

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村 ツガイムラ				都賀行小学校 トガギョウショウガッコウ				8		6		125		60		56		56		53		46		48		37		35		29		26		28		29		31		34		35		40		40		40		42		45		46		39		42		39		46		39		40		36		34		30		29		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀村 ツガムラ				都賀小学校 ツガショウガッコウ				13		10		282		132		136		124		123		110		109		103		104		101		97		102		100		94		89		84		78		77		76		75		69		71		73		69		72		69		70		69		65		64		61		59		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		布施村 フセムラ				宮内小学校 ミヤウチショウガッコウ										35		30		26		33		39		38		36		42		46		48		44		45		42		36		35		31		28		28		26		28		27		27		29		24		20		17		15		15		13		14		14		←統合 トウゴウ

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		口羽村 クチバムラ				口羽小学校 クチハネショウガッコウ				9		6		163		127		127		120		113		113		119		118		113		113		114		104		91		82		71		65		56		58		49		49		53		46		44		44		47		45		39		39		42		40		40		45		40		40		33		35		27		16		20		18		18		21		24		31

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校 アスナショウガッコウ				12		9		280		120		115		109		112		110		104		91		92		80		73		64		63		74		79		76		81		83		84		89		87		98		92		91		84		78		75		61		56		49		46		43		40		33		30		32		26		24		27		30		31		28		29		30

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校戸河内分校 アスナショウガッコウコカワウチブンコウ				2		2		36		13		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		高原村 タカハラムラ				高原小学校 タカハラショウガッコウ				10		7		254		149		144		135		137		138		131		125		121		121		112		104		117		110		108		94		94		93		84		75		77		75		76		72		80		77		80		76		77		79		66		63		55		57		59		61		63		62		54		51		47		40		38		38

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校 ミズホショウガッコウ										249		268		254		248		252		255		267		259		244		227		230		231		241		225		213		201		200		204		211		235		237		250		234		218		198		176		167		146		142		128		117		117		119		122		122		123		131		129		129		133		127		128		131

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ										31		34		32		28		31		36		35		34		37		44		44		45		47		44		46		39		41		36		36		32		29		32		29		33		31		33		34		31		32		28		30		26		21		19		18		19		15		16		18		19		22		23		23

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校久木分校 ミズホショウガッコウヒサギブンコウ				4		3		55		14		14		12		9		9		11		9		8		8		8		8		8		10		12		12		12		11		3		9

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		矢上村 ヤカミムラ				矢上小学校 ヤカミショウガッコウ				13		11		372		191		203		197		199		210		213		216		204		206		207		217		215		219		232		224		215		197		203		195		190		193		196		190		172		166		163		158		154		143		151		154		138		135		142		138		139		144		148		150		151		147		154		144

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日貫村 ヒヌキムラ				日貫小学校 ヒカンショウガッコウ				8		6		181		62		53		53		56		60		65		64		71		77		84		85		87		90		89		83		84		73		67		61		49		48		34		35		34		35		36		27		28		30		29		25		28		30		28		25		31		25		17		16		19		19		13		15

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		中野村＋井原村 ナカノムライハラムラ				石見東小学校 イワミヒガシショウガッコウ										194		206		200		199		198		200		208		209		216		231		228		221		217		213		203		188		182		187		183		178		179		183		180		181		177		169		144		139		136		128		116		103		109		101		100		103		95		94		104		102		95		81		75

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日和村 ヒワムラ				日和小学校 ヒヨリショウガッコウ				8		6		133		56		61		67		68		60		56		52		48		38		35		37		35		38		40		41		39		35		36		35		35		40		43		43		43		43		39		38		33		35		32		29		26		20		20		16		15		10		9

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				益田小学校 マスダシエキショウガッコウ				25		21		806		654		676		689		687		685		701		711		712		705		708		689		650		626		621		597		549		506		484		490		510		513		510		510		489		501		466		462		430		428		405		412		414		418		414		414		432		407		393		374		362		362		355		358

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				高津小学校 タカツショウガッコウ				25		21		903		788		804		825		817		827		846		893		943		985		1023		1023		1032		1017		981		924		899		850		825		818		787		766		748		720		697		645		586		543		531		510		506		514		506		529		549		551		579		567		559		563		514		518		483		462

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ				35		30		1239		1153		1190		1222		1235		1297		1362		1417		1488		1523		1542		1545		1542		1037		992		955		939		913		902		865		856		830		799		780		744		731		701		663		659		627		612		598		579		566		560		544		550		540		539		546		549		546		566		572

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田南小学校 ヨシダミナミショウガッコウ																																		449		436		403		361		341		324		329		320		314		297		292		271		246		252		234		233		240		237		221		212		194		190		181		184		175		182		189		186		192		190		185

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ				13		11		328		198		184		190		202		196		223		232		250		259		282		299		340		389		432		438		462		492		492		495		467		447		431		400		392		364		358		343		321		323		298		285		277		257		247		268		280		277		259		263		251		257		235		234

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校 カマテショウガッコウ				16		12		447		270		269		259		237		232		231		237		238		238		238		238		234		231		227		231		219		225		216		213		201		193		192		172		166		167		142		140		133		126		115		99		100		85		77		73		67		67		65		65		71		80		79		81

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				真砂小学校 マスナショウガッコウ				8		6		124		51		46		43		37		29		30		29		37		34		37		42		46		50		43		48		42		38		34		28		31		28		30		28		20		21		14		13		15		9		11		16		16		12		16		18		19		17		18		18		16		18		16		15

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校 トヨカワショウガッコウ				8		6		124		89		83		93		87		87		85		90		90		89		94		89		81		78		67		58		49		39		41		48		51		52		58		71		75		75		70		77		81		72		66		76		73		73		66		71		68		68		69		66		59		47		45		41

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊田村 トヨタムラ				西益田小学校 ニシマスダショウガッコウ										434		434		447		456		436		434		446		467		490		496		528		561		565		550		552		549		524		501		474		461		438		417		385		351		344		305		294		271		257		255		252		255		239		239		249		227		205		205		194		186		184		196		221

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				桂平小学校 カツラヒラショウガッコウ				8		6		164		70		58		55		46		44		52		50		63		70		80		78		76		76		65		59		46		43		42		36		33		36		36		32		34		33		32		27		22		18		19		19		17		15		19		23		22		22		23		21		24		21		21		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		大野村 オオノムラ				戸田小学校 トダショウガッコウ				8		6		147		125		126		115		126		124		135		133		142		164		161		159		164		159		160		157		153		166		160		153		147		145		131		113		100		95		86		77		83		83		75		74		75		73		69		68		84		82		72		69		69		68		62		65

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校 ナカニシショウガッコウ				10		8		243		138		139		140		135		122		119		134		130		139		153		144		150		135		132		124		132		135		131		139		135		140		139		131		129		114		119		118		112		121		118		112		106		100		88		74		72		68		73		76		75		81		97		107

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校内田分校 ナカニシショウガッコウウチダブンコウ				5		4		81		48		45		41		40		48		50		53		58		51		50		49		50		51		49		56		51		56		58		54		47		36		41		34		38		45		40		42		42		41		40		36		35		29		27		21		21		22		22		25		20		17		12		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		美濃村 ミノムラ				美濃小学校 ミノショウガッコウ				8		6		127		60		51		44		43		38		40		44		56		58		55		56		58		63		52		51		46		43		40		35		35		34		30		26		28		24		22		19		20		19		17		19		15		16		16		16		17		16		16		17		15		14		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校中垣内分校 ナカニシショウガッコウナカカキウチブンコウ				1		1		12		9		7		7		5		7		11		8		14		16		8		7		5		7		7		3		7		7		3		3		5		5		4		4		3		2		3		5		3		3		←本校に統合 ホンコウトウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校高島分校 カマテショウガッコウタカシマブンコウ				1		1		9		5		4		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		種村 タネムラ				種小学校 タネショウガッコウ				8		6		148		61		57		50		46		46		39		30		31		23		21		22		23		28		27		26		29		27		23		28		27		30		32		36		44		36		34		33		28		26		21		22		21		22		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		北仙道村 キタセンドウムラ				北仙道小学校 キタセンドウショウガッコウ				8		6		146		91		90		71		71		70		68		66		69		68		67		70		75		81		70		70		64		61		52		49		53		48		46		43		41		41		39		34		29		28		28		26		25		21		23

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		小野村 オノムラ				飯浦小学校 イイウラショウガッコウ				8		6		137		45		43		42		40		43		41		39		38		39		40		38		40		40		38		42		44		42		41		40		34		30		26		24		24		17		17		19		20		22		25		25		27		23		21		19

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				馬谷小学校 ウマタニショウガッコウ				4		3		57		22		21		18		15		15		14		14		13		13		15		11		10		11		10		8		9		12		11		8		9		9		8		6		7		6		7		7		5		6		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				柏原小学校 カシバラショウガッコウ				8		6		111		45		45		44		29		23		21		15		13		12		12		14		11		9		9		10		9		7		12		12		11		10		9		9		8		7		6		5		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校岩倉分校 トヨカワショウガッコウイワクラブンコウ				2		1		15		8		7		5		9		8		8		8		7		6		2		2		1		1		←廃校？ ハイコウ

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		東仙道村 ヒガシセンドウムラ				東仙道小学校 ヒガシセンドウショウガッコウ				9		7		138		118		103		106		96		90		99		104		107		117		126		124		125		121		117		117		107		97		89		85		80		79		83		83		79		70		70		64		60		64		63		65		72		67		71		67		65		59		53		48		40		38		35		34

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		都茂村 ミヤコシゲムラ				都茂小学校 ツモショウガッコウ				12		9		300		168		164		143		124		120		121		123		127		136		142		150		149		150		141		130		135		124		118		113		118		116		108		100		88		90		70		67		59		52		55		55		58		51		50		55		61		50		51		44		47		44		42		44

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		二川村 ニカワムラ				二川小学校 ニカワショウガッコウ				7		6		114		55		54		53		51		47		47		41		35		32		37		32		27		27		25		22		27		27		26		22		28		31		27		23		22		23		20		16		17		24		22		24		21		22		22		20		20		16		10		8		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				匹見小学校 ヒキミショウガッコウ				13		11		331		184		179		169		159		162		151		163		154		141		134		119		109		89		83		77		77		75		72		80		73		78		79		84		87		79		77		75		67		69		66		66		61		54		52		52		50		46		45		35		35		28		25		24

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				道川小学校 ミチカワショウガッコウ										―		31		30		24		21		14		13		13		8		10		10		14		16		21		22		21		20		20		19		17		18		16		14		10		9		5		3		2		4		3		4		5		6		6		4		3		4		5		6		7		14		9		7

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				澄川小学校 スミカワショウガッコウ				7		6		105		41		32		30		25		24		17		20		19		20		15		15		15		13		16		16		20		19		17		19		17		18		17		19		16		19		15		15		17		11		7		8		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				三葛小学校 サンカツショウガッコウ				4		3		47		35		39		20		17		17		15		14		12		13		10		7		8		6		7		7		8		7		8		7		8		9		8		7		4		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				石谷小学校 イシタニショウガッコウ				6		4		69		18		16		13		13		12		12		11		8		8		8		7		7		5		3		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				下道川小学校 シモミチカワショウガッコウ				3		2		32		10		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				赤谷小学校 アカヤショウガッコウ				3		2		37		9		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				元組小学校 モトグミショウガッコウ				5		4		57		19		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				内石分校 ウチイシブンコウ										11		11		8		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ				4		3		39		14		13		14		12

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ				津和野小学校 ツワノショウガッコウ				24		20		820		510		495		465		434		427		426		447		451		447		454		450		444		435		403		402		394		388		359		355		359		331		328		295		293		262		246		230		216		212		201		197		186		172		180		177		158		148		138		138		120		112		114		115

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		木部村 キベムラ				木部小学校 モクベショウガッコウ				9		7		256		97		89		92		83		79		78		77		81		81		69		70		76		73		67		63		72		66		65		71		70		71		66		63		60		50		45		35		30		24		24		26		24		27		25		22		21		21		23		19		16		22		21		19

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				畑迫小学校 ハタサコショウガッコウ				8		6		111		66		60		62		57		44		41		48		46		54		62		66		68		63		60		54		47		50		45		42		37		36		40		37		32		32		29		29		23		21		21		17		12		7		10		7		5		3		3		3		←統合 トウゴウ

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				名賀小学校 ナガショウガッコウ				3		2		36		25		21		19		15		16		12		11		11		11		11		10		15		12		13		14		13		14		12		15		13		14		15		15		14		13		12		11		10		7		6		4		6		4		←統合 トウゴウ

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				日原小学校 ヒバラショウガッコウ				17		15		535		328		323		297		295		305		301		310		317		321		321		309		296		276		262		242		233		231		221		226		222		232		226		230		218		190		183		166		155		148		140		139		133		134		126		120		131		119		110		102		94		89		76		80

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				青原小学校 アオハラショウガッコウ				8		6		134		62		60		58		57		69		76		74		71		76		70		71		74		77		75		75		78		85		75		78		77		75		74		65		70		65		56		51		40		41		34		37		42		41		51		49		46		41		30		29		27		28		31		29

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				左鐙小学校 サブミショウガッコウ				8		6		100		33		30		28		27		24		25		25		27		24		19		16		17		20		19		14		14		17		18		16		20		22		24		22		26		23		24		22		23		25		25		22		19		18		14		10		7		8		8		8		6		7		4		6

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校				12		9		126		26		30		32		28		23		24		23		21		25		23		22		18		22		23		26		28		30		30		28		26		24		24		18		15		16		17		14		12		9		14		12		11		12		11		12		7		7		6

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校日浦分校 ヒウラブンコウ										12		―

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		小川村 オガワムラ				商人小学校 ショウニンショウガッコウ				4		3		40		18		15		14		―

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				柳小学校				6		5		90		14		15		9		11		12

		津和野町 ツワノチョウ		日原町 ニチハラチョウ		？山口村 ヤマグチムラ				横道小学校　 ヨコミチショウガッコウ				4		3		50		12		13		8		10		9		13		16		16		17		18		18		17		15		12		10		7		5

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				柿木小学校 カキノキショウガッコウ				8		6		118		120		119		114		133		188		209		224		235		230		247		245		225		208		188		180		158		156		139		139		139		129		132		132		125		119		113		106		100		102		97		97		94		96		99		93		97		92		91		80		75		65		58		70

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		七日市村 ナヌカイチムラ				七日市小学校 ナノカイチショウガッコウ				12		10		293		181		179		165		164		154		155		150		145		144		143		140		143		140		141		130		130		136		130		137		122		120		112		107		106		100		101		93		95		94		87		80		85		82		79		77		74		74		66		72		65		63		65		68

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		朝倉村 アサクラムラ				朝倉小学校 アサクラショウガッコウ				8		6		129		94		81		74		66		61		67		70		75		81		73		71		66		58		55		59		58		59		58		56		55		57		53		46		49		46		39		39		34		37		35		41		43		45		46		41		35		30		31		31		30		30		27		30

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		六日市村 ムイカイチムラ				六日市小学校 ロクニチシショウガッコウ				14		12		385		220		222		221		222		214		230		248		242		220		212		222		212		221		227		214		214		205		205		189		185		185		167		177		181		179		179		166		177		161		148		145		130		125		110		103		95		93		86		79		85		89		93		88

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		蔵木村 クラキムラ				藏木小学校 クラキショウガッコウ				8		6		162		76		73		59		53		50		45		49		59		68		60		57		55		56		56		65		66		67		70		73		78		80		76		73		69		67		64		61		59		61		58		59		53		48		46		43		42		36		33		29		27		20		17		15

		吉賀町 ヨシカチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		？				長瀬小学校 ナガセショウガッコウ				4		3		55		10		10		10		9		7		7		8		7		9		8		8		7		5		4

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				福井小学校 フクイショウガッコウ				8		6		218		99		119		118		122		125		121		125		125		120		126		165		172		166		163		169		171		163		170		159		153		150		141		133		125		112		105		93		83		86		76		69		62		60		69		65		64		65		73		65		60		55		49		47

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				海士小学校 アマショウガッコウ				8		6		237		137		122		122		114		111		102		108		109		110		107		106		99		88		81		66		62		61		54		57		43		45		50		51		62		64		67		65		66		58		56		60		58		58		44		47		46		42		38		34		35		31		29		37

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				御波小学校 オナミショウガッコウ				5		4		81		27		22		22		18		15		17		21		18		18		18

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				知々井小学校 シショウガッコウ				8		6		107		21		18		12		11		8		8		7		4		7		8

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				崎小学校 サキショウガッコウ				8		6		143		43		37		33		29		27		23		21		17		16		14

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村＋浦郷村 クロキムラウラゴウムラ				西ノ島小学校 ニシシマショウガッコウ																																																																																				統合新設→ トウゴウシンセツ		111		101		97		94		91

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				美田小学校 ミタショウガッコウ				8		6		199		102		93		89		80		74		80		81		87		83		94		102		103		111		106		105		106		103		104		111		108		112		96		99		90		84		74		73		67		59		55		44		43		40		45		47		51		52		49		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				黒木小学校 クロキショウガッコウ										112		105		91		85		81		91		99		106		109		112		109		107		95		90		85		93		93		99		100		100		99		83		78		61		57		58		63		53		41		42		40		34		29		31		28		24		20		22		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				浦郷小学校 ウラゴウショウガッコウ										169		167		161		161		177		186		186		199		215		224		206		208		219		231		217		208		203		200		183		176		165		158		133		124		105		90		85		75		63		53		68		73		71		64		73		69		59		54		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				珍崎小学校（S49年浦郷から独立） チンザキショウガッコウネンウラゴウドクリツ				4		3		62		30		27		26		26		18		17		18		21		16		12		16		11		10

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		？				三度小学校 サンドショウガッコウ				4		3		42		21		19		16		14		11		9		12		8		9		6		4		3		2

		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ				知夫小学校 チブショウガッコウ				8		6		206		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				西郷小学校 サイゴウショウガッコウ				26		21		880		699		711		702		706		691		713		712		715		718		729		741		743		715		691		678		658		634		615		589		539		505		464		410		398		379		370		368		364		355		331		341		337		326		302		301		286		273		297		293		306		285		284		282

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				飯田小学校 イイダショウガッコウ				8		6		158		88		87		83		76		69		68		70		68		63		64		61		61		60		65		62		62		64		60		62		63		70		65		63		67		59		62		61		61		59		57		51		44		38		33		26		23		26		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				大久小学校 オオヒサショウガッコウ				6		5		82		45		38		41		40		33		27		28		22		18		18		19		24		25		28		24		26		25		19		16		15		18		24		22		22		28		27		22		15		12		17		10		10		7		8		10		11		8		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				中条小学校 チュウジョウショウガッコウ				9		7		242		125		118		113		106		110		121		127		144		144		158		166		160		155		154		160		144		133		129		125		112		106		101		98		98		85		80		79		74		70		65		70		70		65		72		74		76		80		73		69		65		57		58		54

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				有木小学校 ユウキショウガッコウ				6		5		88		43		45		44		46		47		44		56		62		61		76		90		97		112		136		150		154		161		173		172		180		183		178		151		133		129		131		123		114		104		105		95		98		96		89		66		71		70		69		80		79		78		76		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				磯小学校 イソショウガッコウ																																																																														84		82		83		94		84		74		73		74		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村＋布施村 ナカムラフセムラ				北小学校 キタショウガッコウ																																																																																		統合新設→ トウゴウシンセツ		46		45		42		44		52		42

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村 ナカムラ				中村小学校 ナカムラショウガッコウ				13		11		345		134		124		114		119		99		102		101		100		102		104		106		107		105		97		91		88		90		86		83		85		87		78		73		63		63		57		57		60		55		58		51		46		48		41		34		33		33		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		布施村 フセムラ		布施村 フセムラ				布施小学校 フセショウガッコウ				　　―		　　―		　　―		59		67		70		65		61		60		58		51		52		44		44		46		46		39		35		27		23		23		17		17		19		22		19		20		19		23		25		29		28		27		29		28		25		24		17		16		13		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				五箇小学校 ゴカショウガッコウ				14		12		405		170		160		153		165		153		178		179		192		192		201		191		181		174		166		165		165		176		184		181		176		180		172		170		158		163		166		159		158		146		134		124		108		111		93		96		85		74		85		76		83		76		79		85

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				都万小学校 トマンショウガッコウ				8		6		222		130		98		90		86		82		78		111		106		112		120		112		121		112		127		113		103		117		106		118		122		128		127		119		129		114		108		92		92		92		83		89		83		80		77		79		80		71		80		80		79		78		75		73

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校 ナグショウガッコウ				8		6		104		51		48		43		36		32		22		23		12		10		9		13		14		18		21		24		22		20		19		20		23		25		25		28		33		29		24		20		20		13		7		6		8		7		4		4		6		7		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校油井分校 ナヒサショウガッコウユイブンコウ										11		10		11		9		8		7

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				下西小学校 シモニシショウガッコウ				7		6		99		83		74		77		71		71		67		76		87		88		89		88		96		91		81		82		81		78		67		63		68		64		73		65		57		70		69		75		72		81		82		68		60		58		55

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				今津小学校 イマツショウガッコウ				8		6		120		38		33		26		29		24		26		29		29		27		23		28		35		32		26		28		29		27		26		24		28		24		20		16		16		16		16		15		17		20		22		16		16		12		13

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				加茂小学校 カモショウガッコウ				8		6		128		59		55		52		50		48		33		33		30		34		37		37		40		53		58		64		63		69		70		56		49		52		52		46		49		49		53		54		48		39		38		33		26		17		19

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				港南分校（港南小学校） コウナンブンコウコウナンショウガッコウ				4		2		49		12		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				津戸小学校 ツトショウガッコウ				4		3		60		33		31		31		23		18		16

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				蛸木小学校 タコキショウガッコウ				3		2		48		27		25		22		22		16		17

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				久美小学校 ヒサミショウガッコウ				4		3		46		20		23		20		16		17		15		13		11		11		10		8		8		6

										総計 ソウケイ				3790		3000		90096		65603		65336		64570		64431		64006		65589		67399		68679		69876		70477		70778		70049		68881		67078		64797		63069		61016		60155		59241		57132		55976		54665		53310		51462		49968		48462		46723		45507		44477		43426		42552		41622		40968		39977		39498		39179		38558		37999		37481		36653		36226		35602		35073

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																				65603		65336		64570		64431		64006		65589		67399		68679		69876		70477		70778		70049		68881		67078		64797		63069		61016		60155		59241		57132		55976		54665		53310		51462		49968		48462		46723		45507		44477		43426		42552		41622		40968		39977		39498		39179		38558		37999		37481		36653		36226		35602		35073





中山間抽出データ

		





作業データ

																				スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												非中山間地域 ヒチュウサンカンチイキ		1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ				教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		忌部村 インベムラ				忌部小学校 キベショウガッコウ										107		109		97		98		96		244		109		112		114		114		130		142		157		157		173		191		190		188		187		178		182		177		181		171		168		182		173		164		156		152		143		135		127		115		105		105		103		97		96		91		109		104		108

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大庭村 オオバムラ				大庭小学校 オオバショウガッコウ				14		12		363		541		577		655		680		684		795		894		968		1019		1048		1037		1044		1025		995		963		947		931		902		888		862		845		833		808		777		779		742		691		688		676		681		663		642		650		532		621		612		575		548		514		505		487		478		480

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		生馬村 イクマムラ				生馬小学校 イクマショウガッコウ				8		6		134		217		209		215		235		234		244		259		267		246		228		223		220		189		159		150		133		115		107		101		112		108		111		108		120		177		200		200		212		207		201		201		181		165		145		144		136		135		134		142		127		121		109		112

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		持田村 モチダムラ				持田小学校 モチダショウガッコウ										174		172		174		164		177		192		198		203		226		237		242		233		244		245		258		261		275		277		284		303		301		318		318		333		357		326		316		328		324		315		294		284		271		273		288		262		274		263		256		249		251		281		265

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				古江小学校 フルエショウガッコウ										184		178		184		199		190		200		194		205		217		237		246		249		266		247		244		234		256		305		322		370		386		401		405		397		403		369		366		364		334		306		286		276		245		226		220		229		222		211		247		246		258		247		243

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		本庄村 ホンジョウムラ				本庄小学校 ホンジョウショウガッコウ										310		320		327		308		278		288		285		288		271		256		267		242		246		235		250		255		252		255		236		234		204		204		190		171		174		159		159		155		150		150		158		149		150		153		146		140		127		121		118		100		95		94		93

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大野村 オオノムラ				大野小学校 オオノショウガッコウ				11		9		262		189		186		183		192		186		194		196		196		203		204		199		189		192		190		177		161		156		163		154		143		144		146		141		128		119		104		100		95		93		94		80		79		75		72		46		77		74		70		68		63		59		59		56

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				秋鹿小学校 アキシカショウガッコウ										168		181		184		184		177		288		192		182		170		159		159		148		146		156		146		142		140		150		144		132		132		128		118		113		101		99		97		98		89		81		84		76		75		74		76		77		72		88		80		70		64		64		67

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				中島小学校 ナカシマショウガッコウ				8		6		96		72		67		75		68		65		60		64		65		58		65		61		59		59		55		50		45		45		48		40		40		44		39		40		37		32		32		32		31		27		25		27		19		15		18		16		16		12		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				長江小学校 ナガエショウガッコウ										82		88		89		98		91		92		105		95		101		92		95		91		82		79		74		77		80		79		74		71		63		58		56		48		39		35		30		29		24		29		31		36		39		40		34		34		35		32		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校 エショウガッコウ				18		15		592		434		462		423		432		419		421		450		421		414		382		373		359		357		351		330		320		311		303		296		280		275		273		260		252		242		222		209		188		192		185		172		169		162		161		148		132		120		114		108		98		93		89		84

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		佐太村 サタムラ				佐太小学校 サタショウガッコウ				8		6		204		158		159		168		170		170		172		181		186		199		199		196		179		173		160		151		154		152		162		155		158		150		149		139		130		122		119		112		103		88		83		86		81		81		88		92		102		97		98		94		93		96		99		98

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武＋御津 コウブミツ				東小学校 ヒガシショウガッコウ												―		215		197		205		197		195		201		196		206		210		210		233		247		246		249		227		243		246		251		274		258		268		260		253		241		228		217		189		165		147		135		123		120		129		122		122		128		115		106		86		87		78

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校片句分校 カタクブンコウ				3		2		36		25		22		23		27		25		25

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武村 コウブムラ				講武小学校　 コウブショウガッコウ				8		6		244		168		157		―

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		御津村 オンツムラ				御津小学校 オツショウガッコウ				8		6		111		73		65		―

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦＋加賀＋野波 カガノナミ		3		島根小学校 シマネショウガッコウ																																																																								統合新設→ トウゴウシンセツ		170		168		152		160		154		156		155		152		146		143		136

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦村 ムラ				大芦小学校 オオアシショウガッコウ				8		6		184		87		83		87		98		98		114		107		114		112		99		97		93		98		99		94		94		96		100		96		87		84		88		86		75		78		74		74		72		67		70		62		62		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		加賀村 カガムラ				加賀小学校 カガショウガッコウ				8		6		191		119		112		106		110		115		113		125		124		119		122		114		108		104		102		110		103		106		109		102		97		95		90		96		93		88		78		71		66		55		49		44		47		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		野波村 ノナミムラ				野波小学校 ノナミショウガッコウ				11		9		289		163		157		97		139		136		143		154		164		186		202		192		206		210		210		197		191		203		192		183		172		157		155		140		133		121		113		117		102		95		79		81		75		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村＋千酌村＋片江村 ミホノセキマチモリヤマムラ		4		（新）美保関小学校 シンミホノセキショウガッコウ																																																																										統合新設→ トウゴウシンセツ		298		266		263		244		226		201		188		189		171		170

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村 ミホノセキマチモリヤマムラ		2		美保関東小学校 ミホノセキヒガシショウガッコウ																																																																		94		98		109		112		123		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村 センクムラ				千酌小学校 センシャクショウガッコウ				9		7		241		141		154		144		146		143		144		153		147		145		149		144		144		144		129		135		125		124		135		129		126		124		122		117		114		110		116		109		107		96		92		96		83		83		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村＋片江村 センクムラカタエムラ		2		美保関北小学校 ミホノセキキタショウガッコウ																																																																		153		138		130		114		104		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町 ミホノセキマチ				（旧）美保関小学校 キュウミホノセキショウガッコウ				8		6		155		110		116		118		117		111		103		108		92		89		88		86		85		81		87		79		78		74		70		64		57		49		45		39		34		29		31		29		30

