
 

平成 24年 5月 14日 

 

 高岡市教育委員会 

 教育長 氷 見 哲 正 様 

 

高岡市西部地区 

小学校適正規模検討協議会 

                          委員長 杉 江 幸 男 

 

高岡市西部地区小学校適正規模検討協議会からの意見書の提出について 

 

高岡市西部地区小学校適正規模検討協議会は、高岡市西部地区の６小学校の規模適

正化の検討を行うために、平成 23年 4月 26日に設置されました。 

 これまで協議を重ね、次のとおり協議会としての意見を取りまとめましたので、提

出いたします。 

 

 １ 協議事項  高岡市西部地区の小学校の規模適正化について 

 

 ２ 協議会としての意見 

 (1) 西広谷小学校は、複式学級編制のある小規模校となっており、平成 21年度

から小規模特認校制によって市内全域から就学を認めている。現在、校区内

から就学している児童は数名で、校区外から就学している児童の方が多くな

っている。平成 25年度末に校区内から就学している児童が卒業すると校区内

の児童は在籍しなくなり、今後の推計でも校区内の入学予定者は、いない状

況である。同校については、規模的に既に限界を超えており、教育委員会と

して小規模特認校制についての検証及び見直しを行い、今後の方策を検討し

ていただきたい。 

(2) 石堤小学校は、複式学級編制のある小規模校となっている。同校は、小規

模校の特徴を生かし地域と連携した教育を行っており、教育環境として良い

点もある。しかし、子ども達には多くの友達や先生と触れ合い様々なことを

学ぶことも重要であり、複式学級の解消を図ることが課題である。複式学級

の解消を図る方策については、教育委員会から提案していただき、地元と協

議して進めてほしい。 

(3) 国吉小学校は、１学年を除き各学年 1 学級の小規模校となっている。児童

数の将来推計は減少傾向にある。小規模校としての課題はあるが、1学級ほぼ

20人以上の児童が確保されており、今後の６年間の推計では教育環境に影響

を及ぼすほどの規模ではないと考えるので、しばらくは現状のままでよい。

しかし、推計では平成 29年度・30年度の新入生が 20人以下となっているこ



 

とから、今後の児童数の推移を注視し、大幅な児童数の減少が見られるよう

であれば、学校再編の検討が必要である。 

(4) 東五位小学校は、現在クラス替えのできない学年が複数ある。千鳥丘小学

校は、平成 29年度からクラス替えのできない学年が生じると推計されている

が、両校とも 1学級ほぼ 30人以上の児童が確保されており、ただちに教育環

境に影響を及ぼすほどの規模ではない。しかし、児童数はさらに減少すると

考えられ、教育環境に影響を及ぼすことも考えられる。現時点で考えられる

両校の学校規模の適正化の方向性としては、学校用地など課題はあるが、両

校を統合し両校区の中心に統合小学校を新設することが望ましいと考えてい

る。教育委員会として学校統合のモデル地区として取り組んでもらいたい。 

   なお、校区の設定については、石堤小学校を含む五位中学校区を視野に入

れる方策もある。 

(5) 福岡小学校は、現在 20学級の大規模校であるが、児童数は減少傾向にあり

1学年当り３学級の適正規模になると推計されており、現状のままでよい。 

(6) 将来的に、学校再編統合により通学距離が長くなる場合には、スクールバ

スなどの通学支援策も考慮すべき事項である。 

 

 

 その他意見 

(1) 国吉中学校は、現在各学年 2 学級の小規模校となっているため、教科ごと

の教員の配置に影響が出てきている。平成 27年度には全学年 1学級になると

推計されており、教員配置や部活動等の教育環境への一層の影響が課題とな

る。このような状況を踏まえ、国吉中学校の今後の方針も検討すべきである。 

(2) 当地区は校区の多くが、市街化調整区域であり宅地造成等に制限があるた

め人口が増えない状況にある。行政として、人口を増やすための施策を実施

してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【参考資料】 

・協議会の開催状況 

 日時・場所 検討内容等 

第 1回 平成 23年 4月 26日(火) 