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				福浦小学校 フクウラショウガッコウ				8		6		133		110		106		99		98		94		97		83		88		87		89		84		82		82		76		71		65		69		71		68		68		70		66		65		57		52		36		31		26

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				森山小学校 モリヤマショウガッコウ				7		5		90		93		94		95		86		92		104		104		113		114		116		113		111		108		100		103		98		100		93		92		84		75		71		66		64		52		47		41		38

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				片江小学校 カタエショウガッコウ				8		6		179		137		150		146		142		127		127		126		119		110		103		107		104		107		109		104		107		103		100		94		93		84		89		91		83		81		74		69		62

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				七類小学校 シチルイショウガッコウ				8		6		197		181		182		164		158		154		139		135		112		113		116		107		106		112		117		120		113		113		113		114		109		112		113		112		115		104		101		101		94

		松江市 マツエシ		八雲村 ヤクモムラ		岩坂村＋熊野村 イワサカムラクマノムラ		2		八雲小学校 ヤクモショウガッコウ										263		256		240		274		304		327		356		371		420		446		464		493		449		521		515		515		520		558		559		562		576		566		573		537		527		517		468		469		443		437		414		400		412		408		387		384		396		412		411		402		395		397		372

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				玉湯小学校 タマユショウガッコウ				15		12		444		452		456		471		482		474		488		499		498		502		507		540		532		548		530		491		470		462		446		425		387		367		358		338		329		322		321		326		316		308		301		282		275		263		275		265		282		276		266		268		276		285		305		332

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				大谷小学校 オオタニショウガッコウ				4		3		64		49		51		52		50		48		47		51		53		50		42		47		47		43		41		40		36		36		34		39		34		34		38		37		35		36		39		34		32		24		26		24		21		22		21		23		22		20		25		24		23		20		19		18

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		宍道町 シンジチョウ				宍道小学校 シンジショウガッコウ				22		16		586		529		514		521		503		524		547		573		605		618		639		627		626		612		585		560		533		493		466		432		441		414		411		389		365		349		328		330		318		321		324		339		358		367		368		367		363		372		352		334		335		317		314		302

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				来待小学校 キマチショウガッコウ				14		12		411		337		255		268		275		263		282		287		282		281		286		293		280		276		264		259		258		256		261		248		254		248		224		220		221		225		215		205		207		197		196		185		174		177		163		158		150		144		133		131		138		141		139		135

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				大野原分校 オオノハラブンコウ																																												2		0		2		1		0		3		5		5		1		0		1		1		2		2		4		4		4		6		1		3		2		1		1		0		2		3

		松江市 マツエシ		八束町 ヤツカチョウ		八束村 ヤツカムラ				八束小学校 ヤツカショウガッコウ				15		13		526		362		346		347		340		330		333		338		329		338		335		322		305		298		297		304		291		287		304		317		318		310		329		336		311		303		288		278		256		247		254		236		232		227		230		217		217		208		194		186		174		195		191		178

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		出雲郷村 イズモゴウムラ				出雲郷小学校 イズモサトショウガッコウ				9		7		256		189		202		214		197		203		221		231		237		223		254		266		286		297		286		301		309		302		297		282		278		252		242		242		226		230		206		219		230		263		283		296		317		338		350		359		383		407		426		416		427		428		426		419

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		揖屋町 イヤマチ				揖屋小学校 イヤショウガッコウ				14		12		432		568		583		613		634		641		645		656		680		649		634		628		603		585		543		502		484		452		443		419		418		404		389		366		352		364		370		377		381		393		391		401		400		415		426		443		457		438		433		423		406		384		358		342

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		意東村 イヒガシソン				意東小学校 イヒガシショウガッコウ				8		6		207		188		185		180		190		188		198		214		222		233		232		233		227		219		210		216		213		203		201		204		199		180		185		184		178		171		165		155		151		149		151		166		185		197		205		215		237		238		232		239		229		214		206		190

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				十神小学校 ジュウカミショウガッコウ																				809		806		801		815		783		776		756		704		661		621		608		569		539		506		481		473		438		435		425		408		414		397		396		402		414		415		399		386		377		382		366		371		376		364		370		349		351		347

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				社日小学校 シャニチショウガッコウ																				566		637		669		687		674		633		623		586		542		488		452		429		414		386		376		385		391		384		366		370		333		319		309		316		308		305		301		291		285		281		279		263		270		264		259		266		263		264

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		島田村 シマタムラ				島田小学校 シマダショウガッコウ				8		7		221		141		141		136		138		141		145		152		166		175		165		171		175		182		174		172		181		190		190		174		179		177		183		162		166		174		165		165		158		186		174		176		187		185		188		187		195		208		208		211		208		191		183		154

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		宇賀莊村 ムラ				宇賀莊小学校 ウガソウショウガッコウ				10		7		230		114		112		104		105		104		108		115		112		112		119		128		126		129		128		140		129		126		126		121		121		114		115		105		104		100		95		99		92		99		96		87		86		71		70		68		59		56		54		54		50		44		42		39

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		大塚村 オオツカムラ				南小学校 ミナミショウガッコウ										210		197		206		199		210		221		222		229		238		245		238		237		235		232		225		217		209		209		200		195		182		174		164		154		155		147		147		138		144		137		127		115		108		108		105		107		108		105		99		98		92		88		88

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		能義村 ノギムラ				能義小学校 ノウギショウガッコウ				9		7		221		158		147		150		148		152		158		168		186		182		185		180		184		178		170		163		153		146		142		131		126		117		120		118		112		104		98		101		87		80		80		90		87		97		96		100		98		95		85		80		81		78		70		66

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		飯梨村 イイナシムラ				飯梨小学校 イイナシショウガッコウ				9		7		220		150		147		155		157		148		155		154		162		168		177		183		181		186		178		172		172		167		172		160		159		154		140		145		138		127		123		121		121		101		101		99		94		86		72		72		63		57		48		51		53		57		57		58

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		荒島村 アラシマムラ				荒島小学校 アラシマショウガッコウ				11		9		321		301		325		348		367		392		425		469		496		502		517		521		504		507		472		454		426		397		376		347		321		291		272		248		220		207		213		214		215		224		220		219		208		215		215		234		243		239		250		240		239		223		207		204

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		赤江村 アカエムラ				赤江小学校 アカエショウガッコウ				15		13		379		315		334		339		349		373		376		395		414		448		469		476		470		483		468		441		418		410		400		371		351		344		320		304		285		269		264		239		232		227		238		238		238		243		254		256		265		268		283		289		295		279		262		270

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				安来小学校 ヤスギショウガッコウ				31		26		1151		1213		1243		1268		1296		1337		―

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		広瀬町 ヒロセチョウ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ				16		13		526		468		470		472		493		490		483		485		487		504		505		515		515		515		500		500		484		468		459		449		419		389		366		340		309		287		296		292		278		275		283		298		295		282		284		273		269		255		253		258		246		261		256		248

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				比田小学校 ヒタショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		57		60		57		50		43		33		30		31		32		30		37		40

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				山佐小学校 ヤマサショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		45		43		38		34		32		28		27		24		25		17		19		17

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				布部小学校 フベショウガッコウ										106		100		94		83		79		75		78		78		71		64		73		67		76		81		83		81		80		84		74		65		65		70		76		76		78		78		74		67		61		57		59		68		64		63		52		50		47		38		33		31		32		35		29

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				西比田小学校　 ニシヒタショウガッコウ				9		7		236		103		97		90		85		89		87		98		93		104		99		105		103		104		106		98		102		104		104		106		96		98		90		74		70		64		61		56		50		50		47		51		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				上山佐小学校 カミサショウガッコウ				8		6		132		68		63		56		54		41		44		42		36		45		47		48		47		47		49		39		36		34		35		32		35		38		37		45		46		46		51		50		47		42		36		38		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				奥田原小学校 オクタハラショウガッコウ				5		4		70		46		36		35		28		30		29		30		29		29		34		36		36		35		33		32		29		26		29		26		25		35		26		22		18		15		15		13		12		15		14		15		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				西谷小学校 ニシタニショウガッコウ				6		5		86		40		33		34		29		26		29		30		28		23		25		29		27		28		26		31		27		26		25		22		23		16		20		17		19		19		19		22		23		22		18		16		←布部小に統合 フベショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				宇波小学校 ウナミショウガッコウ										33		33		31		28		36		34		39		35		36		37		32		35		31		32		30		26		27		25		25		25		24		27		27		24		24		20		18		17		14		13		8		←広瀬小に統合 ヒロセショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				東比田小学校 ヒタショウガッコウ								117		65		64		49		45		48		45		46		47		54		56		59		55		57		53		51		51		51		51		48		49		52		53		47		46		43		38		27		21		20		19		15		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ				8		6		161		85		83		80		85		88		94		109		112		110		110		108		105		106		112		113		119		123		121		125		121		121		116		117		110		102		95		90		94		85		94		96		95		106		106		105		102		93		98		93		101		104		106		108

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		母里村 ハハサトムラ				母里小学校 ハハサトショウガッコウ				8		6		188		132		124		119		123		125		138		142		162		162		163		178		177		188		185		183		185		193		208		200		198		194		189		165		150		136		129		118		105		108		106		110		107		106		97		94		85		82		74		66		65		69		70		78

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		井尻村 イジリムラ				井尻小学校 イジリショウガッコウ										147		129		135		124		126		118		103		99		102		103		101		99		103		101		90		90		85		88		94		96		98		94		94		84		75		70		66		67		59		54		58		50		54		45		47		51		46		43		39		42		37		34		27

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		赤屋村 アカヤムラ				赤屋小学校 アカヤショウガッコウ										115		93		87		84		84		89		105		108		108		97		103		99		93		93		91		96		99		91		85		85		82		83		73		68		61		52		47		41		41		41		44		49		46		40		40		33		29		30		32		31		28		26		33

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		上津村 カミツムラ				上津小学校 カミツショウガッコウ				8		6		246		149		150		145		141		134		128		138		138		139		136		149		155		146		150		147		140		134		136		120		109		102		109		99		103		108		112		112		105		108		109		110		105		102		95		93		79		73		63		59		54		54		53		58

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		園村＋荒茅村 ソノムラアラカヤムラ				長浜小学校 ナガハマショウガッコウ				19		16		612		384		381		365		359		359		375		397		417		445		480		479		505		495		476		458		445		428		417		411		404		387		359		352		321		317		301		296		294		281		291		271		283		279		183		304		295		306		302		306		292		297		301		299

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ				14		11		339		196		189		175		164		152		159		178		175		192		198		206		216		207		205		200		197		196		189		180		174		153		157		156		158		152		146		134		127		115		106		109		111		119		125		127		128		114		105		108		99		98		101		103

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		乙立村 オッタチムラ				乙立小学校 オツタテショウガッコウ				8		6		187		114		107		103		100		97		95		98		100		102		103		101		103		97		97		96		95		92		85		75		72		61		55		47		47		46		39		41		40		41		41		42		42		41		40		40		41		40		39		40		39		36		30		34

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		稗原村 ヒエバラムラ				稗原小学校 ヒエハラショウガッコウ				15		13		364		207		202		192		183		169		157		160		151		162		168		181		194		201		222		238		232		226		222		214		186		178		171		171		165		158		156		142		138		122		117		119		124		121		108		100		89		93		87		76		73		73		72		78

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		神西村 ジンザイムラ				神西小学校 ジンニシショウガッコウ				16		14		443		324		251		250		257		258		256		265		280		291		299		303		303		299		306		284		273		276		274		260		252		253		259		244		237		227		217		221		221		256		257		268		272		279		271		259		255		233		233		220		223		202		189		198

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		平田町 ヒラタマチ				平田小学校 ヒラタショウガッコウ				29		25		1038		861		862		843		853		828		841		845		843		842		850		819		773		760		724		691		650		639		611		576		568		555		532		502		482		471		455		447		457		450		460		471		478		456		440		428		424		430		419		416		408		405		385		370

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		灘分村 ナダフンムラ				灘分小学校 ナダワケショウガッコウ				13		11		347		276		275		268		245		240		240		253		267		271		282		297		300		308		298		296		298		304		291		268		272		256		242		250		240		248		238		237		238		229		218		220		232		233		227		226		245		241		235		249		238		224		210		193

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		国富村 クニトムラ				国富小学校 コクフショウガッコウ				12		10		311		221		236		241		234		222		236		233		236		244		240		247		268		267		259		249		247		245		227		223		212		200		198		184		186		190		180		179		190		191		187		185		182		185		181		180		173		174		192		186		180		173		175		173

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		西田村 ニシタムラ				西田小学校 ニシダショウガッコウ				9		7		254		125		123		130		112		105		106		117		129		130		139		148		148		145		130		127		123		122		125		123		121		125		121		125		125		118		117		110		105		89		79		81		80		82		80		80		86		86		80		75		71		70		69		62

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校 ワニブチショウガッコウ				10		8		291		174		158		154		133		94		85		82		82		76		75		83		81		78		81		77		71		62		58		59		54		43		44		37		34		27		27		27		25		29		33		36		33		34		33		33		28		27		23		29		30		35		37		37

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校猪目分校 ワニブチショウガッコウイノシシメブンコウ				3		2		38		19		18		18		14		11		10		8		11		8		7		6		6		7		6		6		3		5		5		3		1		1		2		3		3		4		5		6		5		4		4		3		3		3		3		4		3		4		3		0		0		0		←統合？ トウゴウ

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		久多美村 クタミムラ				久多美小学校 クタミショウガッコウ				9		7		255		167		163		184		191		199		207		241		262		280		295		311		323		320		320		310		293		273		273		265		252		241		229		213		212		199		199		183		195		187		181		170		150		140		149		125		129		133		144		144		144		144		144		141

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		檜山村 ムラ				桧(檜)山小学校　 ヒノキヒノキヤマショウガッコウ				8		6		226		143		144		138		137		138		144		149		150		155		164		164		163		164		160		155		149		156		153		144		139		130		125		115		112		109		105		103		97		100		100		101		98		97		85		86		74		72		69		64		64		58		66		63

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		東村 ヒガシムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ				13		11		366		205		212		208		187		185		180		195		192		204		211		228		246		263		282		282		297		294		287		278		279		280		293		286		266		260		245		224		202		189		190		172		152		154		142		130		127		129		134		127		134		134		118		117

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				北浜小学校 キタハマショウガッコウ				8		6		229		168		171		184		181		179		177		171		167		145		143		139		126		126		107		104		97		67		101		98		97		87		88		79		75		71		72		76		74		72		67		59		61		61		59		63		57		53		46		44		34		31		27		22

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				塩津小学校 シオツショウガッコウ				8		6		100		71		64		64		58		56		54		54		52		56		58		54		49		47		45		37		32		35		29		25		24		21		19		17		18		22		19		18		17		14		14		14		13		11		10		11		11		9		11		14		15		16		13		13

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		佐香村 サカムラ				佐香小学校 サカショウガッコウ				14		12		391		263		257		253		239		231		230		235		230		242		237		235		229		204		199		187		181		179		183		175		161		156		153		147		144		149		151		154		147		145		138		124		110		102		85		79		67		62		54		51		45		44		41		38

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		伊野村 イノムラ				伊野小学校 イノショウガッコウ				10		8		241		129		134		144		133		144		147		159		157		170		185		179		170		165		161		147		140		139		149		147		139		134		128		122		102		95		101		105		108		109		111		98		86		77		72		74		79		83		85		75		66		61		57		48

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				窪田小学校				14		10		354		171		163		187		184		189		180		184		188		183		195		214		215		208		194		201		192		173		176		171		168		174		185		185		191		181		173		148		136		123		108		102		90		89		84		83		69		70		70		65		63		64		68		57

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東・西須佐村 ヒガシニシスサムラ				須佐小学校 サ																																274		280		277		270		261		237		213		208		207		194		204		204		209		194		179		175		157		160		144		136		137		116		110		107		106		110		103		109		97		88		80		77

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				橋波小学校 ハシナミショウガッコウ				9		6		113		38		38		―

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		西須佐村 ニシスサムラ				西須佐小学校 ニシスサショウガッコウ				12		10		335		163		147		145		133		131		127		134		127		124		131		129		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東須佐村 ヒガシスサムラ				東須佐小学校 ヒガシスサショウガッコウ				13		10		243		115		122		121		115		105		97		98		99		101		102		117		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田岐村 タチマタムラ				岐久小学校 キヒサショウガッコウ										219		209		129		211		212		226		239		246		255		270		272		258		268		252		266		261		260		266		258		226		248		232		225		221		210		203		201		189		183		178		163		153		149		142		134		133		143		132		128		130		138		129		121

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田儀村 タギムラ				田儀小学校 タギショウガッコウ				8		6		196		139		135		207		128		121		117		109		109		121		128		127		130		133		131		124		131		136		131		118		109		100		86		80		70		72		67		66		61		61		62		58		50		56		59		55		57		51		55		52		50		45		46		50

		出雲市 イズモシ		湖陵町 コリョウチョウ		江南村＋西浜村 コウナンムラニシハマムラ				湖陵小学校 コリョウショウガッコウ										453		439		452		431		423		441		464		479		483		499		507		526		522		526		507		489		476		458		432		412		393		364		364		339		335		343		336		320		320		326		318		292		303		307		307		301		310		315		298		306		305		296		286

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		大社町 タイシャマチ				大社小学校 タイシャショウガッコウ				29		23		889		789		797		801		800		796		783		810		787		799		804		778		748		727		702		655		628		572		545		491		481		459		434		413		404		383		373		371		350		325		318		322		303		295		306		306		298		285		279		288		262		259		258		271

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		荒木村 アラキムラ				荒木小学校 アラキショウガッコウ				15		13		478		416		421		451		448		464		493		535		557		560		569		586		578		548		534		500		481		171		463		462		428		429		414		407		395		386		390		394		385		370		388		378		363		363		356		346		321		320		322		336		347		373		398		400

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		遥堪村 ムラ				遥堪小学校 ハルタショウガッコウ				9		7		263		172		164		155		154		155		155		157		172		183		175		180		198		207		206		215		229		236		230		225		214		199		200		188		181		166		173		165		158		163		158		150		142		139		136		131		135		134		128		122		111		114		108		110

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		鵜鷺村 ムラ				鵜鷺小学校 ウサギショウガッコウ				8		6		142		54		51		53		45		39		43		44		37		29		30		29		23		23		26		26		23		18		18		10		7		6		3		3		2		2		1		2		3		2		2		4		6		7		7		9		10		8		9		7		5		5		5		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		日御碕村 ムラ				日御碕小学校 ヒノミサキショウガッコウ				9		6		134		149		149		154		143		138		140		141		141		134		128		119		113		108		97		98		99		97		93		94		86		76		67		67		63		59		64		67		75		68		67		63		52		48		39		35		33		28		27		19		17		15		13		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		荘原村 ショウバラムラ				莊原小学校 ソウハラショウガッコウ				23		19		718		578		562		599		613		643		663		670		671		675		674		682		671		653		649		606		599		571		552		554		547		545		519		511		511		501		486		472		477		490		483		470		486		497		505		491		461		463		447		410		395		393		398		380

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出西村＋伊波野村 デニシムライナミノムラ				西野小学校 ニシノショウガッコウ										528		518		498		518		496		517		560		571		593		621		645		663		682		679		672		654		622		603		578		566		579		594		613		623		628		648		636		635		632		628		617		624		618		644		651		668		686		690		685		658		653		663		653

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		直江村＋久木村 ナオエムラヒサギムラ				中部小学校 チュウブショウガッコウ										434		441		456		450		430		428		451		478		492		523		555		578		584		570		546		531		519		496		487		471		454		442		435		447		432		418		421		397		395		371		395		390		395		409		407		430		417		427		424		417		407		369		375

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出東村 デヒガシソン				出東小学校 デヒガシショウガッコウ				21		18		645		528		388		366		344		331		342		352		353		355		371		374		373		367		375		378		379		374		379		387		379		362		360		355		357		334		334		311		296		292		269		273		243		247		239		221		227		208		213		204		194		195		185		185

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		大東町 ダイトウチョウ				大東小学校 ダイトウショウガッコウ				19		16		610		510		500		519		527		512		516		547		543		526		510		500		492		474		436		416		407		384		366		338		320		316		303		300		283		285		276		284		285		290		294		304		306		285		274		272		257		242		242		244		245		238		241		246

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村＋幡屋村 ムラハタヤムラ				西小学校 ニシショウガッコウ																										334		333		342		353		363		363		370		364		364		359		338		331		332		304		287		259		243		226		207		204		200		197		196		202		190		179		169		172		170		165		169		163		174		173		162

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		佐屋村 サヤムラ				佐世小学校 サセショウガッコウ				11		9		316		160		164		167		171		179		182		197		192		200		206		202		210		197		190		194		183		182		172		176		164		151		145		135		136		133		125		120		110		108		94		85		81		78		84		73		81		85		91		90		90		89		88		86

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				阿用小学校 アヨウショウガッコウ				8		6		221		113		111		108		95		97		100		112		124		129		138		139		147		141		132		127		118		113		111		119		114		121		121		115		116		108		109		101		97		95		84		70		57		62		57		58		61		62		60		58		60		58		54		53

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				海潮小学校 ウミシオショウガッコウ				14		12		392		211		196		202		203		203		197		204		217		202		208		199		202		192		185		197		212		217		202		207		201		182		162		146		141		127		114		106		96		100		88		94		90		104		109		108		120		109		103		99		87		81		78		77

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				久野小学校 ヒサノショウガッコウ				9		7		235		115		102		86		77		67		67		70		68		72		76		69		71		68		66		68		72		87		83		84		86		80		70		64		62		55		58		56		58		53		54		51		44		37		33		30		26		24		25		23		16		15		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				塩田小学校				7		6		101		15		14		15		11		12		17		18		21		25		32		37		36		39		32		30		23		20		17		16		13		13		13		14		15		15		16		12		13		8		7		8		11		13		8		10		12		10		9

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村 ムラ				春殖小学校 ハルショクショウガッコウ				11		9		272		142		138		137		137		136		142		146		168		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		幡屋村 ムラ				幡屋小学校 ハタヤショウガッコウ				12		10		295		188		173		175		170		168		168		164		164		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		加茂町 カモチョウ		加茂町 カモマチ				加茂小学校 カモショウガッコウ				27		23		935		520		521		537		566		548		569		604		610		619		627		671		657		645		643		617		606		576		553		532		525		505		473		441		428		410		388		371		378		388		369		362		354		368		376		367		370		369		379		369		363		356		330		326

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		木次町 キスキマチ				木次小学校				21		17		606		552		520		514		510		485		465		482		486		481		455		460		461		436		369		339		329		336		319		305		289		283		263		251		223		210		214		192		213		209		211		219		216		208		207		203		194		192		186		174		170		170		177		181

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		斐伊村 アヤルイムラ				斐伊小学校 ヒイショウガッコウ				8		6		150		133		125		126		130		130		130		145		159		148		161		165		155		161		165		162		164		156		161		168		183		187		189		185		181		175		169		159		155		147		144		129		130		133		137		140		137		152		140		125		127		133		140		126

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				寺領小学校 ジリョウショウガッコウ				11		9		311		151		141		129		131		120		121		126		137		149		142		163		165		174		192		189		202		188		188		175		148		141		136		131		122		121		112		115		111		105		111		90		86		75		72		73		69		66		63		67		68		66		61		62

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				西日登小学校 ニシヒノボリショウガッコウ				9		7		245		152		145		129		114		101		90		78		72		74		81		84		94		102		123		121		110		102		101		103		106		112		115		123		127		125		118		113		109		93		86		81		78		71		72		70		73		63		59		57		53		49		46		43

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		温泉村 オンセンムラ				温泉小学校 オンセンショウガッコウ				8		6		186		29		110		103		101		90		84		86		81		78		81		86		85		77		80		73		69		62		66		61		56		50		50		53		48		51		43		45		40		34		27		20		21		21		20		23		22		24		19		15		12		11		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		三刀屋町 ミトヤマチ				三刀屋小学校 ミトヤショウガッコウ				17		15		556		432		425		413		417		419		434		435		437		465		462		460		460		458		470		459		449		441		443		442		416		397		387		366		343		322		314		292		292		284		287		280		283		306		286		280		302		289		290		278		281		300		278		268

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		飯石村 イイシムラ				飯石小学校 メシイシショウガッコウ				8		6		196		98		91		89		96		93		91		94		92		101		103		106		106		114		122		118		109		102		102		92		81		74		76		69		64		56		51		48		48		49		45		50		48		50		42		40		37		34		34		27		27		28		27		23

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校 ナベヤマショウガッコウ										176		160		148		128		119		114		107		111		110		122		133		137		141		152		154		142		164		164		150		135		130		123		121		107		109		107		91		91		96		103		97		100		109		103		94		86		82		69		69		58		54		53		56

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		中野村 ナカノムラ				中野小学校 ナカノショウガッコウ				8		6		204		91		82		73		71		64		66		75		76		88		84		85		85		85		78		75		81		79		82		83		79		77		73		63		54		37		33		29		29		26		23		27		30		27		25		23		22		20		16		15		16

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校根波分校 ナベヤマショウガッコウミネナミブンコウ				5		4		64		37		35		36		38		34		36		35		36		37		43		44		43		45		40		35		36

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ				9		7		271		190		170		162		145		137		126		122		130		124		132		132		126		120		110		113		102		114		114		118		124		132		135		121		121		115		101		85		81		77		73		65		60		55		52		47		40		38		32		26		32		27		31		30

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		田井村 タイムラ				田井小学校 タイショウガッコウ				8		6		158		86		78		75		77		71		72		73		72		74		72		71		70		76		68		76		73		72		68		65		69		56		49		53		56		50		46		59		66		59		55		57		59		45		38		36		38		35		29		31		34		32		26		26

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校民谷分校 ヨシダショウガッコウミンタニブンコウ				4		3		56		35		38		33		31		27		25		25		20		18		18		21		20		19		22		26		26		25		23		22		21		22		23		22		23		22		21		17		15		15		14		12		14		13		13		10		10		8		5		5		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		掛合村 カケヤムラ				掛合小学校 カケアイショウガッコウ				14		11		353		199		196		184		177		157		157		159		151		154		144		151		153		150		152		154		152		145		146		145		141		144		158		152		146		140		135		135		120		115		112		109		98		95		94		92		172		170		171		160		149		147		146		158

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		多根村 タネムラ				多根小学校 タネショウガッコウ				8		6		149		82		77		62		61		55		56		61		57		65		63		57		52		44		47		39		44		47		48		50		57		58		58		52		52		54		48		42		32		30		26		23		19		19		23		25		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		松笠村 マツカサムラ				松笠小学校 マツカサショウガッコウ				8		6		128		55		48		41		37		36		34		33		41		51		56		62		70		70		67		59		56		51		47		41		34		31		23		19		15		16		18		17		24		25		26		22		22		24		21		19		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ムラ				波多小学校 ハタショウガッコウ				8		6		203		93		77		59		55		51		47		44		45		51		49		42		35		38		41		37		45		46		49		47		42		41		35		36		34		37		34		35		33		30		26		20		19		18		17		16		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ハタムラ				入間小学校 イルマショウガッコウ				8		6		142		71		63		62		59		43		34		30		31		28		25		25		27		32		30		27		26		28		24		24		25		25		28		26		22		22		21		21		15		14		13		14		13		14		15		14		←統合 トウゴウ

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		布施村 フセムラ				布勢小学校 フセショウガッコウ				13		11		348		193		194		190		180		178		168		170		167		160		158		154		153		140		141		132		132		122		119		129		122		129		119		116		107		94		95		86		89		83		92		88		88		85		86		83		74		67		65		57		50		51		52		53

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				三成小学校 ミツナリショウガッコウ				15		13		408		265		287		270		271		260		277		301		281		290		268		267		244		208		197		176		170		162		169		162		174		166		171		182		178		183		177		175		163		151		141		139		146		151		147		144		136		131		112		106		108		100		89		90

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				高尾小学校 タカオショウガッコウ				4		3		51		37		34		33		32		29		26		25		29		29		26		31		33		33		29		27		31		26		22		21		20		20		18		17		19		18		19		18		19		21		18		17		17		17		17		14		16		16		14		13		12		11		11		10

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				亀嵩小学校 カメカサショウガッコウ										95		105		101		110		99		102		109		101		111		110		116		115		118		120		120		119		103		98		85		80		75		72		71		62		63		64		57		56		60		61		56		55		53		49		50		43		40		39		42		40		36		39		38

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				高田小学校 タカダショウガッコウ										41		35		32		33		29		30		25		29		27		29		35		40		47		48		54		54		54		53		53		55		51		51		53		50		44		36		35		31		27		28		25		25		21		23		20		16		17		17		18		18		13		11		9		←統合 トウゴウ

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		阿井村 アイムラ				阿井小学校 アイショウガッコウ										215		199		181		170		179		174		179		198		210		213		207		217		216		203		191		174		169		152		160		150		154		153		158		156		161		161		153		159		145		141		120		124		116		100		98		93		86		75		65		71		59		59		65

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三沢村 ミサワムラ				三沢小学校 ミサワショウガッコウ				8		6		186		95		80		88		90		87		85		86		97		88		85		89		89		81		72		67		62		53		50		52		52		53		50		56		56		55		52		50		47		47		47		42		36		37		32		32		31		33		35		34		31		32		28		24

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		鳥上村 トリウエムラ				鳥上小学校 トリウエショウガッコウ				10		8		262		116		110		104		101		105		100		97		93		92		96		92		99		104		100		103		101		106		100		105		108		106		103		99		99		89		93		88		87		87		83		84		65		58		50		39		35		29		29		29		36		46		44		44

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		横田町 ヨコタマチ				横田小学校 ヨコタショウガッコウ				17		14		553		322		313		309		319		300		395		321		331		346		337		332		334		341		322		308		317		313		283		270		270		275		251		262		254		239		228		210		202		189		185		178		173		177		169		180		181		170		155		144		137		129		121		121

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		八川村 ヤカワムラ				八川小学校 ヤカワショウガッコウ				13		11		341		184		166		153		167		151		154		149		150		142		132		128		133		137		144		141		152		157		156		150		137		135		131		134		120		112		116		104		96		87		91		94		90		89		86		95		81		72		65		61		57		46		42		46

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		馬木村 ウマキムラ				馬木小学校 ウマキショウガッコウ										181		181		184		174		157		159		160		153		153		149		150		152		150		156		156		145		157		152		154		144		127		124		117		107		107		101		98		94		94		91		84		85		87		86		82		86		81		82		78		72		68		63		62

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校 トンバラショウガッコウ				15		13		425		169		180		159		159		137		141		160		145		158		154		156		174		165		168		159		155		156		148		159		153		153		153		151		153		150		150		149		154		142		131		120		107		96		87		83		78		73		74		80		76		81		72		73

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校 シショウガッコウ				8		6		212		102		91		96		61		50		54		53		48		51		60		61		52		51		45		39		34		37		32		24		23		25		23		21		21		21		15		20		35		41		35		33		34		31		27		19		19		21		19		17		19		20		17		18

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校都加賀分校 トカガブンコウ				2		2		40		8		―

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校角井分校 カクイブンコウ				58		4		67		25		21		21		16		13		11		14		13		17		19		20		17		19		24		26		29		32		36		34		31		27		23		20		20		21		19		16		←本校へ統合 ホンコウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		赤名町 アカナマチ				赤名小学校 アカナショウガッコウ				12		10		320		163		164		151		146		131		130		143		145		150		161		164		162		149		150		152		132		123		122		115		103		106		108		104		94		88		87		79		82		80		75		77		79		82		77		79		80		79		73		73		64		56		56		64

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				来島小学校 ライシマショウガッコウ				10		8		247		128		121		107		110		105		96		94		103		106		124		129		134		139		134		133		121		118		110		108		105		99		102		100		108		102		98		94		87		82		70		59		51		79		71		73		77		77		78		79		80		72		65		66

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				小田小学校 オダショウガッコウ				8		6		126		64		59		59		58		53		52		54		51		46		50		53		45		42		38		39		39		46		44		45		44		49		39		34		32		27		28		20		25		23		23		25		25		←来島小に統合 キジマショウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		谷村 タニムラ				谷小学校 タニショウガッコウ				6		5		88		56		44		39		31		28		28		31		36		36		35		36		32		34		32		28		25		22		23		20		16		17		19		20		18		18		17		14		12		15		10		11		11		←来島小に統合？ キジマショウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				国府小学校 コクフショウガッコウ				15		13		413		403		412		424		406		399		417		418		414		416		440		446		445		435		422		418		394		368		351		354		335		301		313		321		325		315		298		312		299		288		269		256		262		249		243		239		226		222		199		208		218		232		229		332

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				上府小学校 カミフショウガッコウ				8		6		128		69		63		50		56		53		58		58		70		67		74		85		92		101		96		104		99		107		106		104		108		110		102		101		107		96		92		89		91		89		80		72		67		60		49		57		61		61		74		76		80		80		89		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		有福村 アリフクムラ				有福小学校 アリフクショウガッコウ				7		6		93		41		41		48		53		55		55		51		57		54		53		49		53		52		60		53		46		40		37		31		34		35		40		37		38		36		29		25		20		19		21		21		17		15		14		13		12		11		9		11		11		15		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				宇野小学校 ウノショウガッコウ				6		5		86		55		52		48		44		41		41		37		33		34		31		34		31		30		33		28		27		22		21		25		24		28		30		34		37		30		27		26		21		23		21		21		22		20		16		13		9		9		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				後野小学校 ノチノショウガッコウ				5		4		71		38		39		36		33		31		34		38		38		37		39		42		45		46		54		60		57		54		48		49		36		28		28		28		31		26		32		34		32		30		30		27		23		20		21		20		13		16		16		15		11

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		金城村 カナギムラ				佐野小学校 サノショウガッコウ				7		5		86		35		33		31		40		39		42		48		50		58		62		68		69		74		75		70		57		49		50		37		32		30		29		29		25		30		29		27		30		25		22		19		23		20		16		19		21		18		15		15		14

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川村 ミカワムラ				美川西小学校 ミカワニシショウガッコウ				7		6		93		32		33		34		34		34		※美川小に統合 ミカワショウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		雲城村 クモシロムラ				雲城小学校 クモシロショウガッコウ				9		8		269		153		148		145		153		162		172		171		183		209		220		216		245		215		212		194		194		194		196		202		190		190		197		204		186		184		186		190		177		166		165		147		143		125		129		141		145		151		142		153		149		151		144		145

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				今福小学校 イマフクショウガッコウ				8		6		142		55		55		61		59		55		46		53		54		51		59		66		78		88		89		91		83		77		77		72		70		71		72		65		61		55		55		48		41		38		33		31		28		28		63		59		52		52		43		42		41		40		41		43

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校 ナミサ				11		8		190		81		66		61		63		53		43		48		45		48		49		54		55		67		71		71		65		61		57		46		50		42		41		40		39		38		33		28		26		23		23		23		27		23		22		28		27		27		21		22		24		16		18		16

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				美又小学校 ミマタショウガッコウ				8		6		115		59		59		54		53		48		46		37		36		39		41		39		38		41		38		41		41		46		47		45		44		38		31		29		27		27		28		25		27		28		33		31		29		23		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				久佐小学校 クサショウガッコウ				8		6		199		37		46		42		45		35		39		41		43		53		53		64		64		64		60		53		49		46		44		41		39		38		44		38		41		40		41		34		26		22		19		14		14		17		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				小国小学校 オグニショウガッコウ				5		4		64		―		―																						33		26		28		25		28		39		30		30		28		27		24		19		17		15		12		11		9		7		5		6		6		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校小国分校 ナミサショウガッコウオグニブンコウ								―		26		23		17		15		15		18		17		21		24		26		31		30

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校若生分校 ナミサショウガッコウワカイブンコウ								―		6		4		2		2

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		今市村 イマイチムラ				今市小学校 イマイチショウガッコウ				11		8		218		93		92		95		100		106		103		107		111		117		121		130		134		146		139		129		117		101		98		92		81		80		85		89		86		83		77		69		62		50		50		45		51		51		54		52		54		71		71		88		89		95		114		116

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		和田村 ワダムラ				和田小学校 ワダショウガッコウ				8		6		148		60		55		47		42		49		54		51		49		56		41		43		41		40		43		43		48		54		60		56		60		55		53		48		40		42		36		34		31		29		28		20		17		15		14		12		13		12		14		16		13		12		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ																						おそらく新設→ シンセツ		39		33		31		31		28		23		26		24		21		19		20		23		24		25		23		27		34		34		30		30		26		23		16		14		14		12		14		15		17		15		16		16		12		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		木田村 キタムラ				木田小学校 キダショウガッコウ				6		5		96		34		32		38		36		32		30		33		38		28		55		47		43		47		31		34		34		36		34		36		38		34		32		28		22		21		19		17		15		15		17		16		16		19		16		17		17		12		12		9		8

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				都川小学校 ミヤコガワショウガッコウ				8		6		149		―												おそらく新設→ シンセツ		47		45		35		39		42		37		34		27		26		26		18		16		14		19		17		17		22		20		26		22		21		20		15		15		11		8		5		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ										97		62		92		96		90		85		83

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ						弥栄小学校 ヤサカショウガッコウ																																																																		統合新設→ トウゴウシンセツ		90		89		82		83		77		71		77		81		66		63		58		55		47		39

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				安城小学校 アンジョウショウガッコウ				16		13		240		86		105		103		96		100		102		97		90		89		80		72		72		71		69		68		67		71		70		64		63		56		59		49		47		42		52		46		48		52		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				西分校 ニシブンコウ										27

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				杵束小学校 キネツカショウガッコウ				38		26		159（37）		79		86		83		82		70		69		66		61		59		57		58		63		60		59		58		63		54		50		47		49		51		41		43		39		44		41		35		38		39		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				田野原分校 タノハラブンコウ										21		23		22		18		17		13		7

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三隅町 ミスミマチ				三隅小学校 ミスミショウガッコウ				14		11		348		258		265		280		218		213		219		233		238		248		249		257		248		249		242		249		253		240		225		220		211		192		187		176		171		349		318		314		285		258		267		258		250		228		228		224		226		207		188		191		176		200		193		194

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		岡見村 オカミムラ				岡見小学校 オカミショウガッコウ				12		10		295		166		160		157		160		152		150		145		142		140		137		143		141		127		119		115		110		103		112		107		112		113		104		119		123		131		120		104		110		105		89		73		62		57		56		54		55		54		56		59		60		60		58		55

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校 イノショウガッコウ				15				242		119		110		96		101		102		97		104		114		114		110		114		111		92		89		79		75		60		64		64		53		62		58		55		40		39		38		29		23		29		31		32		28		28		25		16		16		17		18		17		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校室谷分校 イノショウガッコウムロヤブンコウ				　　―		　　―		　　―		26		本校化？ ホンコウカ						18		18																														分校扱い→ ブンコウアツカ		8		10		7		8		8		6		7		9		10		9		8		9		9		8		8		8		10		11		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三保村 ミホムラ				三保小学校 サンホショウガッコウ				13		11		318		169		161		165		152		149		163		186		196		210		219		224		220		229		216		194		198		193		179		162		168		167		156		150		138		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				室谷小学校 ムロヤショウガッコウ												23		21		17		18		18		18		26		22		20		17		17		15		12		14		19		19		16		11		10		9		→分校化 ブンコウカ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				三隅南小学校 ミスミミナミショウガッコウ														―		60		59		51		54		48		50		45		43		43		35		38		34		30		26		27		28		29		28		28		27		21		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		大麻村 オオアサムラ				白砂小学校 シラスナショウガッコウ				4		3		56		54		51		38		35		25		26		22		21		17		16		17		16		15		13		19		19		26		32		34		45		41		46		41		36		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				芦谷小学校 アシヤショウガッコウ				8		6		96		22		―

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				黒沢小学校 クロサワショウガッコウ				4		3		48		17		13		9		―

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大田町 オオダマチ				大田小学校 オオダショウガッコウ				26		23		900		884		914		909		905		898		889		905		925		982		985		970		959		965		956		889		844		806		764		770		749		751		724		701		705		660		630		592		619		599		581		585		564		566		555		561		522		530		529		522		507		514		524		520

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		長久村 ナガヒサムラ				長久小学校 チョウキュウショウガッコウ				11		9		284		172		162		168		163		167		184		189		208		221		240		252		244		243		238		242		246		242		253		254		242		230		237		221		207		188		180		175		155		150		141		143		145		146		137		144		169		179		179		182		183		177		168		159

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		五十猛村 イソタケムラ				五十猛小学校 イソタケショウガッコウ						12		374		200		178		170		152		144		153		160		161		169		158		159		150		148		142		143		165		166		174		179		179		182		164		154		147		136		139		133		128		118		111		107		94		85		72		67		57		56		51		46		43		43		45		43

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		静間村 シズマムラ				静間小学校 シズマショウガッコウ				9		7		268		181		182		173		162		158		158		171		160		177		176		172		177		172		177		162		164		169		163		154		152		147		144		138		127		128		118		117		104		99		96		90		86		83		77		73		68		61		63		56		50		56		58		63

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		鳥井村 トリイムラ				鳥井小学校 トリイショウガッコウ				8		6		174		206		102		89		94		91		90		88		92		91		101		99		104		112		105		112		104		102		105		106		117		112		121		126		122		111		105		95		86		83		88		83		81		83		77		70		67		65		61		61		53		55		51		52

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久手町 クテマチ				久手小学校 クテショウガッコウ				20		16		813		416		412		406		414		414		434		461		468		480		491		495		498		495		490		481		481		466		456		454		446		431		439		436		417		415		391		376		339		326		308		278		273		258		240		220		220		225		225		223		220		223		210		209

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村＋波根東村 アサヤマムラハネヒガシムラ				朝波小学校 アサナミショウガッコウ																																																新設？→ シンセツ		158		140		130		123		120		124		124		111		107		102		93		88		91		95		96		89		99		100		99		101		118		118		109

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				北三瓶小学校 キタサンベショウガッコウ				8		6		169		72		66		66		75		75		75		70		69		69		59		57		57		51		58		61		59		56		55		50		39		35		32		32		30		33		32		29		25		25		27		26		35		30		32		32		30		30		27		29		26		24		20		15

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				志学小学校 シガクショウガッコウ				8		6		178		100		94		88		87		91		90		96		104		102		95		95		97		100		88		85		77		67		61		52		50		47		52		53		54		54		53		46		41		36		32		26		25		31		26		32		31		31		26		20		22		21		22		21

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				池田小学校 イケダショウガッコウ				8		6		189		123		124		122		107		109		107		110		107		92		94		90		102		96		91		100		100		96		89		89		100		95		94		86		84		81		67		70		67		65		55		51		44		34		28		28		25		30		32		31		34		31		28		22

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		川合村 カワイムラ				川合小学校 カワイショウガッコウ				12		10		324		197		206		213		224		225		228		236		223		329		227		231		232		233		219		200		199		197		187		180		174		161		147		148		158		152		133		136		132		124		112		103		105		101		94		95		92		86		78		72		71		75		74		75

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村＋大屋村 クリムラオオヤムラ				久屋小学校 ヒサヤショウガッコウ																																														新設？→ シンセツ		132		122		113		107		113		111		97		93		78		72		57		54		51		54		61		60		60		61		62		62		68		70		65		57

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大森町 オオモリチョウ				大森小学校 オオモリショウガッコウ				7		6		90		60		45		43		34		26		27		23		27		22		27		35		42		44		45		45		43		40		38		36		35		39		37		35		31		34		32		28		31		25		23		16		20		15		12		13		10		12		12		17		21		20		19		19

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村＋祖式村（＋大代村） ミナカミムラソジキムラオオシロムラ				高山小学校 タカヤマショウガッコウ																																										84		84		83		82		89		88		88		83		76		77		66		65		53		47		44		38		42		34		40		45		45		41		34		39		41		40		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大家村＋八代村 オオヤムラヤシロムラ				大代小学校 オオシロショウガッコウ				8		6		208		93		91		83		83		79		71		67		61		56		49		53		51		40		42		44		48		47		46		43		39		36		29		28		27		25		26		24		26		23		21		25		23		24		18		15		13		13		9		6		←統合 トウゴウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				大田小学校野城分校 オオダショウガッコウノジロブンコウ				1		1		13		7		3		2		2		2		1		1		4		7		3		6		8		6		5		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		5		3		2		2		0		2		2		0		休校 キュウコウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		富山村 トミヤマムラ				富山小学校 トミヤマショウガッコウ				8		6		164		111		108		92		97		88		83		80		74		68		58		58		52		49		50		54		52		45		52		50		46		43		45		50		44		48		45		28		48		51		47		40		37		33		31		25		27		26		26		22		20

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		波根東村 ハネヒガシムラ				波根小学校 ハネショウガッコウ				11		9		279		197		182		172		167		163		160		164		166		171		174		176		175		163		165		169		162		159		152		145		128

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ				8		6		141		54		50		47		48		60		62		64		66		72		64		58		55		55		55		57		59		55		52		58		55

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村 ミズカミムラ				水上小学校 ミズウエショウガッコウ				8		6		153		100		89		83		82		79		76		84		82		74		76		73		69		60		63		56		53

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		祖式村 ソジキムラ				祖式小学校 ソシキショウガッコウ				8		6		141		73		69		75		61		56		55		54		48		40		40		41		41		42		35		37		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村 クリムラ				久利小学校 ヒサリショウガッコウ				9		7		261		184		142		141		124		115		104		115		108		108		107		114		117		109		121		116		128		120		121		114

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大屋村 オオヤムラ				大屋小学校 オオヤショウガッコウ				8		6		123		70		63		56		52		48		45		42		38		40		34		38		42		37		42		41		42		35		33		31

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		山口村 ヤマグチムラ				北三瓶小学校佐津目分校 キタサンベショウガッコウサツメブンコウ				1		1		10		6		4		3		3		2		1		2		3		3		2		1		2		3		3		3		1		0		1		2		1		1		1		2

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		温泉津町 ユノツマチ				温泉津小学校 ユノツショウガッコウ				12		10		323		187		188		146		148		132		137		138		132		123		118		122		114		107		106		106		103		95		106		114		108		102		99		98		82		86		87		91		92		95		96		90		86		76		64		61		57		55		53		103		102		103		97		86

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		福光村＋福浦村 フクミツムラフクウラムラ				福波小学校 フクナミショウガッコウ										132		133		122		117		106		101		97		83		85		79		76		80		77		67		58		54		49		48		50		51		56		61		68		71		74		76		74		61		55		43		34		21		21		21		17		18		19		25

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		井田村 イダムラ				井田小学校 イダショウガッコウ				10		8		271		125		125		99		91		95		102		94		99		91		91		89		77		70		59		56		50		46		54		58		56		54		53		49		44		46		47		45		41		38		37		35		27		27		25		21		22		19		21

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		湯里村 ユサトムラ				湯里小学校 ユサトショウガッコウ				9		7		202		109		110		87		85		73		62		67		65		70		64		68		67		57		52		51		50		46		45		51		52		52		45		49		48		39		33		28		33		29		31		32		35		32		27		29		23		19		15

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		仁万町 ニンマンマチ				仁万（摩）小学校 ニママショウガッコウ				14		12		453		300		293		279		274		268		479		477		475		476		465		467		449		431		415		382		380		366		369		385		374		355		335		313		300		281		272		262		246		242		245		230		224		234		228		212		196		206		198		202		200		199		194		174

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		馬路村 マジムラ				馬路小学校 マジショウガッコウ				8		6		217		105		99		84		79		70

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		大国村 オオグニムラ				大国小学校 オオクニショウガッコウ				8		6		153		61		54		55		53		51

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		宅野村 タクノムラ				宅野小学校 タクノショウガッコウ				8		6		183		100		99		105		99		93

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				郷田小学校 サトタショウガッコウ				19		16		597		488		476		460		440		425		422		411		375		359		368		377		343		314		320		311		270		247		226		217		189		187		187		163		166		172		164		158		140		133		130		110		113		98		89		94		84		90		85		99		106		112		123		116

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				渡津小学校 ワタツショウガッコウ				13		11		309		256		260		267		269		264		280		273		279		270		266		268		246		234		221		213		187		172		171		160		147		132		137		146		141		135		121		117		112		98		97		106		111		124		128		140		140		140		134		128		118		116		109		102

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村・浅利村・黒松村・波積村 ツチムラアサリムラクロマツムラハヅミムラ				江津東小学校 ゴウツヒガシショウガッコウ																								308		310		325		330		335		355		336		315		313		286		287		265		243		244		234		240		218		216		221		211		195		184		183		174		179		163		153		146		135		137		127		130		132		135		131		119

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		跡市村 アトイチムラ				跡市小学校 アトイチショウガッコウ				13		8（2）		282（39）		119		107		98		99		87		88		82		74		65		67		67		69		68		77		85		82		78		72		72		56		51		51		44		44		39		42		40		42		37		37		36		30		28		24		24		22		19		18		17		13		12		5		5

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		川波村 カワナミムラ				川波小学校 カワナミショウガッコウ										239		234		236		245		243		247		241		256		275		289		278		293		298		375		255		233		232		223		202		205		193		187		183		156		163		153		150		144		134		131		123		120		119		113		112		109		103		101		111		101		101		90		78

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都野津町＋二宮村 ツノヅマチニノミヤムラ				津宮小学校 ツミヤショウガッコウ				17		15		544		―		441		450		476		482		496		529		552		544		553		537		548		543		530		495		475		473		458		432		438		446		460		459		462		453		443		438		436		438		410		402		389		397		386		385		384		398		405		398		398		377		374		347

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				高角小学校 タカカドショウガッコウ										359		351		380		380		383		387		401		426		438		453		472		479		477		455		450		462		437		451		442		447		450		442		417		380		376		366		342		304		290		282		274		263		258		257		265		269		251		242		226		227		226		227		237

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		松川村＋川平村 マツカワムラカワヒラムラ				松平小学校 マツヒラショウガッコウ										147		138		131		118		110		107		97		104		119		135		144		142		140		134		119		102		101		96		94		90		96		90		73		70		61		52		46		37		38		33		27		26		23		20		21		19		20		18

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		有福村 アリフクムラ				有福温泉小学校 アリフクオンセンショウガッコウ				7		6		110		67		58		61		57		52		57		60		66		62		61		61		61		56		48		49		48		47		44		43		40		37		35		38		37		41		40		40		41		36		33		34		27		20		16		13		15		14		16

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		浅利村 アサリムラ				浅利小学校 アサリショウガッコウ				8		6		135		96		89		82		84		82		79		70

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		黒松村 クロマツムラ				黒松小学校 クロマツショウガッコウ				8		6		108		61		67		65		59		56		54		52

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		波積村 ナミツムラ				波積小学校 ナミツミショウガッコウ				8		6		178		99		97		99		93		86		76		73

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村 ツチムラ				都治小学校 ミヤコオサショウガッコウ				10		8		271		116		105		95		88		91		102		111

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		長谷村 ナガタニムラ				跡市小学校清見分校 アトシショウガッコウキヨミブンコウ								―		4		4		4		―

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		　※全村 ゼンソン				桜江小学校 サクラエショウガッコウ																																																																統合新設→ トウゴウシンセツ		183		178		183		181		183		160		153		154		145		149		131		121		111		114		106

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		長谷村 ナガタニムラ				長谷小学校 ハセショウガッコウ				8		7		127		55		50		43		45		38		38		36		26		22		17		15		12		7		9		3		8		12		14		17		17		21		26		25		24		26		27		22		22		22		21		17		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		市山村 シヤマムラ				市山小学校 イチヤマショウガッコウ				8		6		203		103		99		91		92		90		80		78		83		82		78		77		77		80		75		79		70		69		63		61		60		69		65		64		65		64		63		55		55		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川戸村 カワドムラ				川戸小学校 カワトショウガッコウ				8		6		154		83		81		80		82		90		90		99		92		89		89		82		72		63		66		63		67		67		70		65		68		66		62		56		50		48		47		42		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		谷住郷村 タニスサトムラ				谷住郷小学校 タニスミサトショウガッコウ				8		6		168		73		71		72		74		71		64		68		63		58		49		52		52		52		56		52		59		57		61		57		55		54		51		46		40		36		42		41		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川越村 カワゴエムラ				川越小学校 カワゴエショウガッコウ				10		8		253		107		104		97		93		95		86		80		84		78		72		70		74		69		65		64		65		55		59		53		60		60		51		51		44		47		43		38		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		川本町 カワモトマチ				川本小学校 カワモトショウガッコウ				16		13		500		384		373		359		370		361		341		339		332		324		343		334		325		305		290		279		238		219		232		224		222		205		202		207		189		176		155		133		121		113		108		102		104		106		95		106		97		104		99		92		139		139		137		136

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		川下村＋三原村＋三谷村 カワクダムラミハラムラミタニムラ				川本西小学校 カワモトニシショウガクコウ				8		6		218		201		105		114		114		105		108		114		120		109		101		99		98		92		80		82		81		78		75		72		73		73		72		73		64		57		58		56		60		52		52		51		53		53		50		47		40		37		38		36		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		三原村 ミハラムラ				三原小学校 ミハラショウガッコウ				9		7		210		108		108		97		103		91		85		79		79		83		75		80		75		78		77		74		67		62		68		59		57		50		48		49		40		36		29		29		29		29		30		29		28		26		22		17		16		12		11		11		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		　※全村 ゼンソン				邑智小学校 オオチショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		176		164		162		90		154		140		150		154		165		173		190		191

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		吾郷村 アゴウムラ				吾郷小学校 アゴウショウガッコウ				8		6		111		93		89		69		94		97		101		103		110		106		102		94		85		87		80		75		70		68		58		55		63		58		54		53		53		51		50		48		43		40		34		40		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校 ハマハラショウガクコウ				8		6		182		102		99		100		98		90		85		85		88		73		74		74		86		75		79		71		68		69		52		57		46		46		46		52		57		46		45		39		41		41		33		36		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		沢谷村 サワタニムラ				沢谷小学校 サワタニショウガッコウ				9		7		228		90		87		85		84		71		68		62		61		58		58		61		63		66		72		65		66		65		61		62		56		59		60		55		55		50		49		51		43		40		36		32		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		粕淵村 カスフチムラ				粕淵小学校 カスブチショウガッコウ				10		8		256		170		161		154		144		154		165		162		176		170		168		153		139		131		118		114		100		97		77		68		67		70		71		71		70		77		65		56		56		53		54		52		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				小松地小学校 コマツチショウガッコウ				6		5		82		31		33		33		32		31		35		38		37		37		32		34		30		31		29		31		30		24		23		20		20		17		18		19		20		22		22		23		22		20		19		16		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				君谷小学校 キミタニショウガッコウ								―		61		63		56		57		54		51		56		48		47		43		41		39		35		35		27		24		20		20		17		21		23		28		25		22		22		19		16		15		19		17		15		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校信喜分校 ハマハラショウガッコウシンヨロコブンコウ				3		2		43		11		11		10		9		8		8		8		7		9		9		9		8		10		11		12		11		13		14		15		15		13		13

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村＋都賀村＋布施村 ツガイムラツガムラフセムラ				大和小学校 ダイワショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		107		97		90		58		79		72		66		55		55		58		69		62

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村 ツガイムラ				都賀行小学校 トガギョウショウガッコウ				8		6		125		60		56		56		53		46		48		37		35		29		26		28		29		31		34		35		40		40		40		42		45		46		39		42		39		46		39		40		36		34		30		29		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀村 ツガムラ				都賀小学校 ツガショウガッコウ				13		10		282		132		136		124		123		110		109		103		104		101		97		102		100		94		89		84		78		77		76		75		69		71		73		69		72		69		70		69		65		64		61		59		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		布施村 フセムラ				宮内小学校 ミヤウチショウガッコウ										35		30		26		33		39		38		36		42		46		48		44		45		42		36		35		31		28		28		26		28		27		27		29		24		20		17		15		15		13		14		14		←統合 トウゴウ