午後 7時 30分 

五位中学校 

・検討協議会における検討事項等について 

・高岡市立学校適正規模・適正配置の検討の

経緯について 

・高岡市西部地区の小学校の現状について 

第２回 平成 23年 6月 15日(水) 

午後 7時 

ふくおか総合文化センター 

・学校規模適正化のための方策について 

第 3回 平成 24年 5月 14日(月) 

午後 7時 

ふくおか総合文化センター 

・意見書について 

各校区委員による意見交換 

石堤・

西広谷

小校区 

平成 23年 7月 25日(水) 

午後 7時 

石堤地区連絡センター 

・現在の小学校への想いについて 

・小学校の現況と将来に向けての想いや課題

について 

・現況を踏まえて、当該地区としての望まし

い小学校のあり方について 

国吉小

校区 

平成23年10月20日(木) 

午後 7時 

国吉地区連絡センター 

同上 

東五位

小校区 

平成23年11月24日(木) 

午後 7時 

東五位公民館 

同上 

千鳥丘

小校区 

平成23年11月29日(火) 

午後 7時 

立野公民館 

同上 

福岡小

校区 

平成23年12月20日(火) 

午後 7時 

馬場集会所 

同上 

 

 

 

 

 

 



 

・委員名簿                        (順不同，敬称略) 

校区 氏 名 役職等 備考 

東
五
位 

杉江 幸男 東五位校下連合自治会長 委員長 

八田 正人 社会福祉法人みつば保育園 園長  

川端 瑛一 東五位校下民生児童委員協議会長  

窪田 葉子 東五位校下婦人会長  

小笠原 一吉 東五位小学校 PTA会長（第 2回まで）  

牧田 英治 東五位小学校 PTA会長（第 3回から）  

石
堤 

細川 俊治 石堤地区連合自治会長  

寺嶋 健一 石堤地区民生児童委員協議会長  

養藤 薫 石堤保育園代表  

八幡 正昭 石堤小学校 PTA会長  

作島 貴栄 石堤小学校評議員  

千
鳥
丘 

清水 善正 立野地区連合自治会長  

杉本 進 立野地区連合自治会 副会長  

春日 貞夫 小勢地区自治振興会長  

沢田 幸雄 小勢地区自治振興会 副会長  

前田 弘 千鳥丘小学校 PTA会長  

国
吉 

長尾 純一 国吉校下連合自治会長 副委員長 

吉田 秋夫 国吉校下民生児童委員協議会長  

高畑 保 国吉小学校評議員  

大川 浩次 国吉小学校育成会長  

関澤 潤 国吉光徳保育園保護者代表  

西
広
谷 

空 隆雄 西広谷自治会長  

山田 三博 勝木原自治会長  

要藤 徹夫 山川自治会長  

国奥 岩男 西広谷小学校育友会長  

原田 太佳子 西広谷・山川民生委員  

福
岡 

山田 儀作 福岡地域自治会連合会長 副委員長 

源 保夫 赤丸地区自治会長  

砂田 実 福岡小学校 PTA会長  

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー 

廣上 昭代 東五位小学校長（第 2回まで）  

安元 恵子 東五位小学校長（第 3回から）  

清水 誉志子 石堤小学校長  

谷村 宏行 千鳥丘小学校長  

山崎 栄三 国吉小学校長（第 2回まで）  

鶴谷 一実 国吉小学校長（第 3回から）  

川辺 勝治 西広谷小学校長（第 2回まで）  

岩坪 智恵子 西広谷小学校長（第 3回から）  

清水 康男 福岡小学校長  

森本 基晴 国吉中学校長  

永守 順子 五位中学校長  

大浦 由吉秀 福岡中学校長  

 