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		口羽村 クチバムラ				口羽小学校 クチハネショウガッコウ				9		6		163		127		127		120		113		113		119		118		113		113		114		104		91		82		71		65		56		58		49		49		53		46		44		44		47		45		39		39		42		40		40		45		40		40		33		35		27		16		20		18		18		21		24		31

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校 アスナショウガッコウ				12		9		280		120		115		109		112		110		104		91		92		80		73		64		63		74		79		76		81		83		84		89		87		98		92		91		84		78		75		61		56		49		46		43		40		33		30		32		26		24		27		30		31		28		29		30

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校戸河内分校 アスナショウガッコウコカワウチブンコウ				2		2		36		13		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		高原村 タカハラムラ				高原小学校 タカハラショウガッコウ				10		7		254		149		144		135		137		138		131		125		121		121		112		104		117		110		108		94		94		93		84		75		77		75		76		72		80		77		80		76		77		79		66		63		55		57		59		61		63		62		54		51		47		40		38		38

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校 ミズホショウガッコウ										249		268		254		248		252		255		267		259		244		227		230		231		241		225		213		201		200		204		211		235		237		250		234		218		198		176		167		146		142		128		117		117		119		122		122		123		131		129		129		133		127		128		131

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ										31		34		32		28		31		36		35		34		37		44		44		45		47		44		46		39		41		36		36		32		29		32		29		33		31		33		34		31		32		28		30		26		21		19		18		19		15		16		18		19		22		23		23

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校久木分校 ミズホショウガッコウヒサギブンコウ				4		3		55		14		14		12		9		9		11		9		8		8		8		8		8		10		12		12		12		11		3		9

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		矢上村 ヤカミムラ				矢上小学校 ヤカミショウガッコウ				13		11		372		191		203		197		199		210		213		216		204		206		207		217		215		219		232		224		215		197		203		195		190		193		196		190		172		166		163		158		154		143		151		154		138		135		142		138		139		144		148		150		151		147		154		144

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日貫村 ヒヌキムラ				日貫小学校 ヒカンショウガッコウ				8		6		181		62		53		53		56		60		65		64		71		77		84		85		87		90		89		83		84		73		67		61		49		48		34		35		34		35		36		27		28		30		29		25		28		30		28		25		31		25		17		16		19		19		13		15

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		中野村＋井原村 ナカノムライハラムラ				石見東小学校 イワミヒガシショウガッコウ										194		206		200		199		198		200		208		209		216		231		228		221		217		213		203		188		182		187		183		178		179		183		180		181		177		169		144		139		136		128		116		103		109		101		100		103		95		94		104		102		95		81		75

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日和村 ヒワムラ				日和小学校 ヒヨリショウガッコウ				8		6		133		56		61		67		68		60		56		52		48		38		35		37		35		38		40		41		39		35		36		35		35		40		43		43		43		43		39		38		33		35		32		29		26		20		20		16		15		10		9

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				益田小学校 マスダシエキショウガッコウ				25		21		806		654		676		689		687		685		701		711		712		705		708		689		650		626		621		597		549		506		484		490		510		513		510		510		489		501		466		462		430		428		405		412		414		418		414		414		432		407		393		374		362		362		355		358

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				高津小学校 タカツショウガッコウ				25		21		903		788		804		825		817		827		846		893		943		985		1023		1023		1032		1017		981		924		899		850		825		818		787		766		748		720		697		645		586		543		531		510		506		514		506		529		549		551		579		567		559		563		514		518		483		462

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ				35		30		1239		1153		1190		1222		1235		1297		1362		1417		1488		1523		1542		1545		1542		1037		992		955		939		913		902		865		856		830		799		780		744		731		701		663		659		627		612		598		579		566		560		544		550		540		539		546		549		546		566		572

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田南小学校 ヨシダミナミショウガッコウ																																		449		436		403		361		341		324		329		320		314		297		292		271		246		252		234		233		240		237		221		212		194		190		181		184		175		182		189		186		192		190		185

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ				13		11		328		198		184		190		202		196		223		232		250		259		282		299		340		389		432		438		462		492		492		495		467		447		431		400		392		364		358		343		321		323		298		285		277		257		247		268		280		277		259		263		251		257		235		234

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校 カマテショウガッコウ				16		12		447		270		269		259		237		232		231		237		238		238		238		238		234		231		227		231		219		225		216		213		201		193		192		172		166		167		142		140		133		126		115		99		100		85		77		73		67		67		65		65		71		80		79		81

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				真砂小学校 マスナショウガッコウ				8		6		124		51		46		43		37		29		30		29		37		34		37		42		46		50		43		48		42		38		34		28		31		28		30		28		20		21		14		13		15		9		11		16		16		12		16		18		19		17		18		18		16		18		16		15

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校 トヨカワショウガッコウ				8		6		124		89		83		93		87		87		85		90		90		89		94		89		81		78		67		58		49		39		41		48		51		52		58		71		75		75		70		77		81		72		66		76		73		73		66		71		68		68		69		66		59		47		45		41

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊田村 トヨタムラ				西益田小学校 ニシマスダショウガッコウ										434		434		447		456		436		434		446		467		490		496		528		561		565		550		552		549		524		501		474		461		438		417		385		351		344		305		294		271		257		255		252		255		239		239		249		227		205		205		194		186		184		196		221

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				桂平小学校 カツラヒラショウガッコウ				8		6		164		70		58		55		46		44		52		50		63		70		80		78		76		76		65		59		46		43		42		36		33		36		36		32		34		33		32		27		22		18		19		19		17		15		19		23		22		22		23		21		24		21		21		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		大野村 オオノムラ				戸田小学校 トダショウガッコウ				8		6		147		125		126		115		126		124		135		133		142		164		161		159		164		159		160		157		153		166		160		153		147		145		131		113		100		95		86		77		83		83		75		74		75		73		69		68		84		82		72		69		69		68		62		65

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校 ナカニシショウガッコウ				10		8		243		138		139		140		135		122		119		134		130		139		153		144		150		135		132		124		132		135		131		139		135		140		139		131		129		114		119		118		112		121		118		112		106		100		88		74		72		68		73		76		75		81		97		107

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校内田分校 ナカニシショウガッコウウチダブンコウ				5		4		81		48		45		41		40		48		50		53		58		51		50		49		50		51		49		56		51		56		58		54		47		36		41		34		38		45		40		42		42		41		40		36		35		29		27		21		21		22		22		25		20		17		12		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		美濃村 ミノムラ				美濃小学校 ミノショウガッコウ				8		6		127		60		51		44		43		38		40		44		56		58		55		56		58		63		52		51		46		43		40		35		35		34		30		26		28		24		22		19		20		19		17		19		15		16		16		16		17		16		16		17		15		14		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校中垣内分校 ナカニシショウガッコウナカカキウチブンコウ				1		1		12		9		7		7		5		7		11		8		14		16		8		7		5		7		7		3		7		7		3		3		5		5		4		4		3		2		3		5		3		3		←本校に統合 ホンコウトウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校高島分校 カマテショウガッコウタカシマブンコウ				1		1		9		5		4		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		種村 タネムラ				種小学校 タネショウガッコウ				8		6		148		61		57		50		46		46		39		30		31		23		21		22		23		28		27		26		29		27		23		28		27		30		32		36		44		36		34		33		28		26		21		22		21		22		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		北仙道村 キタセンドウムラ				北仙道小学校 キタセンドウショウガッコウ				8		6		146		91		90		71		71		70		68		66		69		68		67		70		75		81		70		70		64		61		52		49		53		48		46		43		41		41		39		34		29		28		28		26		25		21		23

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		小野村 オノムラ				飯浦小学校 イイウラショウガッコウ				8		6		137		45		43		42		40		43		41		39		38		39		40		38		40		40		38		42		44		42		41		40		34		30		26		24		24		17		17		19		20		22		25		25		27		23		21		19

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				馬谷小学校 ウマタニショウガッコウ				4		3		57		22		21		18		15		15		14		14		13		13		15		11		10		11		10		8		9		12		11		8		9		9		8		6		7		6		7		7		5		6		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				柏原小学校 カシバラショウガッコウ				8		6		111		45		45		44		29		23		21		15		13		12		12		14		11		9		9		10		9		7		12		12		11		10		9		9		8		7		6		5		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校岩倉分校 トヨカワショウガッコウイワクラブンコウ				2		1		15		8		7		5		9		8		8		8		7		6		2		2		1		1		←廃校？ ハイコウ

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		東仙道村 ヒガシセンドウムラ				東仙道小学校 ヒガシセンドウショウガッコウ				9		7		138		118		103		106		96		90		99		104		107		117		126		124		125		121		117		117		107		97		89		85		80		79		83		83		79		70		70		64		60		64		63		65		72		67		71		67		65		59		53		48		40		38		35		34

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		都茂村 ミヤコシゲムラ				都茂小学校 ツモショウガッコウ				12		9		300		168		164		143		124		120		121		123		127		136		142		150		149		150		141		130		135		124		118		113		118		116		108		100		88		90		70		67		59		52		55		55		58		51		50		55		61		50		51		44		47		44		42		44

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		二川村 ニカワムラ				二川小学校 ニカワショウガッコウ				7		6		114		55		54		53		51		47		47		41		35		32		37		32		27		27		25		22		27		27		26		22		28		31		27		23		22		23		20		16		17		24		22		24		21		22		22		20		20		16		10		8		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				匹見小学校 ヒキミショウガッコウ				13		11		331		184		179		169		159		162		151		163		154		141		134		119		109		89		83		77		77		75		72		80		73		78		79		84		87		79		77		75		67		69		66		66		61		54		52		52		50		46		45		35		35		28		25		24

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				道川小学校 ミチカワショウガッコウ										―		31		30		24		21		14		13		13		8		10		10		14		16		21		22		21		20		20		19		17		18		16		14		10		9		5		3		2		4		3		4		5		6		6		4		3		4		5		6		7		14		9		7

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				澄川小学校 スミカワショウガッコウ				7		6		105		41		32		30		25		24		17		20		19		20		15		15		15		13		16		16		20		19		17		19		17		18		17		19		16		19		15		15		17		11		7		8		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				三葛小学校 サンカツショウガッコウ				4		3		47		35		39		20		17		17		15		14		12		13		10		7		8		6		7		7		8		7		8		7		8		9		8		7		4		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				石谷小学校 イシタニショウガッコウ				6		4		69		18		16		13		13		12		12		11		8		8		8		7		7		5		3		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				下道川小学校 シモミチカワショウガッコウ				3		2		32		10		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				赤谷小学校 アカヤショウガッコウ				3		2		37		9		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				元組小学校 モトグミショウガッコウ				5		4		57		19		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				内石分校 ウチイシブンコウ										11		11		8		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ				4		3		39		14		13		14		12

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ				津和野小学校 ツワノショウガッコウ				24		20		820		510		495		465		434		427		426		447		451		447		454		450		444		435		403		402		394		388		359		355		359		331		328		295		293		262		246		230		216		212		201		197		186		172		180		177		158		148		138		138		120		112		114		115

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		木部村 キベムラ				木部小学校 モクベショウガッコウ				9		7		256		97		89		92		83		79		78		77		81		81		69		70		76		73		67		63		72		66		65		71		70		71		66		63		60		50		45		35		30		24		24		26		24		27		25		22		21		21		23		19		16		22		21		19

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				畑迫小学校 ハタサコショウガッコウ				8		6		111		66		60		62		57		44		41		48		46		54		62		66		68		63		60		54		47		50		45		42		37		36		40		37		32		32		29		29		23		21		21		17		12		7		10		7		5		3		3		3		←統合 トウゴウ

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				名賀小学校 ナガショウガッコウ				3		2		36		25		21		19		15		16		12		11		11		11		11		10		15		12		13		14		13		14		12		15		13		14		15		15		14		13		12		11		10		7		6		4		6		4		←統合 トウゴウ

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				日原小学校 ヒバラショウガッコウ				17		15		535		328		323		297		295		305		301		310		317		321		321		309		296		276		262		242		233		231		221		226		222		232		226		230		218		190		183		166		155		148		140		139		133		134		126		120		131		119		110		102		94		89		76		80

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				青原小学校 アオハラショウガッコウ				8		6		134		62		60		58		57		69		76		74		71		76		70		71		74		77		75		75		78		85		75		78		77		75		74		65		70		65		56		51		40		41		34		37		42		41		51		49		46		41		30		29		27		28		31		29

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				左鐙小学校 サブミショウガッコウ				8		6		100		33		30		28		27		24		25		25		27		24		19		16		17		20		19		14		14		17		18		16		20		22		24		22		26		23		24		22		23		25		25		22		19		18		14		10		7		8		8		8		6		7		4		6

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校				12		9		126		26		30		32		28		23		24		23		21		25		23		22		18		22		23		26		28		30		30		28		26		24		24		18		15		16		17		14		12		9		14		12		11		12		11		12		7		7		6

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校日浦分校 ヒウラブンコウ										12		―

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		小川村 オガワムラ				商人小学校 ショウニンショウガッコウ				4		3		40		18		15		14		―

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				柳小学校				6		5		90		14		15		9		11		12

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		？山口村 ヤマグチムラ				横道小学校　 ヨコミチショウガッコウ				4		3		50		12		13		8		10		9		13		16		16		17		18		18		17		15		12		10		7		5

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				柿木小学校 カキノキショウガッコウ				8		6		118		120		119		114		133		188		209		224		235		230		247		245		225		208		188		180		158		156		139		139		139		129		132		132		125		119		113		106		100		102		97		97		94		96		99		93		97		92		91		80		75		65		58		70

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		七日市村 ナヌカイチムラ				七日市小学校 ナノカイチショウガッコウ				12		10		293		181		179		165		164		154		155		150		145		144		143		140		143		140		141		130		130		136		130		137		122		120		112		107		106		100		101		93		95		94		87		80		85		82		79		77		74		74		66		72		65		63		65		68

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		朝倉村 アサクラムラ				朝倉小学校 アサクラショウガッコウ				8		6		129		94		81		74		66		61		67		70		75		81		73		71		66		58		55		59		58		59		58		56		55		57		53		46		49		46		39		39		34		37		35		41		43		45		46		41		35		30		31		31		30		30		27		30

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		六日市村 ムイカイチムラ				六日市小学校 ロクニチシショウガッコウ				14		12		385		220		222		221		222		214		230		248		242		220		212		222		212		221		227		214		214		205		205		189		185		185		167		177		181		179		179		166		177		161		148		145		130		125		110		103		95		93		86		79		85		89		93		88

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		蔵木村 クラキムラ				藏木小学校 クラキショウガッコウ				8		6		162		76		73		59		53		50		45		49		59		68		60		57		55		56		56		65		66		67		70		73		78		80		76		73		69		67		64		61		59		61		58		59		53		48		46		43		42		36		33		29		27		20		17		15

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		？				長瀬小学校 ナガセショウガッコウ				4		3		55		10		10		10		9		7		7		8		7		9		8		8		7		5		4

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				福井小学校 フクイショウガッコウ				8		6		218		99		119		118		122		125		121		125		125		120		126		165		172		166		163		169		171		163		170		159		153		150		141		133		125		112		105		93		83		86		76		69		62		60		69		65		64		65		73		65		60		55		49		47

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				海士小学校 アマショウガッコウ				8		6		237		137		122		122		114		111		102		108		109		110		107		106		99		88		81		66		62		61		54		57		43		45		50		51		62		64		67		65		66		58		56		60		58		58		44		47		46		42		38		34		35		31		29		37

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村＋浦郷村 クロキムラウラゴウムラ				西ノ島小学校 ニシシマショウガッコウ																																																																																				統合新設→ トウゴウシンセツ		111		101		97		94		91

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				美田小学校 ミタショウガッコウ				8		6		199		102		93		89		80		74		80		81		87		83		94		102		103		111		106		105		106		103		104		111		108		112		96		99		90		84		74		73		67		59		55		44		43		40		45		47		51		52		49		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				黒木小学校 クロキショウガッコウ										112		105		91		85		81		91		99		106		109		112		109		107		95		90		85		93		93		99		100		100		99		83		78		61		57		58		63		53		41		42		40		34		29		31		28		24		20		22		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				浦郷小学校 ウラゴウショウガッコウ										169		167		161		161		177		186		186		199		215		224		206		208		219		231		217		208		203		200		183		176		165		158		133		124		105		90		85		75		63		53		68		73		71		64		73		69		59		54		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				珍崎小学校（S49年浦郷から独立） チンザキショウガッコウネンウラゴウドクリツ				4		3		62		30		27		26		26		18		17		18		21		16		12		16		11		10

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		？				三度小学校 サンドショウガッコウ				4		3		42		21		19		16		14		11		9		12		8		9		6		4		3		2

		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ				知夫小学校 チブショウガッコウ				8		6		206		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				御波小学校 オナミショウガッコウ				5		4		81		27		22		22		18		15		17		21		18		18		18

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				知々井小学校 シショウガッコウ				8		6		107		21		18		12		11		8		8		7		4		7		8

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				崎小学校 サキショウガッコウ				8		6		143		43		37		33		29		27		23		21		17		16		14

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				西郷小学校 サイゴウショウガッコウ				26		21		880		699		711		702		706		691		713		712		715		718		729		741		743		715		691		678		658		634		615		589		539		505		464		410		398		379		370		368		364		355		331		341		337		326		302		301		286		273		297		293		306		285		284		282

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				飯田小学校 イイダショウガッコウ				8		6		158		88		87		83		76		69		68		70		68		63		64		61		61		60		65		62		62		64		60		62		63		70		65		63		67		59		62		61		61		59		57		51		44		38		33		26		23		26		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				大久小学校 オオヒサショウガッコウ				6		5		82		45		38		41		40		33		27		28		22		18		18		19		24		25		28		24		26		25		19		16		15		18		24		22		22		28		27		22		15		12		17		10		10		7		8		10		11		8		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				中条小学校 チュウジョウショウガッコウ				9		7		242		125		118		113		106		110		121		127		144		144		158		166		160		155		154		160		144		133		129		125		112		106		101		98		98		85		80		79		74		70		65		70		70		65		72		74		76		80		73		69		65		57		58		54

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				有木小学校 ユウキショウガッコウ				6		5		88		43		45		44		46		47		44		56		62		61		76		90		97		112		136		150		154		161		173		172		180		183		178		151		133		129		131		123		114		104		105		95		98		96		89		66		71		70		69		80		79		78		76		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				磯小学校 イソショウガッコウ																																																																														84		82		83		94		84		74		73		74		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村＋布施村 ナカムラフセムラ				北小学校 キタショウガッコウ																																																																																		統合新設→ トウゴウシンセツ		46		45		42		44		52		42

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村 ナカムラ				中村小学校 ナカムラショウガッコウ				13		11		345		134		124		114		119		99		102		101		100		102		104		106		107		105		97		91		88		90		86		83		85		87		78		73		63		63		57		57		60		55		58		51		46		48		41		34		33		33		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		布施村 フセムラ		布施村 フセムラ				布施小学校 フセショウガッコウ				　　―		　　―		　　―		59		67		70		65		61		60		58		51		52		44		44		46		46		39		35		27		23		23		17		17		19		22		19		20		19		23		25		29		28		27		29		28		25		24		17		16		13		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				五箇小学校 ゴカショウガッコウ				14		12		405		170		160		153		165		153		178		179		192		192		201		191		181		174		166		165		165		176		184		181		176		180		172		170		158		163		166		159		158		146		134		124		108		111		93		96		85		74		85		76		83		76		79		85

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				都万小学校 トマンショウガッコウ				8		6		222		130		98		90		86		82		78		111		106		112		120		112		121		112		127		113		103		117		106		118		122		128		127		119		129		114		108		92		92		92		83		89		83		80		77		79		80		71		80		80		79		78		75		73

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校 ナグショウガッコウ				8		6		104		51		48		43		36		32		22		23		12		10		9		13		14		18		21		24		22		20		19		20		23		25		25		28		33		29		24		20		20		13		7		6		8		7		4		4		6		7		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校油井分校 ナヒサショウガッコウユイブンコウ										11		10		11		9		8		7

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				下西小学校 シモニシショウガッコウ				7		6		99		83		74		77		71		71		67		76		87		88		89		88		96		91		81		82		81		78		67		63		68		64		73		65		57		70		69		75		72		81		82		68		60		58		55

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				今津小学校 イマツショウガッコウ				8		6		120		38		33		26		29		24		26		29		29		27		23		28		35		32		26		28		29		27		26		24		28		24		20		16		16		16		16		15		17		20		22		16		16		12		13

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				加茂小学校 カモショウガッコウ				8		6		128		59		55		52		50		48		33		33		30		34		37		37		40		53		58		64		63		69		70		56		49		52		52		46		49		49		53		54		48		39		38		33		26		17		19

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				港南分校（港南小学校） コウナンブンコウコウナンショウガッコウ				4		2		49		12		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				津戸小学校 ツトショウガッコウ				4		3		60		33		31		31		23		18		16

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				蛸木小学校 タコキショウガッコウ				3		2		48		27		25		22		22		16		17

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				久美小学校 ヒサミショウガッコウ				4		3		46		20		23		20		16		17		15		13		11		11		10		8		8		6

										総計 ソウケイ		上記合計↑ ジョウキゴウケイ		2752		2135		65280		49051		48173		47385		46897		46119		47099		48151		48892		49667		50082		50420		50270		49584		48481		46880		45602		44018		43473		42244		41100		40095		39076		37811		36372		35198		33849		32454		31423		30514		29620		28854		28031		27493		26624		26224		26033		25479		24965		24365		23780		23396		22922		22517

										削除したものを除いた数 サクジョノゾスウ				3205		2508		78829

																				1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

																				65603		65336		64570		64431		64006		65589		67399		68679		69876		70477		70778		70049		68881		67078		64797		63069		61016		60155		59241		57132		55976		54665		53310		51462		49968		48462		46723		45507		44477		43426		42552		41622		40968		39977		39498		39179		38558		37999		37481		36653		36226		35602		35073

																				49051		48173		47385		46897		46119		47099		48151		48892		49667		50082		50420		50270		49584		48481		46880		45602		44018		43473		42844		41100		40095		39076		37811		36372		35198		33849		32454		31423		30514		29620		28854		28031		27493		26624		26224		26033		25479		24965		24365		23780		23396		22922		22517
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																		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ		スミ

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

												1964（昭和39）年 ショウワネン						昭和48年 ショウワネン		昭和49年 ショウワネン		昭和50年 ショウワネン		昭和51年 ショウワネン		昭和52年 ショウワネン		昭和53年 ショウワネン		昭和54年 ショウワネン		昭和55年 ショウワネン		昭和56年 ショウワネン		昭和57年 ショウワネン		昭和58年 ショウワネン		昭和59年 ショウワネン		昭和60年 ショウワネン		昭和61年 ショウワネン		昭和62年 ショウワネン		昭和63年 ショウワネン		平成元年 ヘイセイガンネン		平成２年 ヘイセイネン		平成３年 ヘイセイネン		平成４年 ヘイセイネン		平成５年 ヘイセイネン		平成６年 ヘイセイネン		平成７年 ヘイセイネン		平成８年 ヘイセイネン		平成９年 ヘイセイネン		平成10年 ヘイセイネン		平成11年 ヘイセイネン		平成12年 ヘイセイネン		平成13年 ヘイセイネン		平成14年 ヘイセイネン		平成15年 ヘイセイネン		平成16年 ヘイセイネン		平成17年 ヘイセイネン		平成18年 ヘイセイネン		平成19年 ヘイセイネン		平成20年 ヘイセイネン		平成21年 ヘイセイネン		平成22年 ヘイセイネン		平成23年 ヘイセイネン		平成24年 ヘイセイネン		平成25年 ヘイセイネン		平成26年 ヘイセイネン		平成27年 ヘイセイネン

		現市町村 ゲンシチョウソン		旧市町村 キュウシチョウソン		旧村 キュウソン		統合旧村数 トウゴウキュウムラスウ		学校名 ガッコウメイ		教員数 キョウインスウ		学級数 ガッキュウスウ		児童生徒数 ジドウセイトスウ		1973年 ネン		1974年 ネン		1975年 ネン		1976年 ネン		1977年 ネン		1978年 ネン		1979年 ネン		1980年 ネン		1981年 ネン		1982年 ネン		1983年 ネン		1984年 ネン		1985年 ネン		1986年 ネン		1987年 ネン		1988年 ネン		1989年 ネン		1990年 ネン		1991年 ネン		1992年 ネン		1993年 ネン		1994年 ネン		1995年 ネン		1996年 ネン		1997年 ネン		1998年 ネン		1999年 ネン		2000年 ネン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		母衣地区 ホロチク				母衣小学校 ホロショウガッコウ		24		20		827		850		853		810		783		745		720		711		718		728		715		692		665		635		595		560		534		574		488		502		475		460		452		465		471		469		482		483		473		476		484		471		432		452		453		480		457		475		492		503		480		463		462		462

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		北堀地区（＋法吉村） キタホリチクホッキムラ				城北小学校 ジョウホクショウガッコウ								1072		1103		1166		1189		1212		1216		1285		1320		930		936		899		835		812		763		749		713		717		765		776		779		792		834		837		795		735		715		703		675		659		652		631		620		612		599		592		578		593		563		553		573		553		573		547

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		内中原地区 ウチナカハラチク				内中原小学校 ウチナカハラショウガッコウ								975		1029		1069		1074		1082		1093		1119		1135		1080		1059		1074		987		929		847		835		833		809		805		795		797		786		798		786		748		720		668		618		596		599		571		579		553		550		553		554		591		597		638		679		702		733		742		738

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		白潟地区＋朝日地区 シラカタチクアサヒチク				中央小学校 チュウオウショウガッコウ																																																				434		397		379		378		357		360		351		354		368		375		387		404		413		409		390		389		387		354		361		359		355

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		雑賀地区 サイカチク				雑賀小学校 サイカショウガッコウ		33		28		1131		943		937		938		936		734		755		765		727		688		666		647		603		570		526		485		450		440		412		395		386		393		392		370		362		354		344		335		350		332		341		308		308		298		283		279		253		257		246		232		226		238		247		241

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		津田地区 ツダチク				津田小学校 ツダショウガッコウ		23		19		390		1173		1256		1275		1333		975		1020		1097		1142		1141		1148		1118		1110		1092		1015		980		933		905		893		886		857		847		844		836		848		811		815		784		777		787		761		768		801		798		807		804		821		802		781		749		753		750		722		730

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古志原地区 コシバラチク				古志原小学校 コシバラショウガッコウ														新設→ シンセツ		901		1028		1120		1154		1229		1235		1216		1170		1124		1112		1078		1078		998		970		930		903		907		895		911		871		852		838		843		819		798		812		809		732		705		701		696		680		688		683		697		640		622		610		614

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		川津地区 カワツチク				川津小学校 カワツショウガッコウ		11		9		300		447		477		524		567		612		676		689		743		811		858		876		832		821		807		768		731		725		735		715		701		696		674		723		777		838		919		941		960		949		959		946		921		880		822		794		760		702		672		648		620		601		592		571

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		朝酌地区 アサクミチク				朝酌小学校 アサシャクショウガッコウ								149		143		139		147		155		169		182		184		176		194		192		177		178		167		176		169		175		174		179		178		178		174		173		162		155		146		145		141		114		102		101		96		89		81		90		88		80		85		80		78		81		76		74

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		法吉村 ホッキムラ				法吉小学校 ホウキチショウガッコウ		8		6		200		―																428		500		512		509		496		508		527		501		508		496		494		490		464		448		417		401		369		350		347		357		376		385		406		436		479		521		579		607		627		643		648		630		610		593		569

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		竹矢村 チクヤムラ				竹矢小学校 チクヤショウガッコウ		11		9		284		282		322		391		443		470		518		585		624		680		725		743		733		705		696		646		653		615		595		582		541		539		501		486		459		438		420		407		404		392		392		379		385		387		399		396		364		362		350		325		320		318		319		318

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		乃木村 ノギムラ				乃木小学校 ノギショウガッコウ		18		15		570		922		985		1039		1051		836		922		945		1000		1067		1082		1121		1120		1133		1165		1177		1183		1194		1183		1188		1183		1202		1182		1160		1122		1112		1087		1088		1068		1051		1035		1059		1073		1038		1053		1032		1006		999		992		1006		1009		1019		1023		1035

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		忌部村 インベムラ				忌部小学校 キベショウガッコウ								107		109		97		98		96		244		109		112		114		114		130		142		157		157		173		191		190		188		187		178		182		177		181		171		168		182		173		164		156		152		143		135		127		115		105		105		103		97		96		91		109		104		108

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大庭村 オオバムラ				大庭小学校 オオバショウガッコウ		14		12		363		541		577		655		680		684		795		894		968		1019		1048		1037		1044		1025		995		963		947		931		902		888		862		845		833		808		777		779		742		691		688		676		681		663		642		650		532		621		612		575		548		514		505		487		478		480

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		生馬村 イクマムラ				生馬小学校 イクマショウガッコウ		8		6		134		217		209		215		235		234		244		259		267		246		228		223		220		189		159		150		133		115		107		101		112		108		111		108		120		177		200		200		212		207		201		201		181		165		145		144		136		135		134		142		127		121		109		112

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		持田村 モチダムラ				持田小学校 モチダショウガッコウ								174		172		174		164		177		192		198		203		226		237		242		233		244		245		258		261		275		277		284		303		301		318		318		333		357		326		316		328		324		315		294		284		271		273		288		262		274		263		256		249		251		281		265

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				古江小学校 フルエショウガッコウ								184		178		184		199		190		200		194		205		217		237		246		249		266		247		244		234		256		305		322		370		386		401		405		397		403		369		366		364		334		306		286		276		245		226		220		229		222		211		247		246		258		247		243

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		本庄村 ホンジョウムラ				本庄小学校 ホンジョウショウガッコウ								310		320		327		308		278		288		285		288		271		256		267		242		246		235		250		255		252		255		236		234		204		204		190		171		174		159		159		155		150		150		158		149		150		153		146		140		127		121		118		100		95		94		93

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		大野村 オオノムラ				大野小学校 オオノショウガッコウ		11		9		262		189		186		183		192		186		194		196		196		203		204		199		189		192		190		177		161		156		163		154		143		144		146		141		128		119		104		100		95		93		94		80		79		75		72		46		77		74		70		68		63		59		59		56

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				秋鹿小学校 アキシカショウガッコウ								168		181		184		184		177		288		192		182		170		159		159		148		146		156		146		142		140		150		144		132		132		128		118		113		101		99		97		98		89		81		84		76		75		74		76		77		72		88		80		70		64		64		67

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		秋鹿村 アイカムラ				中島小学校 ナカシマショウガッコウ		8		6		96		72		67		75		68		65		60		64		65		58		65		61		59		59		55		50		45		45		48		40		40		44		39		40		37		32		32		32		31		27		25		27		19		15		18		16		16		12		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		古江村 フルエムラ				長江小学校 ナガエショウガッコウ								82		88		89		98		91		92		105		95		101		92		95		91		82		79		74		77		80		79		74		71		63		58		56		48		39		35		30		29		24		29		31		36		39		40		34		34		35		32		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		北堀地区 キタホリチク				北堀小学校 キタホリショウガッコウ		20		16		633		―

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		白潟地区 シラカタチク				白潟小学校 シラカタショウガッコウ		17		14		554		600		588		558		535		528		503		502		512		518		509		476		443		382		330		289		262		247		238		244		239		224		208

		松江市 マツエシ		松江市 マツエシ		朝日地区 アサヒチク				朝日小学校 アサヒショウガッコウ		22		19		802		613		586		563		558		552		543		531		503		493		472		453		420		409		370		342		308		279		268		249		240		229		224

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校 エショウガッコウ		18		15		592		434		462		423		432		419		421		450		421		414		382		373		359		357		351		330		320		311		303		296		280		275		273		260		252		242		222		209		188		192		185		172		169		162		161		148		132		120		114		108		98		93		89		84

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		佐太村 サタムラ				佐太小学校 サタショウガッコウ		8		6		204		158		159		168		170		170		172		181		186		199		199		196		179		173		160		151		154		152		162		155		158		150		149		139		130		122		119		112		103		88		83		86		81		81		88		92		102		97		98		94		93		96		99		98

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武＋御津 コウブミツ				東小学校 ヒガシショウガッコウ										―		215		197		205		197		195		201		196		206		210		210		233		247		246		249		227		243		246		251		274		258		268		260		253		241		228		217		189		165		147		135		123		120		129		122		122		128		115		106		86		87		78

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		恵曇村 ムラ				恵曇小学校片句分校 カタクブンコウ		3		2		36		25		22		23		27		25		25

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		講武村 コウブムラ				講武小学校　 コウブショウガッコウ		8		6		244		168		157		―

		松江市 マツエシ		鹿島町 カシマチョウ		御津村 オンツムラ				御津小学校 オツショウガッコウ		8		6		111		73		65		―

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦＋加賀＋野波 カガノナミ		3		島根小学校 シマネショウガッコウ																																																																						統合新設→ トウゴウシンセツ		170		168		152		160		154		156		155		152		146		143		136

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		大芦村 ムラ				大芦小学校 オオアシショウガッコウ		8		6		184		87		83		87		98		98		114		107		114		112		99		97		93		98		99		94		94		96		100		96		87		84		88		86		75		78		74		74		72		67		70		62		62		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		加賀村 カガムラ				加賀小学校 カガショウガッコウ		8		6		191		119		112		106		110		115		113		125		124		119		122		114		108		104		102		110		103		106		109		102		97		95		90		96		93		88		78		71		66		55		49		44		47		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		島根町 シマネチョウ		野波村 ノナミムラ				野波小学校 ノナミショウガッコウ		11		9		289		163		157		97		139		136		143		154		164		186		202		192		206		210		210		197		191		203		192		183		172		157		155		140		133		121		113		117		102		95		79		81		75		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村＋千酌村＋片江村 ミホノセキマチモリヤマムラ		4		（新）美保関小学校 シンミホノセキショウガッコウ																																																																								統合新設→ トウゴウシンセツ		298		266		263		244		226		201		188		189		171		170

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町＋森山村 ミホノセキマチモリヤマムラ		2		美保関東小学校 ミホノセキヒガシショウガッコウ																																																																94		98		109		112		123		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村 センクムラ				千酌小学校 センシャクショウガッコウ		9		7		241		141		154		144		146		143		144		153		147		145		149		144		144		144		129		135		125		124		135		129		126		124		122		117		114		110		116		109		107		96		92		96		83		83		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		千酌村＋片江村 センクムラカタエムラ		2		美保関北小学校 ミホノセキキタショウガッコウ																																																																153		138		130		114		104		←統合 トウゴウ

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		美保関町 ミホノセキマチ				美保関小学校 ミホノセキショウガッコウ		8		6		155		110		116		118		117		111		103		108		92		89		88		86		85		81		87		79		78		74		70		64		57		49		45		39		34		29		31		29		30

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				福浦小学校 フクウラショウガッコウ		8		6		133		110		106		99		98		94		97		83		88		87		89		84		82		82		76		71		65		69		71		68		68		70		66		65		57		52		36		31		26

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				森山小学校 モリヤマショウガッコウ		7		5		90		93		94		95		86		92		104		104		113		114		116		113		111		108		100		103		98		100		93		92		84		75		71		66		64		52		47		41		38

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				片江小学校 カタエショウガッコウ		8		6		179		137		150		146		142		127		127		126		119		110		103		107		104		107		109		104		107		103		100		94		93		84		89		91		83		81		74		69		62

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		片江村 カタエムラ				七類小学校 シチルイショウガッコウ		8		6		197		181		182		164		158		154		139		135		112		113		116		107		106		112		117		120		113		113		113		114		109		112		113		112		115		104		101		101		94

		松江市 マツエシ		美保関町 ミホノセキチョウ		森山村 モリヤマムラ				森山小学校下宇部尾分校 モリヤマショウガッコウシタウベオブンコウ		4		3		70		―		―

		松江市 マツエシ		八雲村 ヤクモムラ		岩坂村＋熊野村 イワサカムラクマノムラ		2		八雲小学校 ヤクモショウガッコウ								263		256		240		274		304		327		356		371		420		446		464		493		449		521		515		515		520		558		559		562		576		566		573		537		527		517		468		469		443		437		414		400		412		408		387		384		396		412		411		402		395		397		372

		松江市 マツエシ		八雲村 ヤクモムラ		岩坂村 イワサカムラ				岩坂小学校 イワサカショウガッコウ		9		7		244		―

		松江市 マツエシ		八雲村 ヤクモムラ		岩坂村 イワサカムラ				岩坂小学校平原分校 イワサカショウガッコウヒラハラブンコウ		2		2		36		―

		松江市 マツエシ		八雲村 ヤクモムラ		熊野村 クマノムラ				熊野小学校 クマノショウガッコウ		8		6		174		―

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				玉湯小学校 タマユショウガッコウ		15		12		444		452		456		471		482		474		488		499		498		502		507		540		532		548		530		491		470		462		446		425		387		367		358		338		329		322		321		326		316		308		301		282		275		263		275		265		282		276		266		268		276		285		305		332

		松江市 マツエシ		玉湯町 タマユチョウ		玉湯村 タマユムラ				大谷小学校 オオタニショウガッコウ		4		3		64		49		51		52		50		48		47		51		53		50		42		47		47		43		41		40		36		36		34		39		34		34		38		37		35		36		39		34		32		24		26		24		21		22		21		23		22		20		25		24		23		20		19		18

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		宍道町 シンジチョウ				宍道小学校 シンジショウガッコウ		22		16		586		529		514		521		503		524		547		573		605		618		639		627		626		612		585		560		533		493		466		432		441		414		411		389		365		349		328		330		318		321		324		339		358		367		368		367		363		372		352		334		335		317		314		302

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				来待小学校 キマチショウガッコウ		14		12		411		337		255		268		275		263		282		287		282		281		286		293		280		276		264		259		258		256		261		248		254		248		224		220		221		225		215		205		207		197		196		185		174		177		163		158		150		144		133		131		138		141		139		135

		松江市 マツエシ		宍道町 シンジチョウ		来待村 キマチムラ				大野原分校 オオノハラブンコウ																																										2		0		2		1		0		3		5		5		1		0		1		1		2		2		4		4		4		6		1		3		2		1		1		0		2		3

		松江市 マツエシ		八束町 ヤツカチョウ		八束村 ヤツカムラ				八束小学校 ヤツカショウガッコウ		15		13		526		362		346		347		340		330		333		338		329		338		335		322		305		298		297		304		291		287		304		317		318		310		329		336		311		303		288		278		256		247		254		236		232		227		230		217		217		208		194		186		174		195		191		178

		松江市 マツエシ		八束町 ヤツカチョウ		八束村 ヤツカムラ				八束小学校（江島） ヤツカショウガッコウエトウ		2		2		32		―

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		出雲郷村 イズモゴウムラ				出雲郷小学校 イズモサトショウガッコウ		9		7		256		189		202		214		197		203		221		231		237		223		254		266		286		297		286		301		309		302		297		282		278		252		242		242		226		230		206		219		230		263		283		296		317		338		350		359		383		407		426		416		427		428		426		419

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		揖屋町 イヤマチ				揖屋小学校 イヤショウガッコウ		14		12		432		568		583		613		634		641		645		656		680		649		634		628		603		585		543		502		484		452		443		419		418		404		389		366		352		364		370		377		381		393		391		401		400		415		426		443		457		438		433		423		406		384		358		342

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		意東村 イヒガシソン				意東小学校 イヒガシショウガッコウ		8		6		207		188		185		180		190		188		198		214		222		233		232		233		227		219		210		216		213		203		201		204		199		180		185		184		178		171		165		155		151		149		151		166		185		197		205		215		237		238		232		239		229		214		206		190

		松江市 マツエシ		東出雲町 ヒガシイズモチョウ		意東村 イヒガシソン				上意東小学校 カミイヒガシショウガッコウ		6		5		98		―		―

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				十神小学校 ジュウカミショウガッコウ																		809		806		801		815		783		776		756		704		661		621		608		569		539		506		481		473		438		435		425		408		414		397		396		402		414		415		399		386		377		382		366		371		376		364		370		349		351		347

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				社日小学校 シャニチショウガッコウ																		566		637		669		687		674		633		623		586		542		488		452		429		414		386		376		385		391		384		366		370		333		319		309		316		308		305		301		291		285		281		279		263		270		264		259		266		263		264

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		島田村 シマタムラ				島田小学校 シマダショウガッコウ		8		7		221		141		141		136		138		141		145		152		166		175		165		171		175		182		174		172		181		190		190		174		179		177		183		162		166		174		165		165		158		186		174		176		187		185		188		187		195		208		208		211		208		191		183		154

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		宇賀莊村 ムラ				宇賀莊小学校 ウガソウショウガッコウ		10		7		230		114		112		104		105		104		108		115		112		112		119		128		126		129		128		140		129		126		126		121		121		114		115		105		104		100		95		99		92		99		96		87		86		71		70		68		59		56		54		54		50		44		42		39

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		大塚村 オオツカムラ				南小学校 ミナミショウガッコウ								210		197		206		199		210		221		222		229		238		245		238		237		235		232		225		217		209		209		200		195		182		174		164		154		155		147		147		138		144		137		127		115		108		108		105		107		108		105		99		98		92		88		88

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		能義村 ノギムラ				能義小学校 ノウギショウガッコウ		9		7		221		158		147		150		148		152		158		168		186		182		185		180		184		178		170		163		153		146		142		131		126		117		120		118		112		104		98		101		87		80		80		90		87		97		96		100		98		95		85		80		81		78		70		66

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		飯梨村 イイナシムラ				飯梨小学校 イイナシショウガッコウ		9		7		220		150		147		155		157		148		155		154		162		168		177		183		181		186		178		172		172		167		172		160		159		154		140		145		138		127		123		121		121		101		101		99		94		86		72		72		63		57		48		51		53		57		57		58

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		荒島村 アラシマムラ				荒島小学校 アラシマショウガッコウ		11		9		321		301		325		348		367		392		425		469		496		502		517		521		504		507		472		454		426		397		376		347		321		291		272		248		220		207		213		214		215		224		220		219		208		215		215		234		243		239		250		240		239		223		207		204

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		赤江村 アカエムラ				赤江小学校 アカエショウガッコウ		15		13		379		315		334		339		349		373		376		395		414		448		469		476		470		483		468		441		418		410		400		371		351		344		320		304		285		269		264		239		232		227		238		238		238		243		254		256		265		268		283		289		295		279		262		270

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		安来町 ヤスギチョウ				安来小学校 ヤスギショウガッコウ		31		26		1151		1213		1243		1268		1296		1337		―

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		大塚村 オオツカムラ				大塚小学校 オオツカショウガッコウ		9		7		207		―

		安来市 ヤスギシ		安来市 ヤスギシ		大塚村 オオツカムラ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ		8		6		112		―

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		広瀬町 ヒロセチョウ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ		16		13		526		468		470		472		493		490		483		485		487		504		505		515		515		515		500		500		484		468		459		449		419		389		366		340		309		287		296		292		278		275		283		298		295		282		284		273		269		255		253		258		246		261		256		248

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				比田小学校 ヒタショウガッコウ																																																																				統合新設→ トウゴウシンセツ		57		60		57		50		43		33		30		31		32		30		37		40

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				山佐小学校 ヤマサショウガッコウ																																																																				統合新設→ トウゴウシンセツ		45		43		38		34		32		28		27		24		25		17		19		17

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				布部小学校 フベショウガッコウ								106		100		94		83		79		75		78		78		71		64		73		67		76		81		83		81		80		84		74		65		65		70		76		76		78		78		74		67		61		57		59		68		64		63		52		50		47		38		33		31		32		35		29

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				西比田小学校　 ニシヒタショウガッコウ		9		7		236		103		97		90		85		89		87		98		93		104		99		105		103		104		106		98		102		104		104		106		96		98		90		74		70		64		61		56		50		50		47		51		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				上山佐小学校 カミサショウガッコウ		8		6		132		68		63		56		54		41		44		42		36		45		47		48		47		47		49		39		36		34		35		32		35		38		37		45		46		46		51		50		47		42		36		38		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				奥田原小学校 オクタハラショウガッコウ		5		4		70		46		36		35		28		30		29		30		29		29		34		36		36		35		33		32		29		26		29		26		25		35		26		22		18		15		15		13		12		15		14		15		←山佐小に統合 ヤマサショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				西谷小学校 ニシタニショウガッコウ		6		5		86		40		33		34		29		26		29		30		28		23		25		29		27		28		26		31		27		26		25		22		23		16		20		17		19		19		19		22		23		22		18		16		←布部小に統合 フベショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		布部村 フベムラ				宇波小学校 ウナミショウガッコウ								33		33		31		28		36		34		39		35		36		37		32		35		31		32		30		26		27		25		25		25		24		27		27		24		24		20		18		17		14		13		8		←広瀬小に統合 ヒロセショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				東比田小学校 ヒタショウガッコウ						117		65		64		49		45		48		45		46		47		54		56		59		55		57		53		51		51		51		51		48		49		52		53		47		46		43		38		27		21		20		19		15		←比田小に統合 ヒダショウトウゴウ

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		比田村 ヒダムラ				東比田小学校坊床分校 ヒガシヒタショウガッコウボウユカブンコウ		8		1		5		―

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		広瀬町 ヒロセチョウ				菅原小学校 スガワラショウガッコウ		4		3		49		―

		安来市 ヤスギシ		広瀬町 ヒロセチョウ		山佐村 ヤマサムラ				下山佐小学校 シモヤマサショウガッコウ		7		6		94		―

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ		8		6		161		85		83		80		85		88		94		109		112		110		110		108		105		106		112		113		119		123		121		125		121		121		116		117		110		102		95		90		94		85		94		96		95		106		106		105		102		93		98		93		101		104		106		108

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		母里村 ハハサトムラ				母里小学校 ハハサトショウガッコウ		8		6		188		132		124		119		123		125		138		142		162		162		163		178		177		188		185		183		185		193		208		200		198		194		189		165		150		136		129		118		105		108		106		110		107		106		97		94		85		82		74		66		65		69		70		78

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		井尻村 イジリムラ				井尻小学校 イジリショウガッコウ								147		129		135		124		126		118		103		99		102		103		101		99		103		101		90		90		85		88		94		96		98		94		94		84		75		70		66		67		59		54		58		50		54		45		47		51		46		43		39		42		37		34		27

		安来市 ヤスギシ		伯太町 ハクタチョウ		赤屋村 アカヤムラ				赤屋小学校 アカヤショウガッコウ								115		93		87		84		84		89		105		108		108		97		103		99		93		93		91		96		99		91		85		85		82		83		73		68		61		52		47		41		41		41		44		49		46		40		40		33		29		30		32		31		28		26		33

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		今市地区 イマイチチク				今市小学校 イマイチショウガッコウ		38		30		1272		1173		1130		1088		1110		1124		1127		1084		1060		1064		1042		976		925		893		827		769		726		693		636		574		554		527		504		478		448		436		428		411		405		400		418		413		404		411		414		417		439		459		476		491		512		532		521		532

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		大津地区 オオツチク				大津小学校 オオツショウガッコウ		26		22		817		844		873		876		862		877		889		902		932		960		935		912		868		844		830		824		812		788		810		822		796		783		768		756		738		753		734		705		705		714		687		646		669		665		667		649		632		638		597		590		561		551		531		528

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		上津村 カミツムラ				上津小学校 カミツショウガッコウ		8		6		246		149		150		145		141		134		128		138		138		139		136		149		155		146		150		147		140		134		136		120		109		102		109		99		103		108		112		112		105		108		109		110		105		102		95		93		79		73		63		59		54		54		53		58

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		塩冶地区 エンヤチク				塩冶小学校 エンヤショウガッコウ		21		17		618		754		811		816		811		794		823		858		905		937		954		1019		1027		1084		1058		1084		1146		1125		1117		1107		1110		1101		1081		1159		1109		1092		1105		1050		1037		1012		983		931		947		935		901		909		916		896		858		883		823		815		778		802

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		古志地区＋神門村 コシチクカンドムラ				神戸川小学校 コウベガワショウガッコウ								586		588		599		634		658		679		700		713		729		756		753		742		732		726		693		643		631		633		630		619		605		648		666		660		685		684		681		643		648		662		638		649		635		619		607		583		599		582		570		560		568		592		581

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		若松分校 ワカマツブンコウ				湖陵小学校（H20神戸川小学校)若松分校 コリョウショウガッコウカンドガワショウガッコウワカマツブンコウ																																										3		7		5		5		5		5		5		2		3		5		4		2		4		1		1		2		1		1		0		4		1		3		2		0		1		0

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		高松地区 タカマツチク				高松小学校 タカマツショウガッコウ		19		16		562		446		482		507		550		587		603		656		706		761		820		841		881		868		835		780		772		739		728		699		697		714		699		670		646		639		623		617		612		619		606		599		602		585		581		599		614		625		648		663		652		635		625		606

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		園村＋荒茅村 ソノムラアラカヤムラ				長浜小学校 ナガハマショウガッコウ		19		16		612		384		381		365		359		359		375		397		417		445		480		479		505		495		476		458		445		428		417		411		404		387		359		352		321		317		301		296		294		281		291		271		283		279		183		304		295		306		302		306		292		297		301		299

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		四絡地区 ヨラクチク				四絡小学校 ヨツガネショウガッコウ		12		10		295		412		461		527		567		607		637		680		697		726		719		734		747		751		733		712		695		679		695		693		681		681		677		684		664		644		623		605		593		602		594		612		620		634		653		648		646		640		672		686		688		636		624		620

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		高浜地区 タカハマチク				高浜小学校 タカハマショウガッコウ		12		10		320		191		482		202		219		219		233		259		272		292		305		329		318		313		312		316		312		298		284		273		253		244		235		222		213		206		202		196		203		199		195		206		199		201		194		207		208		211		223		229		222		221		232		224

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		川跡地区・鳶巣地区 カワトチクトビスチク				北陽小学校 ホクヨウショウガッコウ																428		460		501		536		569		609		650		686		694		697		676		658		641		627		611		611		623		609		568		557		536		527		521		536		529		536		567		543		534		538		532		540		539		554		600		601		655		660		659

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ		14		11		339		196		189		175		164		152		159		178		175		192		198		206		216		207		205		200		197		196		189		180		174		153		157		156		158		152		146		134		127		115		106		109		111		119		125		127		128		114		105		108		99		98		101		103

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		乙立村 オッタチムラ				乙立小学校 オツタテショウガッコウ		8		6		187		114		107		103		100		97		95		98		100		102		103		101		103		97		97		96		95		92		85		75		72		61		55		47		47		46		39		41		40		41		41		42		42		41		40		40		41		40		39		40		39		36		30		34

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		稗原村 ヒエバラムラ				稗原小学校 ヒエハラショウガッコウ		15		13		364		207		202		192		183		169		157		160		151		162		168		181		194		201		222		238		232		226		222		214		186		178		171		171		165		158		156		142		138		122		117		119		124		121		108		100		89		93		87		76		73		73		72		78

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		神西村 ジンザイムラ				神西小学校 ジンニシショウガッコウ		16		14		443		324		251		250		257		258		256		265		280		291		299		303		303		299		306		284		273		276		274		260		252		253		259		244		237		227		217		221		221		256		257		268		272		279		271		259		255		233		233		220		223		202		189		198

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		川跡地区 カワトチク				川跡小学校 カワアトショウガッコウ		11		9		312		247		249		256		283

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		鳶巣地区 トビスチク				鳶巣小学校		8		6		194		135		133		126		121

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		古志地区 コシチク				古志小学校 コシショウガッコウ		9		7		242		―

		出雲市 イズモシ		出雲市 イズモシ		神門村 カンドムラ				神門小学校 カンドショウガッコウ		16		13		530		―

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		平田町 ヒラタマチ				平田小学校 ヒラタショウガッコウ		29		25		1038		861		862		843		853		828		841		845		843		842		850		819		773		760		724		691		650		639		611		576		568		555		532		502		482		471		455		447		457		450		460		471		478		456		440		428		424		430		419		416		408		405		385		370

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		灘分村 ナダフンムラ				灘分小学校 ナダワケショウガッコウ		13		11		347		276		275		268		245		240		240		253		267		271		282		297		300		308		298		296		298		304		291		268		272		256		242		250		240		248		238		237		238		229		218		220		232		233		227		226		245		241		235		249		238		224		210		193

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		国富村 クニトムラ				国富小学校 コクフショウガッコウ		12		10		311		221		236		241		234		222		236		233		236		244		240		247		268		267		259		249		247		245		227		223		212		200		198		184		186		190		180		179		190		191		187		185		182		185		181		180		173		174		192		186		180		173		175		173

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		西田村 ニシタムラ				西田小学校 ニシダショウガッコウ		9		7		254		125		123		130		112		105		106		117		129		130		139		148		148		145		130		127		123		122		125		123		121		125		121		125		125		118		117		110		105		89		79		81		80		82		80		80		86		86		80		75		71		70		69		62

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校 ワニブチショウガッコウ		10		8		291		174		158		154		133		94		85		82		82		76		75		83		81		78		81		77		71		62		58		59		54		43		44		37		34		27		27		27		25		29		33		36		33		34		33		33		28		27		23		29		30		35		37		37

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		鰐淵村 ムラ				鰐淵小学校猪目分校 ワニブチショウガッコウイノシシメブンコウ		3		2		38		19		18		18		14		11		10		8		11		8		7		6		6		7		6		6		3		5		5		3		1		1		2		3		3		4		5		6		5		4		4		3		3		3		3		4		3		4		3		0		0		0		←統合？ トウゴウ

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		久多美村 クタミムラ				久多美小学校 クタミショウガッコウ		9		7		255		167		163		184		191		199		207		241		262		280		295		311		323		320		320		310		293		273		273		265		252		241		229		213		212		199		199		183		195		187		181		170		150		140		149		125		129		133		144		144		144		144		144		141

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		檜山村 ムラ				桧(檜)山小学校　 ヒノキヒノキヤマショウガッコウ		8		6		226		143		144		138		137		138		144		149		150		155		164		164		163		164		160		155		149		156		153		144		139		130		125		115		112		109		105		103		97		100		100		101		98		97		85		86		74		72		69		64		64		58		66		63

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		東村 ヒガシムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ		13		11		366		205		212		208		187		185		180		195		192		204		211		228		246		263		282		282		297		294		287		278		279		280		293		286		266		260		245		224		202		189		190		172		152		154		142		130		127		129		134		127		134		134		118		117

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				北浜小学校 キタハマショウガッコウ		8		6		229		168		171		184		181		179		177		171		167		145		143		139		126		126		107		104		97		67		101		98		97		87		88		79		75		71		72		76		74		72		67		59		61		61		59		63		57		53		46		44		34		31		27		22

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		北浜村 キタハマムラ				塩津小学校 シオツショウガッコウ		8		6		100		71		64		64		58		56		54		54		52		56		58		54		49		47		45		37		32		35		29		25		24		21		19		17		18		22		19		18		17		14		14		14		13		11		10		11		11		9		11		14		15		16		13		13

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		佐香村 サカムラ				佐香小学校 サカショウガッコウ		14		12		391		263		257		253		239		231		230		235		230		242		237		235		229		204		199		187		181		179		183		175		161		156		153		147		144		149		151		154		147		145		138		124		110		102		85		79		67		62		54		51		45		44		41		38

		出雲市 イズモシ		平田市 ヒラタシ		伊野村 イノムラ				伊野小学校 イノショウガッコウ		10		8		241		129		134		144		133		144		147		159		157		170		185		179		170		165		161		147		140		139		149		147		139		134		128		122		102		95		101		105		108		109		111		98		86		77		72		74		79		83		85		75		66		61		57		48

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				窪田小学校		14		10		354		171		163		187		184		189		180		184		188		183		195		214		215		208		194		201		192		173		176		171		168		174		185		185		191		181		173		148		136		123		108		102		90		89		84		83		69		70		70		65		63		64		68		57

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東・西須佐村 ヒガシニシスサムラ				須佐小学校 サ																														274		280		277		270		261		237		213		208		207		194		204		204		209		194		179		175		157		160		144		136		137		116		110		107		106		110		103		109		97		88		80		77

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		窪田村 クボタムラ				橋波小学校 ハシナミショウガッコウ		9		6		113		38		38		―

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		西須佐村 ニシスサムラ				西須佐小学校 ニシスサショウガッコウ		12		10		335		163		147		145		133		131		127		134		127		124		131		129		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東須佐村 ヒガシスサムラ				東須佐小学校 ヒガシスサショウガッコウ		13		10		243		115		122		121		115		105		97		98		99		101		102		117		←須佐小に統合 スサショウトウゴウ

		出雲市 イズモシ		佐田町 サダチョウ		東須佐村 ヒガシスサムラ				須佐東小学校朝原分校 スサヒガシショウガッコウアサハラブンコウ		4				42		―

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田岐村 タチマタムラ				岐久小学校 キヒサショウガッコウ								219		209		129		211		212		226		239		246		255		270		272		258		268		252		266		261		260		266		258		226		248		232		225		221		210		203		201		189		183		178		163		153		149		142		134		133		143		132		128		130		138		129		121

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田儀村 タギムラ				田儀小学校 タギショウガッコウ		8		6		196		139		135		207		128		121		117		109		109		121		128		127		130		133		131		124		131		136		131		118		109		100		86		80		70		72		67		66		61		61		62		58		50		56		59		55		57		51		55		52		50		45		46		50

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		田岐村 タチマタムラ				峡久小学校小田校舎 キョウヒサショウガッコウオダコウシャ		9		7		264		―

		出雲市 イズモシ		多伎町 タキチョウ		久村 クムラ				峡久小学校久村校舎 キョウヒサショウガッコウヒサムラコウシャ		7		6		136		―

		出雲市 イズモシ		湖陵町 コリョウチョウ		江南村＋西浜村 コウナンムラニシハマムラ				湖陵小学校 コリョウショウガッコウ								453		439		452		431		423		441		464		479		483		499		507		526		522		526		507		489		476		458		432		412		393		364		364		339		335		343		336		320		320		326		318		292		303		307		307		301		310		315		298		306		305		296		286

		出雲市 イズモシ		湖陵町 コリョウチョウ		江南村				南小学校 ミナミショウガッコウ		12		10		332		―

		出雲市 イズモシ		湖陵町 コリョウチョウ		西浜村 ニシハマムラ				西小学校 ニシショウガッコウ		12		10		366		―

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		大社町 タイシャマチ				大社小学校 タイシャショウガッコウ		29		23		889		789		797		801		800		796		783		810		787		799		804		778		748		727		702		655		628		572		545		491		481		459		434		413		404		383		373		371		350		325		318		322		303		295		306		306		298		285		279		288		262		259		258		271

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		荒木村 アラキムラ				荒木小学校 アラキショウガッコウ		15		13		478		416		421		451		448		464		493		535		557		560		569		586		578		548		534		500		481		171		463		462		428		429		414		407		395		386		390		394		385		370		388		378		363		363		356		346		321		320		322		336		347		373		398		400

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		遥堪村 ムラ				遥堪小学校 ハルタショウガッコウ		9		7		263		172		164		155		154		155		155		157		172		183		175		180		198		207		206		215		229		236		230		225		214		199		200		188		181		166		173		165		158		163		158		150		142		139		136		131		135		134		128		122		111		114		108		110

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		鵜鷺村 ムラ				鵜鷺小学校 ウサギショウガッコウ		8		6		142		54		51		53		45		39		43		44		37		29		30		29		23		23		26		26		23		18		18		10		7		6		3		3		2		2		1		2		3		2		2		4		6		7		7		9		10		8		9		7		5		5		5		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		大社町 タイシャチョウ		日御碕村 ムラ				日御碕小学校 ヒノミサキショウガッコウ		9		6		134		149		149		154		143		138		140		141		141		134		128		119		113		108		97		98		99		97		93		94		86		76		67		67		63		59		64		67		75		68		67		63		52		48		39		35		33		28		27		19		17		15		13		←統合 トウゴウ

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		荘原村 ショウバラムラ				莊原小学校 ソウハラショウガッコウ		23		19		718		578		562		599		613		643		663		670		671		675		674		682		671		653		649		606		599		571		552		554		547		545		519		511		511		501		486		472		477		490		483		470		486		497		505		491		461		463		447		410		395		393		398		380

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出西村＋伊波野村 デニシムライナミノムラ				西野小学校 ニシノショウガッコウ								528		518		498		518		496		517		560		571		593		621		645		663		682		679		672		654		622		603		578		566		579		594		613		623		628		648		636		635		632		628		617		624		618		644		651		668		686		690		685		658		653		663		653

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		直江村＋久木村 ナオエムラヒサギムラ				中部小学校 チュウブショウガッコウ								434		441		456		450		430		428		451		478		492		523		555		578		584		570		546		531		519		496		487		471		454		442		435		447		432		418		421		397		395		371		395		390		395		409		407		430		417		427		424		417		407		369		375

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		出東村 デヒガシソン				出東小学校 デヒガシショウガッコウ		21		18		645		528		388		366		344		331		342		352		353		355		371		374		373		367		375		378		379		374		379		387		379		362		360		355		357		334		334		311		296		292		269		273		243		247		239		221		227		208		213		204		194		195		185		185

		出雲市 イズモシ		斐川町 ヒカワチョウ		直江村 ナオエムラ				直江小学校 ナオエショウガッコウ		12		10		315		―

		斐川町 ヒカワチョウ		斐川町 ヒカワチョウ		出西村 デニシムラ				西小学校 ニシショウガッコウ		13		11		356

		斐川町 ヒカワチョウ		斐川町 ヒカワチョウ		出西村 デニシムラ				阿宮小学校 アミヤショウガッコウ		8		6		107

		斐川町 ヒカワチョウ		斐川町 ヒカワチョウ		伊波野村 イナミノムラ				伊波野小学校 イハノショウガッコウ		12		10		328

		斐川町 ヒカワチョウ		斐川町 ヒカワチョウ		久木村 ヒサキムラ				久木小学校 ヒサキショウガッコウ		10		8		275

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		大東町 ダイトウチョウ				大東小学校 ダイトウショウガッコウ		19		16		610		510		500		519		527		512		516		547		543		526		510		500		492		474		436		416		407		384		366		338		320		316		303		300		283		285		276		284		285		290		294		304		306		285		274		272		257		242		242		244		245		238		241		246

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村＋幡屋村 ムラハタヤムラ				西小学校 ニシショウガッコウ																								334		333		342		353		363		363		370		364		364		359		338		331		332		304		287		259		243		226		207		204		200		197		196		202		190		179		169		172		170		165		169		163		174		173		162

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		佐屋村 サヤムラ				佐世小学校 サセショウガッコウ		11		9		316		160		164		167		171		179		182		197		192		200		206		202		210		197		190		194		183		182		172		176		164		151		145		135		136		133		125		120		110		108		94		85		81		78		84		73		81		85		91		90		90		89		88		86

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				阿用小学校 アヨウショウガッコウ		8		6		221		113		111		108		95		97		100		112		124		129		138		139		147		141		132		127		118		113		111		119		114		121		121		115		116		108		109		101		97		95		84		70		57		62		57		58		61		62		60		58		60		58		54		53

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				海潮小学校 ウミシオショウガッコウ		14		12		392		211		196		202		203		203		197		204		217		202		208		199		202		192		185		197		212		217		202		207		201		182		162		146		141		127		114		106		96		100		88		94		90		104		109		108		120		109		103		99		87		81		78		77

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		阿用村 アヨウムラ				久野小学校 ヒサノショウガッコウ		9		7		235		115		102		86		77		67		67		70		68		72		76		69		71		68		66		68		72		87		83		84		86		80		70		64		62		55		58		56		58		53		54		51		44		37		33		30		26		24		25		23		16		15		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		海潮村 ウシオムラ				塩田小学校		7		6		101		15		14		15		11		12		17		18		21		25		32		37		36		39		32		30		23		20		17		16		13		13		13		14		15		15		16		12		13		8		7		8		11		13		8		10		12		10		9

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村 ムラ				春殖小学校 ハルショクショウガッコウ		11		9		272		142		138		137		137		136		142		146		168		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		春殖村 ムラ				春殖小学校畑鵯分校 シュンショクショウガッコウハタヒヨドリブンコウ		1		1		20		―

		雲南市 ウンナンシ		大東町 ダイトウチョウ		幡屋村 ムラ				幡屋小学校 ハタヤショウガッコウ		12		10		295		188		173		175		170		168		168		164		164		←西小に統合 ニシショウトウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		加茂町 カモチョウ		加茂町 カモマチ				加茂小学校 カモショウガッコウ		27		23		935		520		521		537		566		548		569		604		610		619		627		671		657		645		643		617		606		576		553		532		525		505		473		441		428		410		388		371		378		388		369		362		354		368		376		367		370		369		379		369		363		356		330		326

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		木次町 キスキマチ				木次小学校		21		17		606		552		520		514		510		485		465		482		486		481		455		460		461		436		369		339		329		336		319		305		289		283		263		251		223		210		214		192		213		209		211		219		216		208		207		203		194		192		186		174		170		170		177		181

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		斐伊村 アヤルイムラ				斐伊小学校 ヒイショウガッコウ		8		6		150		133		125		126		130		130		130		145		159		148		161		165		155		161		165		162		164		156		161		168		183		187		189		185		181		175		169		159		155		147		144		129		130		133		137		140		137		152		140		125		127		133		140		126

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				寺領小学校 ジリョウショウガッコウ		11		9		311		151		141		129		131		120		121		126		137		149		142		163		165		174		192		189		202		188		188		175		148		141		136		131		122		121		112		115		111		105		111		90		86		75		72		73		69		66		63		67		68		66		61		62

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		日登村 ヒノボムラ				西日登小学校 ニシヒノボリショウガッコウ		9		7		245		152		145		129		114		101		90		78		72		74		81		84		94		102		123		121		110		102		101		103		106		112		115		123		127		125		118		113		109		93		86		81		78		71		72		70		73		63		59		57		53		49		46		43

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		温泉村 オンセンムラ				温泉小学校 オンセンショウガッコウ		8		6		186		29		110		103		101		90		84		86		81		78		81		86		85		77		80		73		69		62		66		61		56		50		50		53		48		51		43		45		40		34		27		20		21		21		20		23		22		24		19		15		12		11		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		木次町 キスキチョウ		温泉村 オンセンムラ				温泉小学校湯村分校 オンセンショウガッコウユムラブンコウ		2		2		35		―

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		三刀屋町 ミトヤマチ				三刀屋小学校 ミトヤショウガッコウ		17		15		556		432		425		413		417		419		434		435		437		465		462		460		460		458		470		459		449		441		443		442		416		397		387		366		343		322		314		292		292		284		287		280		283		306		286		280		302		289		290		278		281		300		278		268

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		飯石村 イイシムラ				飯石小学校 メシイシショウガッコウ		8		6		196		98		91		89		96		93		91		94		92		101		103		106		106		114		122		118		109		102		102		92		81		74		76		69		64		56		51		48		48		49		45		50		48		50		42		40		37		34		34		27		27		28		27		23

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校 ナベヤマショウガッコウ								176		160		148		128		119		114		107		111		110		122		133		137		141		152		154		142		164		164		150		135		130		123		121		107		109		107		91		91		96		103		97		100		109		103		94		86		82		69		69		58		54		53		56

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		中野村 ナカノムラ				中野小学校 ナカノショウガッコウ		8		6		204		91		82		73		71		64		66		75		76		88		84		85		85		85		78		75		81		79		82		83		79		77		73		63		54		37		33		29		29		26		23		27		30		27		25		23		22		20		16		15		16

		雲南市 ウンナンシ		三刀屋町 ミトヤチョウ		鍋山村 ナベヤマムラ				鍋山小学校根波分校 ナベヤマショウガッコウミネナミブンコウ		5		4		64		37		35		36		38		34		36		35		36		37		43		44		43		45		40		35		36

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ		9		7		271		190		170		162		145		137		126		122		130		124		132		132		126		120		110		113		102		114		114		118		124		132		135		121		121		115		101		85		81		77		73		65		60		55		52		47		40		38		32		26		32		27		31		30

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		田井村 タイムラ				田井小学校 タイショウガッコウ		8		6		158		86		78		75		77		71		72		73		72		74		72		71		70		76		68		76		73		72		68		65		69		56		49		53		56		50		46		59		66		59		55		57		59		45		38		36		38		35		29		31		34		32		26		26

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校民谷分校 ヨシダショウガッコウミンタニブンコウ		4		3		56		35		38		33		31		27		25		25		20		18		18		21		20		19		22		26		26		25		23		22		21		22		23		22		23		22		21		17		15		15		14		12		14		13		13		10		10		8		5		5		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		田井村 タイムラ				吉田小学校芦谷分校 ヨシダショウガッコウアシヤブンコウ		3		2		21		―

		雲南市 ウンナンシ		吉田村 ヨシダムラ		吉田村 ヨシダムラ				吉田小学校杉戸分校 ヨシダショウガッコウスギトブンコウ		3		2		26		―

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		掛合村 カケヤムラ				掛合小学校 カケアイショウガッコウ		14		11		353		199		196		184		177		157		157		159		151		154		144		151		153		150		152		154		152		145		146		145		141		144		158		152		146		140		135		135		120		115		112		109		98		95		94		92		172		170		171		160		149		147		146		158

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		多根村 タネムラ				多根小学校 タネショウガッコウ		8		6		149		82		77		62		61		55		56		61		57		65		63		57		52		44		47		39		44		47		48		50		57		58		58		52		52		54		48		42		32		30		26		23		19		19		23		25		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		松笠村 マツカサムラ				松笠小学校 マツカサショウガッコウ		8		6		128		55		48		41		37		36		34		33		41		51		56		62		70		70		67		59		56		51		47		41		34		31		23		19		15		16		18		17		24		25		26		22		22		24		21		19		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ムラ				波多小学校 ハタショウガッコウ		8		6		203		93		77		59		55		51		47		44		45		51		49		42		35		38		41		37		45		46		49		47		42		41		35		36		34		37		34		35		33		30		26		20		19		18		17		16		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ハタムラ				入間小学校 イルマショウガッコウ		8		6		142		71		63		62		59		43		34		30		31		28		25		25		27		32		30		27		26		28		24		24		25		25		28		26		22		22		21		21		15		14		13		14		13		14		15		14		←統合 トウゴウ

		雲南市 ウンナンシ		掛合町 カケヤチョウ		波多村 ハタムラ				入間小学校穴見分校 イルマショウガッコウアナミブンコウ		1		1		17				―

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		布施村 フセムラ				布勢小学校 フセショウガッコウ		13		11		348		193		194		190		180		178		168		170		167		160		158		154		153		140		141		132		132		122		119		129		122		129		119		116		107		94		95		86		89		83		92		88		88		85		86		83		74		67		65		57		50		51		52		53

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				三成小学校 ミツナリショウガッコウ		15		13		408		265		287		270		271		260		277		301		281		290		268		267		244		208		197		176		170		162		169		162		174		166		171		182		178		183		177		175		163		151		141		139		146		151		147		144		136		131		112		106		108		100		89		90

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三成町 ミナリマチ				高尾小学校 タカオショウガッコウ		4		3		51		37		34		33		32		29		26		25		29		29		26		31		33		33		29		27		31		26		22		21		20		20		18		17		19		18		19		18		19		21		18		17		17		17		17		14		16		16		14		13		12		11		11		10

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				亀嵩小学校 カメカサショウガッコウ								95		105		101		110		99		102		109		101		111		110		116		115		118		120		120		119		103		98		85		80		75		72		71		62		63		64		57		56		60		61		56		55		53		49		50		43		40		39		42		40		36		39		38

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		亀嵩村 カメダケムラ				高田小学校 タカダショウガッコウ								41		35		32		33		29		30		25		29		27		29		35		40		47		48		54		54		54		53		53		55		51		51		53		50		44		36		35		31		27		28		25		25		21		23		20		16		17		17		18		18		13		11		9		←統合 トウゴウ

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		阿井村 アイムラ				阿井小学校 アイショウガッコウ								215		199		181		170		179		174		179		198		210		213		207		217		216		203		191		174		169		152		160		150		154		153		158		156		161		161		153		159		145		141		120		124		116		100		98		93		86		75		65		71		59		59		65

		奥出雲町 オクイズモチョウ		仁多町 ニタチョウ		三沢村 ミサワムラ				三沢小学校 ミサワショウガッコウ		8		6		186		95		80		88		90		87		85		86		97		88		85		89		89		81		72		67		62		53		50		52		52		53		50		56		56		55		52		50		47		47		47		42		36		37		32		32		31		33		35		34		31		32		28		24

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		鳥上村 トリウエムラ				鳥上小学校 トリウエショウガッコウ		10		8		262		116		110		104		101		105		100		97		93		92		96		92		99		104		100		103		101		106		100		105		108		106		103		99		99		89		93		88		87		87		83		84		65		58		50		39		35		29		29		29		36		46		44		44

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		横田町 ヨコタマチ				横田小学校 ヨコタショウガッコウ		17		14		553		322		313		309		319		300		395		321		331		346		337		332		334		341		322		308		317		313		283		270		270		275		251		262		254		239		228		210		202		189		185		178		173		177		169		180		181		170		155		144		137		129		121		121

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		八川村 ヤカワムラ				八川小学校 ヤカワショウガッコウ		13		11		341		184		166		153		167		151		154		149		150		142		132		128		133		137		144		141		152		157		156		150		137		135		131		134		120		112		116		104		96		87		91		94		90		89		86		95		81		72		65		61		57		46		42		46

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		馬木村 ウマキムラ				馬木小学校 ウマキショウガッコウ								181		181		184		174		157		159		160		153		153		149		150		152		150		156		156		145		157		152		154		144		127		124		117		107		107		101		98		94		94		91		84		85		87		86		82		86		81		82		78		72		68		63		62

		奥出雲町 オクイズモチョウ		横田町 ヨコタチョウ		八川村 ヤカワムラ				八川小学校三森原分校 ヤカワショウガッコウミツモリハラブンコウ		1		1		4		―

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校 トンバラショウガッコウ		15		13		425		169		180		159		159		137		141		160		145		158		154		156		174		165		168		159		155		156		148		159		153		153		153		151		153		150		150		149		154		142		131		120		107		96		87		83		78		73		74		80		76		81		72		73

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校 シショウガッコウ		8		6		212		102		91		96		61		50		54		53		48		51		60		61		52		51		45		39		34		37		32		24		23		25		23		21		21		21		15		20		35		41		35		33		34		31		27		19		19		21		19		17		19		20		17		18

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校都加賀分校 トカガブンコウ		2		2		40		8		―

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		頓原村 トンバラムラ				頓原小学校長谷分校		2		2		21		―		―

		飯南町 イイナンチョウ		頓原町 トンバラチョウ		志々村 ココロザシムラ				志々小学校角井分校 カクイブンコウ		58		4		67		25		21		21		16		13		11		14		13		17		19		20		17		19		24		26		29		32		36		34		31		27		23		20		20		21		19		16		←本校へ統合 ホンコウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		赤名町 アカナマチ				赤名小学校 アカナショウガッコウ		12		10		320		163		164		151		146		131		130		143		145		150		161		164		162		149		150		152		132		123		122		115		103		106		108		104		94		88		87		79		82		80		75		77		79		82		77		79		80		79		73		73		64		56		56		64

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				来島小学校 ライシマショウガッコウ		10		8		247		128		121		107		110		105		96		94		103		106		124		129		134		139		134		133		121		118		110		108		105		99		102		100		108		102		98		94		87		82		70		59		51		79		71		73		77		77		78		79		80		72		65		66

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				小田小学校 オダショウガッコウ		8		6		126		64		59		59		58		53		52		54		51		46		50		53		45		42		38		39		39		46		44		45		44		49		39		34		32		27		28		20		25		23		23		25		25		←来島小に統合 キジマショウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		谷村 タニムラ				谷小学校 タニショウガッコウ		6		5		88		56		44		39		31		28		28		31		36		36		35		36		32		34		32		28		25		22		23		20		16		17		19		20		18		18		17		14		12		15		10		11		11		←来島小に統合？ キジマショウトウゴウ

		飯南町 イイナンチョウ		赤来町 アカギチョウ		来島村 キジマムラ				来島小学校川尻分校 クシマショウガッコウカワジリブンコウ		3		2		29		―

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（浜田町） ハマダチクハマダマチ				原井小学校 ハライショウガッコウ		32		26		1023		911		882		893		886		869		852		876		868		844		790		748		703		652		594		542		508		480		472		448		416		377		360		334		337		337		328		304		293		299		275		260		251		259		252		221		213		217		218		223		205		215		201		198

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（原井小を分離） ハマダチクハライショウブンリ				雲雀丘小学校 クモスズメオカショウガッコウ		8		6		151		117		100		95		89		83		85		86		82		67		76		75		64		68		66		72		64		74		102		112		129		140		151		169		150		169		164		161		143		147		137		137		127		126		127		125		132		135		131		123		113		109		93		87

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		浜田地区（浜田町） ハマダチクハマダマチ				松原小学校 マツバラショウガッコウ		21		17		609		500		517		493		488		641		701		710		712		680		633		638		607		572		533		492		480		431		410		388		375		365		341		353		332		316		298		278		266		255		238		236		222		211		182		169		170		179		191		199		202		204		208		184

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				石見小学校 イワミショウガッコウ		27		23		966		1014		1030		1089		1109		1024		1008		1124		1173		1181		1228		1231		1181		1123		1031		977		958		902		894		856		606		589		547		519		525		487		509		495		488		498		485		480		460		465		460		430		422		401		392		403		395		404		395		383

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川地区 ミカワチク				美川小学校 ミカワショウガッコウ		8		6		165		131		121		116		113		109		150		173		191		211		234		243		246		253		241		241		229		222		215		208		187		180		164		162		131		126		121		113		117		113		117		125		130		132		120		113		112		96		98		92		85		87		74		66

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		周布地区 スフチク				周布小学校 シュウフショウガッコウ		15		13		468		355		350		360		387		372		391		403		432		445		449		456		446		444		461		460		459		463		446		464		441		443		437		429		433		381		393		397		383		361		343		356		349		343		330		343		331		326		334		327		333		332		321		327

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		長浜地区 ナガハマチク				長浜小学校 ナガハマショウガッコウ		16		14		572		631		605		607		625		636		637		652		695		714		689		682		681		669		660		615		605		588		536		522		499		489		433		420		421		408		379		349		351		353		336		325		350		334		324		297		305		289		280		284		289		274		261		261

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				国府小学校 コクフショウガッコウ		15		13		413		403		412		424		406		399		417		418		414		416		440		446		445		435		422		418		394		368		351		354		335		301		313		321		325		315		298		312		299		288		269		256		262		249		243		239		226		222		199		208		218		232		229		332

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				三階小学校 サンカイショウガッコウ																																														284		298		304		307		308		321		330		330		325		328		342		341		336		328		314		298		269		253		245		243		245		243		245		244

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				上府小学校 カミフショウガッコウ		8		6		128		69		63		50		56		53		58		58		70		67		74		85		92		101		96		104		99		107		106		104		108		110		102		101		107		96		92		89		91		89		80		72		67		60		49		57		61		61		74		76		80		80		89		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		有福村 アリフクムラ				有福小学校 アリフクショウガッコウ		7		6		93		41		41		48		53		55		55		51		57		54		53		49		53		52		60		53		46		40		37		31		34		35		40		37		38		36		29		25		20		19		21		21		17		15		14		13		12		11		9		11		11		15		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		国府村 コクフムラ				宇野小学校 ウノショウガッコウ		6		5		86		55		52		48		44		41		41		37		33		34		31		34		31		30		33		28		27		22		21		25		24		28		30		34		37		30		27		26		21		23		21		21		22		20		16		13		9		9		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				後野小学校 ノチノショウガッコウ		5		4		71		38		39		36		33		31		34		38		38		37		39		42		45		46		54		60		57		54		48		49		36		28		28		28		31		26		32		34		32		30		30		27		23		20		21		20		13		16		16		15		11

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		金城村 カナギムラ				佐野小学校 サノショウガッコウ		7		5		86		35		33		31		40		39		42		48		50		58		62		68		69		74		75		70		57		49		50		37		32		30		29		29		25		30		29		27		30		25		22		19		23		20		16		19		21		18		15		15		14

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		大麻村 タイマムラ				大麻小学校 オオマショウガッコウ		4		3		55		―

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川村 ミカワムラ				美川東小学校 ミカワヒガシショウガッコウ		4		3		67		―

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		？				久代小学校 クシロショウガッコウ		5		4		75		―

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		美川村 ミカワムラ				美川西小学校 ミカワニシショウガッコウ		7		6		93		32		33		34		34		34		※美川小に統合 ミカワショウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				長見小学校 ナガミショウガッコウ		4		3		45		35		33		31		33		29		26		27		27		29		26		22		23		21		53		22		21		22		20		18		←統合？ トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		浜田市 ハマダシ		石見地区 イワミチク				細谷小学校 ホソヤショウガッコウ		8		6		102		44		37		32		31		28		26		26		24		31		31		30		30		30		39		30		31		36		32		30		←統合？ トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		雲城村 クモシロムラ				雲城小学校 クモシロショウガッコウ		9		8		269		153		148		145		153		162		172		171		183		209		220		216		245		215		212		194		194		194		196		202		190		190		197		204		186		184		186		190		177		166		165		147		143		125		129		141		145		151		142		153		149		151		144		145

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				今福小学校 イマフクショウガッコウ		8		6		142		55		55		61		59		55		46		53		54		51		59		66		78		88		89		91		83		77		77		72		70		71		72		65		61		55		55		48		41		38		33		31		28		28		63		59		52		52		43		42		41		40		41		43

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校 ナミサ		11		8		190		81		66		61		63		53		43		48		45		48		49		54		55		67		71		71		65		61		57		46		50		42		41		40		39		38		33		28		26		23		23		23		27		23		22		28		27		27		21		22		24		16		18		16

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				美又小学校 ミマタショウガッコウ		8		6		115		59		59		54		53		48		46		37		36		39		41		39		38		41		38		41		41		46		47		45		44		38		31		29		27		27		28		25		27		28		33		31		29		23		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		今福村 イマフクムラ				久佐小学校 クサショウガッコウ		8		6		199		37		46		42		45		35		39		41		43		53		53		64		64		64		60		53		49		46		44		41		39		38		44		38		41		40		41		34		26		22		19		14		14		17		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				小国小学校 オグニショウガッコウ		5		4		64		―		―																						33		26		28		25		28		39		30		30		28		27		24		19		17		15		12		11		9		7		5		6		6		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校小国分校 ナミサショウガッコウオグニブンコウ						―		26		23		17		15		15		18		17		21		24		26		31		30

		浜田市 ハマダシ		金城町 カナギチョウ		波佐村 ハサムラ				波佐小学校若生分校 ナミサショウガッコウワカイブンコウ						―		6		4		2		2

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		今市村 イマイチムラ				今市小学校 イマイチショウガッコウ		11		8		218		93		92		95		100		106		103		107		111		117		121		130		134		146		139		129		117		101		98		92		81		80		85		89		86		83		77		69		62		50		50		45		51		51		54		52		54		71		71		88		89		95		114		116

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		和田村 ワダムラ				和田小学校 ワダショウガッコウ		8		6		148		60		55		47		42		49		54		51		49		56		41		43		41		40		43		43		48		54		60		56		60		55		53		48		40		42		36		34		31		29		28		20		17		15		14		12		13		12		14		16		13		12		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ																				おそらく新設→ シンセツ		39		33		31		31		28		23		26		24		21		19		20		23		24		25		23		27		34		34		30		30		26		23		16		14		14		12		14		15		17		15		16		16		12		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		木田村 キタムラ				木田小学校 キダショウガッコウ		6		5		96		34		32		38		36		32		30		33		38		28		55		47		43		47		31		34		34		36		34		36		38		34		32		28		22		21		19		17		15		15		17		16		16		19		16		17		17		12		12		9		8

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				都川小学校 ミヤコガワショウガッコウ		8		6		149		―												おそらく新設→ シンセツ		47		45		35		39		42		37		34		27		26		26		18		16		14		19		17		17		22		20		26		22		21		20		15		15		11		8		5		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				来尾小学校 クオショウガッコウ		4		3		43		―

		浜田市 ハマダシ		旭町 アサヒチョウ		都川村 ミヤコカワムラ				東小学校 ヒガシショウガッコウ								97		62		92		96		90		85		83

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ						弥栄小学校 ヤサカショウガッコウ																																																																統合新設→ トウゴウシンセツ		90		89		82		83		77		71		77		81		66		63		58		55		47		39

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				安城小学校 アンジョウショウガッコウ		16		13		240		86		105		103		96		100		102		97		90		89		80		72		72		71		69		68		67		71		70		64		63		56		59		49		47		42		52		46		48		52		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		安城村 アンジョウムラ				西分校 ニシブンコウ								27

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				杵束小学校 キネツカショウガッコウ		38		26		159（37）		79		86		83		82		70		69		66		61		59		57		58		63		60		59		58		63		54		50		47		49		51		41		43		39		44		41		35		38		39		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		弥栄村 ヤサカムラ		杵束村 キネツカムラ				田野原分校 タノハラブンコウ								21		23		22		18		17		13		7

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三隅町 ミスミマチ				三隅小学校 ミスミショウガッコウ		14		11		348		258		265		280		218		213		219		233		238		248		249		257		248		249		242		249		253		240		225		220		211		192		187		176		171		349		318		314		285		258		267		258		250		228		228		224		226		207		188		191		176		200		193		194

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		岡見村 オカミムラ				岡見小学校 オカミショウガッコウ		12		10		295		166		160		157		160		152		150		145		142		140		137		143		141		127		119		115		110		103		112		107		112		113		104		119		123		131		120		104		110		105		89		73		62		57		56		54		55		54		56		59		60		60		58		55

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校 イノショウガッコウ		15				242		119		110		96		101		102		97		104		114		114		110		114		111		92		89		79		75		60		64		64		53		62		58		55		40		39		38		29		23		29		31		32		28		28		25		16		16		17		18		17		14		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校室谷分校 イノショウガッコウムロヤブンコウ		　　―		　　―		　　―		26		本校化？ ホンコウカ						18		18																														分校扱い→ ブンコウアツカ		8		10		7		8		8		6		7		9		10		9		8		9		9		8		8		8		10		11		10		←統合 トウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				井野小学校小原分校 イノショウガッコウコハラブンコウ		　　―		　　―		　　―		―

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三保村 ミホムラ				三保小学校 サンホショウガッコウ		13		11		318		169		161		165		152		149		163		186		196		210		219		224		220		229		216		194		198		193		179		162		168		167		156		150		138		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				室谷小学校 ムロヤショウガッコウ										23		21		17		18		18		18		26		22		20		17		17		15		12		14		19		19		16		11		10		9		→分校化 ブンコウカ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				三隅南小学校 ミスミミナミショウガッコウ												―		60		59		51		54		48		50		45		43		43		35		38		34		30		26		27		28		29		28		28		27		21		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		大麻村 オオアサムラ				白砂小学校 シラスナショウガッコウ		4		3		56		54		51		38		35		25		26		22		21		17		16		17		16		15		13		19		19		26		32		34		45		41		46		41		36		←三隅小学校へ統合 ミスミショウガッコウトウゴウ

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		井野村 イノムラ				芦谷小学校 アシヤショウガッコウ		8		6		96		22		―

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		黒沢村 クロサワムラ				黒沢小学校 クロサワショウガッコウ		4		3		48		17		13		9		―

		浜田市 ハマダシ		三隅町 ミスミチョウ		三隅町 ミスミチョウ				矢原小学校 ヤハラショウガッコウ		4		3		50		―						―

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大田町 オオダマチ				大田小学校 オオダショウガッコウ		26		23		900		884		914		909		905		898		889		905		925		982		985		970		959		965		956		889		844		806		764		770		749		751		724		701		705		660		630		592		619		599		581		585		564		566		555		561		522		530		529		522		507		514		524		520

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		長久村 ナガヒサムラ				長久小学校 チョウキュウショウガッコウ		11		9		284		172		162		168		163		167		184		189		208		221		240		252		244		243		238		242		246		242		253		254		242		230		237		221		207		188		180		175		155		150		141		143		145		146		137		144		169		179		179		182		183		177		168		159

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		五十猛村 イソタケムラ				五十猛小学校 イソタケショウガッコウ				12		374		200		178		170		152		144		153		160		161		169		158		159		150		148		142		143		165		166		174		179		179		182		164		154		147		136		139		133		128		118		111		107		94		85		72		67		57		56		51		46		43		43		45		43

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		静間村 シズマムラ				静間小学校 シズマショウガッコウ		9		7		268		181		182		173		162		158		158		171		160		177		176		172		177		172		177		162		164		169		163		154		152		147		144		138		127		128		118		117		104		99		96		90		86		83		77		73		68		61		63		56		50		56		58		63

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		鳥井村 トリイムラ				鳥井小学校 トリイショウガッコウ		8		6		174		206		102		89		94		91		90		88		92		91		101		99		104		112		105		112		104		102		105		106		117		112		121		126		122		111		105		95		86		83		88		83		81		83		77		70		67		65		61		61		53		55		51		52

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久手町 クテマチ				久手小学校 クテショウガッコウ		20		16		813		416		412		406		414		414		434		461		468		480		491		495		498		495		490		481		481		466		456		454		446		431		439		436		417		415		391		376		339		326		308		278		273		258		240		220		220		225		225		223		220		223		210		209

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村＋波根東村 アサヤマムラハネヒガシムラ				朝波小学校 アサナミショウガッコウ																																														新設？→ シンセツ		158		140		130		123		120		124		124		111		107		102		93		88		91		95		96		89		99		100		99		101		118		118		109

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				北三瓶小学校 キタサンベショウガッコウ		8		6		169		72		66		66		75		75		75		70		69		69		59		57		57		51		58		61		59		56		55		50		39		35		32		32		30		33		32		29		25		25		27		26		35		30		32		32		30		30		27		29		26		24		20		15

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				志学小学校 シガクショウガッコウ		8		6		178		100		94		88		87		91		90		96		104		102		95		95		97		100		88		85		77		67		61		52		50		47		52		53		54		54		53		46		41		36		32		26		25		31		26		32		31		31		26		20		22		21		22		21

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				池田小学校 イケダショウガッコウ		8		6		189		123		124		122		107		109		107		110		107		92		94		90		102		96		91		100		100		96		89		89		100		95		94		86		84		81		67		70		67		65		55		51		44		34		28		28		25		30		32		31		34		31		28		22

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		川合村 カワイムラ				川合小学校 カワイショウガッコウ		12		10		324		197		206		213		224		225		228		236		223		329		227		231		232		233		219		200		199		197		187		180		174		161		147		148		158		152		133		136		132		124		112		103		105		101		94		95		92		86		78		72		71		75		74		75

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村＋大屋村 クリムラオオヤムラ				久屋小学校 ヒサヤショウガッコウ																																												新設？→ シンセツ		132		122		113		107		113		111		97		93		78		72		57		54		51		54		61		60		60		61		62		62		68		70		65		57

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大森町 オオモリチョウ				大森小学校 オオモリショウガッコウ		7		6		90		60		45		43		34		26		27		23		27		22		27		35		42		44		45		45		43		40		38		36		35		39		37		35		31		34		32		28		31		25		23		16		20		15		12		13		10		12		12		17		21		20		19		19

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村＋祖式村（＋大代村） ミナカミムラソジキムラオオシロムラ				高山小学校 タカヤマショウガッコウ																																								84		84		83		82		89		88		88		83		76		77		66		65		53		47		44		38		42		34		40		45		45		41		34		39		41		40		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大家村＋八代村 オオヤムラヤシロムラ				大代小学校 オオシロショウガッコウ		8		6		208		93		91		83		83		79		71		67		61		56		49		53		51		40		42		44		48		47		46		43		39		36		29		28		27		25		26		24		26		23		21		25		23		24		18		15		13		13		9		6		←統合 トウゴウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		佐比売村 サヒバイムラ				大田小学校野城分校 オオダショウガッコウノジロブンコウ		1		1		13		7		3		2		2		2		1		1		4		7		3		6		8		6		5		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		5		3		2		2		0		2		2		0		休校 キュウコウ

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		？				大田小学校出口分校 オオダショウガッコウデグチブンコウ		2		1		14		―

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		富山村 トミヤマムラ				富山小学校 トミヤマショウガッコウ		8		6		164		111		108		92		97		88		83		80		74		68		58		58		52		49		50		54		52		45		52		50		46		43		45		50		44		48		45		28		48		51		47		40		37		33		31		25		27		26		26		22		20

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		波根東村 ハネヒガシムラ				波根小学校 ハネショウガッコウ		11		9		279		197		182		172		167		163		160		164		166		171		174		176		175		163		165		169		162		159		152		145		128

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		朝山村 アサヤマムラ				朝山小学校 アサヤマショウガッコウ		8		6		141		54		50		47		48		60		62		64		66		72		64		58		55		55		55		57		59		55		52		58		55

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		水上村 ミズカミムラ				水上小学校 ミズウエショウガッコウ		8		6		153		100		89		83		82		79		76		84		82		74		76		73		69		60		63		56		53

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		祖式村 ソジキムラ				祖式小学校 ソシキショウガッコウ		8		6		141		73		69		75		61		56		55		54		48		40		40		41		41		42		35		37		38

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		川合村？ カワイムラ				忍原小学校 ニンバラショウガッコウ		1		1		13		―

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		久利村 クリムラ				久利小学校 ヒサリショウガッコウ		9		7		261		184		142		141		124		115		104		115		108		108		107		114		117		109		121		116		128		120		121		114

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		大屋村 オオヤムラ				大屋小学校 オオヤショウガッコウ		8		6		123		70		63		56		52		48		45		42		38		40		34		38		42		37		42		41		42		35		33		31

		大田市 オオダシ		大田市 オオダシ		山口村 ヤマグチムラ				北三瓶小学校佐津目分校 キタサンベショウガッコウサツメブンコウ		1		1		10		6		4		3		3		2		1		2		3		3		2		1		2		3		3		3		1		0		1		2		1		1		1		2

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		温泉津町 ユノツマチ				温泉津小学校 ユノツショウガッコウ		12		10		323		187		188		146		148		132		137		138		132		123		118		122		114		107		106		106		103		95		106		114		108		102		99		98		82		86		87		91		92		95		96		90		86		76		64		61		57		55		53		103		102		103		97		86

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		福光村＋福浦村 フクミツムラフクウラムラ				福波小学校 フクナミショウガッコウ								132		133		122		117		106		101		97		83		85		79		76		80		77		67		58		54		49		48		50		51		56		61		68		71		74		76		74		61		55		43		34		21		21		21		17		18		19		25

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		井田村 イダムラ				井田小学校 イダショウガッコウ		10		8		271		125		125		99		91		95		102		94		99		91		91		89		77		70		59		56		50		46		54		58		56		54		53		49		44		46		47		45		41		38		37		35		27		27		25		21		22		19		21

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		湯里村 ユサトムラ				湯里小学校 ユサトショウガッコウ		9		7		202		109		110		87		85		73		62		67		65		70		64		68		67		57		52		51		50		46		45		51		52		52		45		49		48		39		33		28		33		29		31		32		35		32		27		29		23		19		15

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		？山口村 ヤマグチムラ				橋波小学校 コハシナミショウガッコウ

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		湯里村 ユサトムラ				湯里小学校西田分校 ユサトショウガッコウニシダブンコウ		2		2		37		―

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		福光村 フクミツムラ				福波東小学校 フクナミヒガシショウガッコウ		2		2		37		―

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		福浦村 フクウラムラ				福波西小学校 フクハニシショウガッコウ		5		4		84		―

		大田市 オオダシ		温泉津町 ユノツチョウ		温泉津町 ユノツマチ				温泉津小学校上村分校 ユノツショウガッコウカミムラブンコウ		2		2		27

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		仁万町 ニンマンマチ				仁万（摩）小学校 ニママショウガッコウ		14		12		453		300		293		279		274		268		479		477		475		476		465		467		449		431		415		382		380		366		369		385		374		355		335		313		300		281		272		262		246		242		245		230		224		234		228		212		196		206		198		202		200		199		194		174

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		馬路村 マジムラ				馬路小学校 マジショウガッコウ		8		6		217		105		99		84		79		70

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		大国村 オオグニムラ				大国小学校 オオクニショウガッコウ		8		6		153		61		54		55		53		51

		大田市 オオダシ		仁摩町 ニマチョウ		宅野村 タクノムラ				宅野小学校 タクノショウガッコウ		8		6		183		100		99		105		99		93

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				郷田小学校 サトタショウガッコウ		19		16		597		488		476		460		440		425		422		411		375		359		368		377		343		314		320		311		270		247		226		217		189		187		187		163		166		172		164		158		140		133		130		110		113		98		89		94		84		90		85		99		106		112		123		116

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				渡津小学校 ワタツショウガッコウ		13		11		309		256		260		267		269		264		280		273		279		270		266		268		246		234		221		213		187		172		171		160		147		132		137		146		141		135		121		117		112		98		97		106		111		124		128		140		140		140		134		128		118		116		109		102

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村・浅利村・黒松村・波積村 ツチムラアサリムラクロマツムラハヅミムラ				江津東小学校 ゴウツヒガシショウガッコウ																						308		310		325		330		335		355		336		315		313		286		287		265		243		244		234		240		218		216		221		211		195		184		183		174		179		163		153		146		135		137		127		130		132		135		131		119

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		跡市村 アトイチムラ				跡市小学校 アトイチショウガッコウ		13		8（2）		282（39）		119		107		98		99		87		88		82		74		65		67		67		69		68		77		85		82		78		72		72		56		51		51		44		44		39		42		40		42		37		37		36		30		28		24		24		22		19		18		17		13		12		5		5

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		川波村 カワナミムラ				川波小学校 カワナミショウガッコウ								239		234		236		245		243		247		241		256		275		289		278		293		298		375		255		233		232		223		202		205		193		187		183		156		163		153		150		144		134		131		123		120		119		113		112		109		103		101		111		101		101		90		78

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都野津町＋二宮村 ツノヅマチニノミヤムラ				津宮小学校 ツミヤショウガッコウ		17		15		544		―		441		450		476		482		496		529		552		544		553		537		548		543		530		495		475		473		458		432		438		446		460		459		462		453		443		438		436		438		410		402		389		397		386		385		384		398		405		398		398		377		374		347

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				高角小学校 タカカドショウガッコウ								359		351		380		380		383		387		401		426		438		453		472		479		477		455		450		462		437		451		442		447		450		442		417		380		376		366		342		304		290		282		274		263		258		257		265		269		251		242		226		227		226		227		237

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		松川村＋川平村 マツカワムラカワヒラムラ				松平小学校 マツヒラショウガッコウ								147		138		131		118		110		107		97		104		119		135		144		142		140		134		119		102		101		96		94		90		96		90		73		70		61		52		46		37		38		33		27		26		23		20		21		19		20		18

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		有福村 アリフクムラ				有福温泉小学校 アリフクオンセンショウガッコウ		7		6		110		67		58		61		57		52		57		60		66		62		61		61		61		56		48		49		48		47		44		43		40		37		35		38		37		41		40		40		41		36		33		34		27		20		16		13		15		14		16

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				嘉久志小学校 カヒサシショウガッコウ		8		6		230		―

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		江津町 ゴウツマチ				和木小学校 ワキショウガッコウ		8		6		146		―

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		浅利村 アサリムラ				浅利小学校 アサリショウガッコウ		8		6		135		96		89		82		84		82		79		70

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		黒松村 クロマツムラ				黒松小学校 クロマツショウガッコウ		8		6		108		61		67		65		59		56		54		52

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		波積村 ナミツムラ				波積小学校 ナミツミショウガッコウ		8		6		178		99		97		99		93		86		76		73

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		都治村 ツチムラ				都治小学校 ミヤコオサショウガッコウ		10		8		271		116		105		95		88		91		102		111

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		松川村 マツカワムラ				松川小学校 マツカワショウガッコウ		12		52		173（52）		―

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		川平村 カワヒラムラ				川平小学校 カワヒラショウガッコウ		8		6		124		―

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		川波村 カワナミムラ				敬川小学校 ケイカワショウガッコウ		8		6		159		―

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		川波村 カワナミムラ				波子小学校		8		6		146		―

		江津市 ゴウツシ		江津市 ゴウツシ		長谷村 ナガタニムラ				跡市小学校清見分校 アトシショウガッコウキヨミブンコウ						―		4		4		4		―

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		　※全村 ゼンソン				桜江小学校 サクラエショウガッコウ																																																														統合新設→ トウゴウシンセツ		183		178		183		181		183		160		153		154		145		149		131		121		111		114		106

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		長谷村 ナガタニムラ				長谷小学校 ハセショウガッコウ		8		7		127		55		50		43		45		38		38		36		26		22		17		15		12		7		9		3		8		12		14		17		17		21		26		25		24		26		27		22		22		22		21		17		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		長谷村 ナガタニムラ				長谷小学校八戸分校 ハセショウガッコウハチノヘブンコウ		1		1		10		―

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		市山村 シヤマムラ				市山小学校 イチヤマショウガッコウ		8		6		203		103		99		91		92		90		80		78		83		82		78		77		77		80		75		79		70		69		63		61		60		69		65		64		65		64		63		55		55		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川戸村 カワドムラ				川戸小学校 カワトショウガッコウ		8		6		154		83		81		80		82		90		90		99		92		89		89		82		72		63		66		63		67		67		70		65		68		66		62		56		50		48		47		42		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		谷住郷村 タニスサトムラ				谷住郷小学校 タニスミサトショウガッコウ		8		6		168		73		71		72		74		71		64		68		63		58		49		52		52		52		56		52		59		57		61		57		55		54		51		46		40		36		42		41		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		谷住郷村 タニスサトムラ				谷住郷小学校入野分校 タニスミサトショウガッコウイリノブンコウ		1		1		12		―

		江津市 ゴウツシ		桜江町 サクラエチョウ		川越村 カワゴエムラ				川越小学校 カワゴエショウガッコウ		10		8		253		107		104		97		93		95		86		80		84		78		72		70		74		69		65		64		65		55		59		53		60		60		51		51		44		47		43		38		42		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		川本町 カワモトマチ				川本小学校 カワモトショウガッコウ		16		13		500		384		373		359		370		361		341		339		332		324		343		334		325		305		290		279		238		219		232		224		222		205		202		207		189		176		155		133		121		113		108		102		104		106		95		106		97		104		99		92		139		139		137		136

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		川下村＋三原村＋三谷村 カワクダムラミハラムラミタニムラ				川本西小学校 カワモトニシショウガクコウ		8		6		218		201		105		114		114		105		108		114		120		109		101		99		98		92		80		82		81		78		75		72		73		73		72		73		64		57		58		56		60		52		52		51		53		53		50		47		40		37		38		36		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		三原村 ミハラムラ				三原小学校 ミハラショウガッコウ		9		7		210		108		108		97		103		91		85		79		79		83		75		80		75		78		77		74		67		62		68		59		57		50		48		49		40		36		29		29		29		29		30		29		28		26		22		17		16		12		11		11		←統合 トウゴウ

		江津市 ゴウツシ		川本町 カワモトマチ		三谷村 ミタニムラ				三谷小学校 ミタニショウガッコウ		6		5		88		―		―

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		　※全村 ゼンソン				邑智小学校 オオチショウガッコウ																																																																				統合新設→ トウゴウシンセツ		176		164		162		90		154		140		150		154		165		173		190		191

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		吾郷村 アゴウムラ				吾郷小学校 アゴウショウガッコウ		8		6		111		93		89		69		94		97		101		103		110		106		102		94		85		87		80		75		70		68		58		55		63		58		54		53		53		51		50		48		43		40		34		40		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校 ハマハラショウガクコウ		8		6		182		102		99		100		98		90		85		85		88		73		74		74		86		75		79		71		68		69		52		57		46		46		46		52		57		46		45		39		41		41		33		36		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		沢谷村 サワタニムラ				沢谷小学校 サワタニショウガッコウ		9		7		228		90		87		85		84		71		68		62		61		58		58		61		63		66		72		65		66		65		61		62		56		59		60		55		55		50		49		51		43		40		36		32		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		粕淵村 カスフチムラ				粕淵小学校 カスブチショウガッコウ		10		8		256		170		161		154		144		154		165		162		176		170		168		153		139		131		118		114		100		97		77		68		67		70		71		71		70		77		65		56		56		53		54		52		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				小松地小学校 コマツチショウガッコウ		6		5		82		31		33		33		32		31		35		38		37		37		32		34		30		31		29		31		30		24		23		20		20		17		18		19		20		22		22		23		22		20		19		16		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミダニムラ				君谷小学校 キミタニショウガッコウ						―		61		63		56		57		54		51		56		48		47		43		41		39		35		35		27		24		20		20		17		21		23		28		25		22		22		19		16		15		19		17		15		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		吾郷村 アゴウムラ				吾郷小学校吾郷分校 アゴウショウガッコウアゴウブンコウ		8		6		103		―

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		浜原村 ハマハラムラ				浜原小学校信喜分校 ハマハラショウガッコウシンヨロコブンコウ		3		2		43		11		11		10		9		8		8		8		7		9		9		9		8		10		11		12		11		13		14		15		15		13		13

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミタニムラ				内田小学校 ウチダショウガッコウ		8		6		108		―

		美郷町 ミサトチョウ		邑智町 オオチチョウ		君谷村 キミタニムラ				地頭所小学校 ジトウショショウガッコウ		5		4		76		―

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村＋都賀村＋布施村 ツガイムラツガムラフセムラ				大和小学校 ダイワショウガッコウ																																																																				統合新設→ トウゴウシンセツ		107		97		90		58		79		72		66		55		55		58		69		62

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀行村 ツガイムラ				都賀行小学校 トガギョウショウガッコウ		8		6		125		60		56		56		53		46		48		37		35		29		26		28		29		31		34		35		40		40		40		42		45		46		39		42		39		46		39		40		36		34		30		29		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		都賀村 ツガムラ				都賀小学校 ツガショウガッコウ		13		10		282		132		136		124		123		110		109		103		104		101		97		102		100		94		89		84		78		77		76		75		69		71		73		69		72		69		70		69		65		64		61		59		←統合 トウゴウ

		美郷町 ミサトチョウ		大和村 ダイワソン		布施村 フセムラ				宮内小学校 ミヤウチショウガッコウ								35		30		26		33		39		38		36		42		46		48		44		45		42		36		35		31		28		28		26		28		27		27		29		24		20		17		15		15		13		14		14		←統合 トウゴウ

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		口羽村 クチバムラ				口羽小学校 クチハネショウガッコウ		9		6		163		127		127		120		113		113		119		118		113		113		114		104		91		82		71		65		56		58		49		49		53		46		44		44		47		45		39		39		42		40		40		45		40		40		33		35		27		16		20		18		18		21		24		31

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校 アスナショウガッコウ		12		9		280		120		115		109		112		110		104		91		92		80		73		64		63		74		79		76		81		83		84		89		87		98		92		91		84		78		75		61		56		49		46		43		40		33		30		32		26		24		27		30		31		28		29		30

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校雪田分校 アスナショウガッコウユキタブンコウ		1		1		6		―

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		阿須那村 アスナムラ				阿須那小学校戸河内分校 アスナショウガッコウコカワウチブンコウ		2		2		36		13		―

		邑南町 オオナンチョウ		羽須美村 ハスミソン		口羽村 クチバムラ				口羽小学校上田分校 クチハネショウガッコウウエダブンコウ		7		6		95		―		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		布施村 フセムラ				布施小学校 フセショウガッコウ		6		3		87		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		高原村 タカハラムラ				高原小学校 タカハラショウガッコウ		10		7		254		149		144		135		137		138		131		125		121		121		112		104		117		110		108		94		94		93		84		75		77		75		76		72		80		77		80		76		77		79		66		63		55		57		59		61		63		62		54		51		47		40		38		38

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校 ミズホショウガッコウ								249		268		254		248		252		255		267		259		244		227		230		231		241		225		213		201		200		204		211		235		237		250		234		218		198		176		167		146		142		128		117		117		119		122		122		123		131		129		129		133		127		128		131

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		市木村 イチギムラ				市木小学校 シキショウガッコウ								31		34		32		28		31		36		35		34		37		44		44		45		47		44		46		39		41		36		36		32		29		32		29		33		31		33		34		31		32		28		30		26		21		19		18		19		15		16		18		19		22		23		23

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		田所村 タドコロムラ				田所小学校 タドコロショウガッコウ		10		8		274		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		田所村 タドコロムラ				田所小学校上田所分校 タドコロショウガッコウウエダトコロブンコウ		6		5		78		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				瑞穂小学校久木分校 ミズホショウガッコウヒサギブンコウ								14		14		12		9		9		11		9		8		8		8		8		8		10		12		12		12		11		3		9

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				出羽小学校 デワショウガッコウ		8		6		130		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		出羽村 イズハムラ				出羽小学校久喜分校 デワショウガッコウヒサキブンコウ		4		3		55		―

		邑南町 オオナンチョウ		瑞穂町 ミズホチョウ		市木村 イチギムラ				瑞穂町旭町学校教育組合立市木小学校 ミズホチョウアサヒマチガッコウキョウイククミアイリツイチキショウガッコウ		9		7		249		―

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		矢上村 ヤカミムラ				矢上小学校 ヤカミショウガッコウ		13		11		372		191		203		197		199		210		213		216		204		206		207		217		215		219		232		224		215		197		203		195		190		193		196		190		172		166		163		158		154		143		151		154		138		135		142		138		139		144		148		150		151		147		154		144

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日貫村 ヒヌキムラ				日貫小学校 ヒカンショウガッコウ		8		6		181		62		53		53		56		60		65		64		71		77		84		85		87		90		89		83		84		73		67		61		49		48		34		35		34		35		36		27		28		30		29		25		28		30		28		25		31		25		17		16		19		19		13		15

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		中野村＋井原村 ナカノムライハラムラ				石見東小学校 イワミヒガシショウガッコウ								―		206		200		199		198		200		208		209		216		231		228		221		217		213		203		188		182		187		183		178		179		183		180		181		177		169		144		139		136		128		116		103		109		101		100		103		95		94		104		102		95		81		75

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		日和村 ヒワムラ				日和小学校 ヒヨリショウガッコウ		8		6		133		56		61		67		68		60		56		52		48		38		35		37		35		38		40		41		39		35		36		35		35		40		43		43		43		43		39		38		33		35		32		29		26		20		20		16		15		10		9

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		中野村 ナカノムラ				中野小学校 ナカノショウガッコウ		11		9		234		194		―

		邑南町 オオナンチョウ		石見町 イワミチョウ		井原村 イハラムラ				井原小学校 イハラショウガッコウ		8		6		166		―		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				益田小学校 マスダシエキショウガッコウ		25		21		806		654		676		689		687		685		701		711		712		705		708		689		650		626		621		597		549		506		484		490		510		513		510		510		489		501		466		462		430		428		405		412		414		418		414		414		432		407		393		374		362		362		355		358

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				高津小学校 タカツショウガッコウ		25		21		903		788		804		825		817		827		846		893		943		985		1023		1023		1032		1017		981		924		899		850		825		818		787		766		748		720		697		645		586		543		531		510		506		514		506		529		549		551		579		567		559		563		514		518		483		462

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田小学校 ヨシダショウガッコウ		35		30		1239		1153		1190		1222		1235		1297		1362		1417		1488		1523		1542		1545		1542		1037		992		955		939		913		902		865		856		830		799		780		744		731		701		663		659		627		612		598		579		566		560		544		550		540		539		546		549		546		566		572

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		益田町 マスダマチ				吉田南小学校 ヨシダミナミショウガッコウ																																449		436		403		361		341		324		329		320		314		297		292		271		246		252		234		233		240		237		221		212		194		190		181		184		175		182		189		186		192		190		185

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		安田村 ヤスダムラ				安田小学校 ヤスダショウガッコウ		13		11		328		198		184		190		202		196		223		232		250		259		282		299		340		389		432		438		462		492		492		495		467		447		431		400		392		364		358		343		321		323		298		285		277		257		247		268		280		277		259		263		251		257		235		234

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校 カマテショウガッコウ		16		12		447		270		269		259		237		232		231		237		238		238		238		238		234		231		227		231		219		225		216		213		201		193		192		172		166		167		142		140		133		126		115		99		100		85		77		73		67		67		65		65		71		80		79		81

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				真砂小学校 マスナショウガッコウ		8		6		124		51		46		43		37		29		30		29		37		34		37		42		46		50		43		48		42		38		34		28		31		28		30		28		20		21		14		13		15		9		11		16		16		12		16		18		19		17		18		18		16		18		16		15

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校 トヨカワショウガッコウ		8		6		124		89		83		93		87		87		85		90		90		89		94		89		81		78		67		58		49		39		41		48		51		52		58		71		75		75		70		77		81		72		66		76		73		73		66		71		68		68		69		66		59		47		45		41

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊田村 トヨタムラ				西益田小学校 ニシマスダショウガッコウ								434		434		447		456		436		434		446		467		490		496		528		561		565		550		552		549		524		501		474		461		438		417		385		351		344		305		294		271		257		255		252		255		239		239		249		227		205		205		194		186		184		196		221

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				桂平小学校 カツラヒラショウガッコウ		8		6		164		70		58		55		46		44		52		50		63		70		80		78		76		76		65		59		46		43		42		36		33		36		36		32		34		33		32		27		22		18		19		19		17		15		19		23		22		22		23		21		24		21		21		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		大野村 オオノムラ				戸田小学校 トダショウガッコウ		8		6		147		125		126		115		126		124		135		133		142		164		161		159		164		159		160		157		153		166		160		153		147		145		131		113		100		95		86		77		83		83		75		74		75		73		69		68		84		82		72		69		69		68		62		65

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校 ナカニシショウガッコウ		10		8		243		138		139		140		135		122		119		134		130		139		153		144		150		135		132		124		132		135		131		139		135		140		139		131		129		114		119		118		112		121		118		112		106		100		88		74		72		68		73		76		75		81		97		107

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校内田分校 ナカニシショウガッコウウチダブンコウ		5		4		81		48		45		41		40		48		50		53		58		51		50		49		50		51		49		56		51		56		58		54		47		36		41		34		38		45		40		42		42		41		40		36		35		29		27		21		21		22		22		25		20		17		12		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		美濃村 ミノムラ				美濃小学校 ミノショウガッコウ		8		6		127		60		51		44		43		38		40		44		56		58		55		56		58		63		52		51		46		43		40		35		35		34		30		26		28		24		22		19		20		19		17		19		15		16		16		16		17		16		16		17		15		14		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		中西村 ナカニシムラ				中西小学校中垣内分校 ナカニシショウガッコウナカカキウチブンコウ		1		1		12		9		7		7		5		7		11		8		14		16		8		7		5		7		7		3		7		7		3		3		5		5		4		4		3		2		3		5		3		3		←本校に統合 ホンコウトウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		鎌手村 カマテムラ				鎌手小学校高島分校 カマテショウガッコウタカシマブンコウ		1		1		9		5		4		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		種村 タネムラ				種小学校 タネショウガッコウ		8		6		148		61		57		50		46		46		39		30		31		23		21		22		23		28		27		26		29		27		23		28		27		30		32		36		44		36		34		33		28		26		21		22		21		22		18

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		北仙道村 キタセンドウムラ				北仙道小学校 キタセンドウショウガッコウ		8		6		146		91		90		71		71		70		68		66		69		68		67		70		75		81		70		70		64		61		52		49		53		48		46		43		41		41		39		34		29		28		28		26		25		21		23

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		小野村 オノムラ				飯浦小学校 イイウラショウガッコウ		8		6		137		45		43		42		40		43		41		39		38		39		40		38		40		40		38		42		44		42		41		40		34		30		26		24		24		17		17		19		20		22		25		25		27		23		21		19

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		吉田町 ヨシダマチ				吉田小学校多田分校 ヨシダショウガッコウタダブンコウ		2		2		26		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				馬谷小学校 ウマタニショウガッコウ		4		3		57		22		21		18		15		15		14		14		13		13		15		11		10		11		10		8		9		12		11		8		9		9		8		6		7		6		7		7		5		6		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		二條村 ニジョウムラ				柏原小学校 カシバラショウガッコウ		8		6		111		45		45		44		29		23		21		15		13		12		12		14		11		9		9		10		9		7		12		12		11		10		9		9		8		7		6		5		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				真砂小学校田原分校 タハラブンコウ		1		1		5		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		真砂村 マサゴムラ				真砂小学校西長沢分校		2		2		9		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				豊川小学校岩倉分校 トヨカワショウガッコウイワクラブンコウ		2		1		15		8		7		5		9		8		8		8		7		6		2		2		1		1		←廃校？ ハイコウ

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊川村 トヨカワムラ				猪木谷小学校 イノキタニショウガッコウ		3		2		16		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊田村 トヨタムラ				豊田小学校 トヨタショウガッコウ		12		10		317		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		豊田村 トヨタムラ				梅月小学校 ウメツキショウガッコウ		8		6		117		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		高城村 タカシロムラ				神田小学校 カンダショウガッコウ		8		6		202		―

		益田市 マスダシ		益田市 マスダシ		高城村 タカシロムラ				白岩小学校 シライワショウガッコウ		8		6		122		―

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		東仙道村 ヒガシセンドウムラ				東仙道小学校 ヒガシセンドウショウガッコウ		9		7		138		118		103		106		96		90		99		104		107		117		126		124		125		121		117		117		107		97		89		85		80		79		83		83		79		70		70		64		60		64		63		65		72		67		71		67		65		59		53		48		40		38		35		34

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		都茂村 ミヤコシゲムラ				都茂小学校 ツモショウガッコウ		12		9		300		168		164		143		124		120		121		123		127		136		142		150		149		150		141		130		135		124		118		113		118		116		108		100		88		90		70		67		59		52		55		55		58		51		50		55		61		50		51		44		47		44		42		44

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		二川村 ニカワムラ				二川小学校 ニカワショウガッコウ		7		6		114		55		54		53		51		47		47		41		35		32		37		32		27		27		25		22		27		27		26		22		28		31		27		23		22		23		20		16		17		24		22		24		21		22		22		20		20		16		10		8		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		東仙道村 ヒガシセンドウムラ				東仙道小学校笹倉分校 ヒガシセンドウショウガッコウササクラブンコウ		1		1		13		―

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		都茂村 ミヤコシゲムラ				都茂小学校大久保分校 トシゲルショウガッコウオオクボブンコウ		1		1		2		―

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		都茂村 ミヤコシゲムラ				都茂小学校久原分校 トシゲショウガッコウヒサハラブンコウ		1		1		10		―

		益田市 マスダシ		美都町 ミトチョウ		都茂村 ミヤコシゲムラ				葛籠小学校 クヅカゴショウガッコウ		6		5		72		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				匹見小学校 ヒキミショウガッコウ		13		11		331		184		179		169		159		162		151		163		154		141		134		119		109		89		83		77		77		75		72		80		73		78		79		84		87		79		77		75		67		69		66		66		61		54		52		52		50		46		45		35		35		28		25		24

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				道川小学校 ミチカワショウガッコウ								―		31		30		24		21		14		13		13		8		10		10		14		16		21		22		21		20		20		19		17		18		16		14		10		9		5		3		2		4		3		4		5		6		6		4		3		4		5		6		7		14		9		7

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				澄川小学校 スミカワショウガッコウ		7		6		105		41		32		30		25		24		17		20		19		20		15		15		15		13		16		16		20		19		17		19		17		18		17		19		16		19		15		15		17		11		7		8		5		5		←統合 トウゴウ

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				澄川小学校谷口分校 タニグチブンコウ		1		1		12		―		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				匹見小学校七村分校 ナナムラブンコウ		1		1		3		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				匹見小学校矢尾分校 ヤオブンコウ		2		2		24		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				三葛小学校 サンカツショウガッコウ		4		3		47		35		39		20		17		17		15		14		12		13		10		7		8		6		7		7		8		7		8		7		8		9		8		7		4		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				石谷小学校 イシタニショウガッコウ		6		4		69		18		16		13		13		12		12		11		8		8		8		7		7		5		3		3		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見上村 ヒキミカミムラ				広見小学校 ヒロミショウガッコウ		3		2		17		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				下道川小学校 シモミチカワショウガッコウ		3		2		32		10		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				赤谷小学校 アカヤショウガッコウ		3		2		37		9		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		道川村 ミチカワムラ				元組小学校 モトグミショウガッコウ		5		4		57		19		―

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				内石分校 ウチイシブンコウ								11		11		8		3

		益田市 マスダシ		匹見町 ヒキミチョウ		匹見下村 ヒキミシタムラ				広瀬小学校 ヒロセショウガッコウ		4		3		39		14		13		14		12

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ				津和野小学校 ツワノショウガッコウ		24		20		820		510		495		465		434		427		426		447		451		447		454		450		444		435		403		402		394		388		359		355		359		331		328		295		293		262		246		230		216		212		201		197		186		172		180		177		158		148		138		138		120		112		114		115

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		木部村 キベムラ				木部小学校 モクベショウガッコウ		9		7		256		97		89		92		83		79		78		77		81		81		69		70		76		73		67		63		72		66		65		71		70		71		66		63		60		50		45		35		30		24		24		26		24		27		25		22		21		21		23		19		16		22		21		19

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				畑迫小学校 ハタサコショウガッコウ		8		6		111		66		60		62		57		44		41		48		46		54		62		66		68		63		60		54		47		50		45		42		37		36		40		37		32		32		29		29		23		21		21		17		12		7		10		7		5		3		3		3		←統合 トウゴウ

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				名賀小学校 ナガショウガッコウ		3		2		36		25		21		19		15		16		12		11		11		11		11		10		15		12		13		14		13		14		12		15		13		14		15		15		14		13		12		11		10		7		6		4		6		4		←統合 トウゴウ

		津和野町 ツワノチョウ		津和野町 ツワノチョウ		畑迫村 ハタケサコムラ				内美小学校 ウチビショウガッコウ		3		2		22		―

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				日原小学校 ヒバラショウガッコウ		17		15		535		328		323		297		295		305		301		310		317		321		321		309		296		276		262		242		233		231		221		226		222		232		226		230		218		190		183		166		155		148		140		139		133		134		126		120		131		119		110		102		94		89		76		80

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				青原小学校 アオハラショウガッコウ		8		6		134		62		60		58		57		69		76		74		71		76		70		71		74		77		75		75		78		85		75		78		77		75		74		65		70		65		56		51		40		41		34		37		42		41		51		49		46		41		30		29		27		28		31		29

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				左鐙小学校 サブミショウガッコウ		8		6		100		33		30		28		27		24		25		25		27		24		19		16		17		20		19		14		14		17		18		16		20		22		24		22		26		23		24		22		23		25		25		22		19		18		14		10		7		8		8		8		6		7		4		6

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校		12		9		126		26		30		32		28		23		24		23		21		25		23		22		18		22		23		26		28		30		30		28		26		24		24		18		15		16		17		14		12		9		14		12		11		12		11		12		7		7		6

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラマチ				須川小学校日浦分校 ヒウラブンコウ								12		―

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		小川村 オガワムラ				商人小学校 ショウニンショウガッコウ		4		3		40		18		15		14		―

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		青原村 アオハラムラ				柳小学校		6		5		90		14		15		9		11		12

		日原町 ニチハラチョウ		日原町 ニチハラチョウ		？山口村 ヤマグチムラ				横道小学校　 ヨコミチショウガッコウ		4		3		50		12		13		8		10		9		13		16		16		17		18		18		17		15		12		10		7		5

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				柿木小学校 カキノキショウガッコウ		8		6		118		120		119		114		133		188		209		224		235		230		247		245		225		208		188		180		158		156		139		139		139		129		132		132		125		119		113		106		100		102		97		97		94		96		99		93		97		92		91		80		75		65		58		70

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				椛谷小学校 モミジタニショウガッコウ		4		3		27		―

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				木部谷小学校 モクベタニショウガッコウ		6		5		84		―

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				福川小学校 フクカワショウガッコウ		4		3		64		―

		吉賀町 ヨシカチョウ		柿木村 カキノキムラ		柿木村 カキノキムラ				白谷小学校 シロタニショウガッコウ		4		3		40		―

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		七日市村 ナヌカイチムラ				七日市小学校 ナノカイチショウガッコウ		12		10		293		181		179		165		164		154		155		150		145		144		143		140		143		140		141		130		130		136		130		137		122		120		112		107		106		100		101		93		95		94		87		80		85		82		79		77		74		74		66		72		65		63		65		68

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		朝倉村 アサクラムラ				朝倉小学校 アサクラショウガッコウ		8		6		129		94		81		74		66		61		67		70		75		81		73		71		66		58		55		59		58		59		58		56		55		57		53		46		49		46		39		39		34		37		35		41		43		45		46		41		35		30		31		31		30		30		27		30

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		六日市村 ムイカイチムラ				六日市小学校 ロクニチシショウガッコウ		14		12		385		220		222		221		222		214		230		248		242		220		212		222		212		221		227		214		214		205		205		189		185		185		167		177		181		179		179		166		177		161		148		145		130		125		110		103		95		93		86		79		85		89		93		88

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		蔵木村 クラキムラ				藏木小学校 クラキショウガッコウ		8		6		162		76		73		59		53		50		45		49		59		68		60		57		55		56		56		65		66		67		70		73		78		80		76		73		69		67		64		61		59		61		58		59		53		48		46		43		42		36		33		29		27		20		17		15

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		七日市村 ナヌカイチムラ				高尻小学校 タカシリショウガッコウ		4		3		59		―

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		？				長瀬小学校 ナガセショウガッコウ		4		3		55		10		10		10		9		7		7		8		7		9		8		8		7		5		4

		六日市町 ムイカイチチョウ		六日市町 ムイカイチマチ		朝倉村 アサクラムラ				蓼野小学校 タデノショウガッコウ		4		3		57		―

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				福井小学校 フクイショウガッコウ		8		6		218		99		119		118		122		125		121		125		125		120		126		165		172		166		163		169		171		163		170		159		153		150		141		133		125		112		105		93		83		86		76		69		62		60		69		65		64		65		73		65		60		55		49		47

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				海士小学校 アマショウガッコウ		8		6		237		137		122		122		114		111		102		108		109		110		107		106		99		88		81		66		62		61		54		57		43		45		50		51		62		64		67		65		66		58		56		60		58		58		44		47		46		42		38		34		35		31		29		37

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村＋浦郷村 クロキムラウラゴウムラ				西ノ島小学校 ニシシマショウガッコウ																																																																																		統合新設→ トウゴウシンセツ		111		101		97		94		91

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				美田小学校 ミタショウガッコウ		8		6		199		102		93		89		80		74		80		81		87		83		94		102		103		111		106		105		106		103		104		111		108		112		96		99		90		84		74		73		67		59		55		44		43		40		45		47		51		52		49		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				黒木小学校 クロキショウガッコウ								112		105		91		85		81		91		99		106		109		112		109		107		95		90		85		93		93		99		100		100		99		83		78		61		57		58		63		53		41		42		40		34		29		31		28		24		20		22		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				浦郷小学校 ウラゴウショウガッコウ								169		167		161		161		177		186		186		199		215		224		206		208		219		231		217		208		203		200		183		176		165		158		133		124		105		90		85		75		63		53		68		73		71		64		73		69		59		54		←統合 トウゴウ

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				美田小学校波止分校 ミタショウガクコウナミトブンコウ		21		14		529		―

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				別府小学校 ベップショウガッコウ		8		6		101		―

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		黒木村 クロキムラ				同　宇賀小学校 ドウウガショウガッコウ		8		6		91		―

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		？				本郷小学校 ホンゴウショウガッコウ		11		8		254		―

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		？				赤之江小学校 アカノエショウガッコウ		7		6		86		―

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				珍崎小学校（S49年浦郷から独立） チンザキショウガッコウネンウラゴウドクリツ								30		27		26		26		18		17		18		21		16		12		16		11		10

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		？				三度小学校 サンドショウガッコウ		4		3		42		21		19		16		14		11		9		12		8		9		6		4		3		2

		西ノ島町 ニシシマチョウ		西ノ島町 ニシシマチョウ		浦郷町 ウラゴウマチ				赤之江小学校珍崎分校 チンサキブンコウ		4		3		62		―

		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ				知夫小学校 チブショウガッコウ		8		6		206		87		84		84		81		80		75		77		80		74		71		74		68		61		48		53		50		54		61		59		59		54		47		49		39		37		39		38		33		34		40		36		32		30		35		33		29		31		32		26		29		26		29		25

		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ		知夫村 チブムラ				知夫小学校古海分校 チブショウガッコウフルウミブンコウ		3		2		22		―		―

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				御波小学校 オナミショウガッコウ		5		4		81		27		22		22		18		15		17		21		18		18		18

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				知々井小学校 シショウガッコウ		8		6		107		21		18		12		11		8		8		7		4		7		8

		海士町 アマチョウ		海士町 アマチョウ		海士村 アマムラ				崎小学校 サキショウガッコウ		8		6		143		43		37		33		29		27		23		21		17		16		14

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				西郷小学校 サイゴウショウガッコウ		26		21		880		699		711		702		706		691		713		712		715		718		729		741		743		715		691		678		658		634		615		589		539		505		464		410		398		379		370		368		364		355		331		341		337		326		302		301		286		273		297		293		306		285		284		282

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				飯田小学校 イイダショウガッコウ		8		6		158		88		87		83		76		69		68		70		68		63		64		61		61		60		65		62		62		64		60		62		63		70		65		63		67		59		62		61		61		59		57		51		44		38		33		26		23		26		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		東郷村 トウゴウムラ				大久小学校 オオヒサショウガッコウ		6		5		82		45		38		41		40		33		27		28		22		18		18		19		24		25		28		24		26		25		19		16		15		18		24		22		22		28		27		22		15		12		17		10		10		7		8		10		11		8		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				中条小学校 チュウジョウショウガッコウ		9		7		242		125		118		113		106		110		121		127		144		144		158		166		160		155		154		160		144		133		129		125		112		106		101		98		98		85		80		79		74		70		65		70		70		65		72		74		76		80		73		69		65		57		58		54

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				有木小学校 ユウキショウガッコウ		6		5		88		43		45		44		46		47		44		56		62		61		76		90		97		112		136		150		154		161		173		172		180		183		178		151		133		129		131		123		114		104		105		95		98		96		89		66		71		70		69		80		79		78		76		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				磯小学校 イソショウガッコウ																																																																												84		82		83		94		84		74		73		74		68

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村＋布施村 ナカムラフセムラ				北小学校 キタショウガッコウ																																																																																統合新設→ トウゴウシンセツ		46		45		42		44		52		42

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中村 ナカムラ				中村小学校 ナカムラショウガッコウ		13		11		345		134		124		114		119		99		102		101		100		102		104		106		107		105		97		91		88		90		86		83		85		87		78		73		63		63		57		57		60		55		58		51		46		48		41		34		33		33		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		布施村 フセムラ		布施村 フセムラ				布施小学校 フセショウガッコウ		　　―		　　―		　　―		59		67		70		65		61		60		58		51		52		44		44		46		46		39		35		27		23		23		17		17		19		22		19		20		19		23		25		29		28		27		29		28		25		24		17		16		13		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				五箇小学校 ゴカショウガッコウ		14		12		405		170		160		153		165		153		178		179		192		192		201		191		181		174		166		165		165		176		184		181		176		180		172		170		158		163		166		159		158		146		134		124		108		111		93		96		85		74		85		76		83		76		79		85

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				都万小学校 トマンショウガッコウ		8		6		222		130		98		90		86		82		78		111		106		112		120		112		121		112		127		113		103		117		106		118		122		128		127		119		129		114		108		92		92		92		83		89		83		80		77		79		80		71		80		80		79		78		75		73

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校 ナグショウガッコウ		8		6		104		51		48		43		36		32		22		23		12		10		9		13		14		18		21		24		22		20		19		20		23		25		25		28		33		29		24		20		20		13		7		6		8		7		4		4		6		7		←統合 トウゴウ

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				那久小学校油井分校 ナヒサショウガッコウユイブンコウ								11		10		11		9		8		7

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				下西小学校 シモニシショウガッコウ		7		6		99		83		74		77		71		71		67		76		87		88		89		88		96		91		81		82		81		78		67		63		68		64		73		65		57		70		69		75		72		81		82		68		60		58		55

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				今津小学校 イマツショウガッコウ		8		6		120		38		33		26		29		24		26		29		29		27		23		28		35		32		26		28		29		27		26		24		28		24		20		16		16		16		16		15		17		20		22		16		16		12		13

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		磯村 イソムラ				加茂小学校 カモショウガッコウ		8		6		128		59		55		52		50		48		33		33		30		34		37		37		40		53		58		64		63		69		70		56		49		52		52		46		49		49		53		54		48		39		38		33		26		17		19

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		中条村 ナカジョウムラ				中条小学校上西分校 カミニシブンコウ		2		2		27		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		西郷町 サイゴウチョウ		西郷町 サイゴウマチ				港南分校（港南小学校） コウナンブンコウコウナンショウガッコウ		4		2		49		12		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		布施村 フセムラ		布施村 フセムラ				布施小学校飯美分校 イイビブンコウ		　　―		　　―		　　―		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				都万小学校歌木分校　 ウタキブンコウ		3		2		23		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				五箇小学校福浦分校 フクウラブンコウ		3		2		42		―

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				津戸小学校 ツトショウガッコウ		4		3		60		33		31		31		23		18		16

		隠岐の島町 オキシマチョウ		都万村 ツマムラ		都万村 ツマムラ				蛸木小学校 タコキショウガッコウ		3		2		48		27		25		22		22		16		17

		隠岐の島町 オキシマチョウ		五箇村 ゴカムラ		五箇村 ゴカムラ				久美小学校 ヒサミショウガッコウ		4		3		46		20		23		20		16		17		15		13		11		11		10		8		8		6

		国立 コクリツ		国立 コクリツ		国立 コクリツ				島根大学教育学部附属小学校 シマネダイガクキョウイクガクブフゾクショウガッコウ		21		14		529		564		553		549		548		553		557		559		561		559		559		560		557		555		551		553		548		551		544		543		540		537		534		541		532		532		522		524		521		521		515		516		514		521		510		498		466		444		420		420		376		355		356		354

														3000		90096		66167		65889		65119		64979		64559		66146		67958		69240		70435		71036		71338		70606		69436		67629		65350		63617		61567		60699		59184		57672		56513		55199		53851		51994		50500		48984		47247		46028		44998		43941		43068		42136		41489		40487		39996		39645		39002		38419		37901		37029		36581		35958		35427







川本町・邑智町の学校統廃合過程
昭和48年 昭和49年 昭和50年 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成２年 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
学校名 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

川本小学校 384 139 136
川本西小学校 101 36 統合
三原小学校 108 11 統合
吾郷小学校 93 40 統合
浜原小学校 102 52 36 統合
浜原小学校信喜分校 11 13 統合
沢谷小学校 90 32 統合
粕淵小学校 170 52 統合
小松地小学校 31 16 統合
君谷小学校 61 15 統合
邑智小学校 新設 176 191
都賀行小学校 60 29 統合
都賀小学校 132 59 統合
宮内小学校 35 14 統合
大和小学校 新設 107 62
口羽小学校 127 31
阿須那小学校 120 115 30
阿須那小学校戸河内分校 13 統合
高原小学校 149 38
瑞穂小学校 249 235 131
瑞穂小学校久木分校 14 9 統合
市木小学校 31 23
矢上小学校 191 150 144
日和小学校 56 9 統合
日貫小学校 62 15

石見東小学校 194 75

（「島根県教職員名簿」各年版より作成）
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学校統廃合をめぐる環境が変化

＜以前の状況＞

・行政が教育環境を維持するために，先回りして再編・統合を

進めてきた
学校再編計画：出雲市，大田市，雲南市→ 存続できる学校が統合される

住民の反応：統合賛成⇔統合反対で揺れる

＜近年の状況＞

・地域の縮小等により，保護者・地域からの要望で，

学校の再編・統合の機運が高まり，行政は困惑気味
例：益田市（原則として小学校は存続，中学校は再編を検討中）

邑南町（原則として全ての小学校を存続させる方針）

海士町（統合しないよう小規模校の校舎を建て替え）
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「学びの場」としてふさわしい過疎地域

社会

資質
能力

動機

教育

工業化・中央集権化・標準化
大量生産大量消費

指示を受け早く正確に
唯一解を出す力・知識量

試験・受験合格に向けた
外発的な学習動機

教室・学校に
閉ざされた教育

情報化・国際化・多様化
多文化共生・持続可能性

主体性・協働性・創造性
課題発見解決力

自己実現・社会に向けた
内発的学習動機

地域・社会に
開かれた教育

従来型 未来型
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教育

魅力減

若者減少

人口減

少子化

生徒減
（→学校統廃合）

家族流出

学級減

教員減

人口減少を推進する悪循環
（学校・地域消滅スパイラル）

（子ども・若者の）

誇り・意欲減

過疎化・少子化・高齢化
人口減少・文化産業衰退

過疎地域にある小規模校の特色を生かした魅力ある学校づくり ①

（島根県との共同検討にもとづき島根県が作成）
30



UIターン増

出生率増

魅力ある

学校づくり

しまね留学

生徒増

教育移住

家族定住

地域教育魅力化スパイラル

地域

活力増

教育資源

人材増

（子ども・若者の）

誇り・志醸成

過疎地域にある小規模校の特色を生かした魅力ある学校づくり ②

産業創出・文化継承
地域の魅力化・持続可能化

（島根県との共同検討にもとづき島根県が作成）
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高校

地域

幼・保

卒業生

過疎地域にある小規模校の特色を生かした魅力ある学校づくり ③

小・中学校

Ｗｉｔｈ

Ｆｏｒ

Ａｂｏｕｔ

Ｉｎ

地域と共に
未来を描く・結ぶ

地域のために
行動・貢献

地域について
知る・伝える

地域の中で
体験する・浸る

教育移住・
関係人口の増加

地域の未来をつくる
人材づくり

地域の
持続可能性

地域

地域総がかりでの魅力ある学校づくり

関係人口
UJターン

Iターン
留学

（島根県との共同検討にもとづき島根県が作成）
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過疎地域にある小規模校の特色を生かした魅力ある学校づくり ④

■小学校・中学校の魅力化に必要な措置

○ 地域資源を活用し地域をフィールドにした「ふるさと学習」の実施経費（移動経費等）

○ 校種間や近隣の学校と連携した授業や体育祭等の実施経費（ICT環境の整備や移動経費等）

○ 魅力的な生活環境や教育環境が体験できる、親子での教育留学を推進する経費

（滞在費の軽減や仕事の斡旋等による生活のフォロー）

○ 学校に図書館や公民館等の機能を集約し、学校を地域コミュニティの拠点とする経費

（施設整備費やコーディネーター配置経費）

人口減少、過疎化が進む地域において、学校の存続や、地域と連携し地域資源を活用した学

校づくりは、地域の活性化や地元に根差した人材の育成に寄与する。

このためには、過疎地域にある学校に対して、小規模校の良さや地域資源を生かした特色ある

学校づくりの取組への支援が必要となる。

（島根県との共同検討にもとづき島根県が作成）
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過疎地域にある小規模校の特色を生かした魅力ある学校づくり ⑤
■高等学校の魅力化に必要な措置

○ 高等学校と地元関係者で構築する地域コンソーシアムの運営及び活動費

○ 県外生の受入環境整備（寄宿舎整備等）及び県外生徒募集等の活動費

○ 地域に開かれた学校づくりを推進する高校魅力化コーディネーター（常勤）の配置経費

＊高校と地域の協働体制の構築、地域に開かれたカリキュラムの推進、

地域での学習環境・学習機会の整備 等

○ 地域が主体となって実施する学習支援環境の整備費（ICT環境整備や備品購入等）

○ 地域と連携した学校運営・カリキュラムの充実を担当する教職員の加配

＊離島地域の高校には、改正離島振興法により教職員の加配措置あり

■小・中・高等学校の魅力化に必要な措置

○ 小学校、中学校、高校間の連携と、一体的・系統的な取組を推進するプロデューサーの配置経費

○ 小学校、中学校、高校の12年間を見通した教育活動の実施（小中高一貫校等）に関する過疎地域

での特例的な制度の検討 （島根県との共同検討にもとづき島根県が作成）
34



35



島根大学地域課題学習動画「そもそも」
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