
  令和２年３月９日 

 

富岡市議会 

 議長 相川  求 様 

 

                社会常任委員長 茂原 正秀  

 

社会常任委員会行政視察について（報告） 

 

 先般、実施いたしました社会常任委員会行政視察について、次のとおり報

告します。 

 

記 

 

１ 期  日    令和２年２月４日（火）～５日（水） 

 

２ 視 察 地    石川県野々市市・富山県魚津市 

 

３ 視察事項 

（１）PFI で整備した図書館・学習センター併設事業について（野々市市） 

（２）学校規模適正化推進計画について（魚津市） 

 

４ 参 加 者  社会常任委員  茂原正秀 小林 寿 田村浩壽 

三ツ木真由美 矢野勅仁 長沼今朝男 

        当局同行職員  教育部教育総務課 黛課長 

 事務局職員    議会事務局議会係 中澤係長 

 

５ 報 告 書 別紙のとおり 



令和元年度 富岡市議会社会常任委員会視察報告書 

 

氏名 茂原正秀 

 

日程 令和２年２月４日、５日 

 

視察地及び視察内容 

①石川県野々市市 『PFI で整備した図書館・学習センター併設事業につい

て』 

【野々市市の概要】 

石川県の中央に位置する面積１４㎢弱の人口５万５千人ほどの市。大学が

３校あり、金沢市のベッドタウン的な要素もあることから、市民の平均年

齢は４０．７歳（平成２７年国勢調査）と石川県内で最も低い。  

 

★PFI 方式とこれを採用した経緯★ 

従来の公共施設の整備は、自治体が自らの資金で施設を建設し管理運営し

てきたが、PFI 方式とは民間の資金を活用して、施設整備と管理運営を民間

に行わせ、そのサービスを自治体は購入するという方法。野々市市では、

図書館と学習センターを併設した施設『学びの杜 ののいちカレード』

（以下カレード）を、この PFI 方式を使って平成２９年１１月に開館した

が、以前にも、野々市小学校や小学校給食センターもこの方法で整備を行

ったという経緯がある。 

 従来方式と PFI 方式のどちらで整備を進めるかは、まず両方のシミュレー

ションを行い、PFI 方式のコスト面での優位性を確かめた（定量的評価）。

さらに効率的・効果的に事業が実施されるかどうかの定性的な評価も行い

決定した。カレードの施設整備で PFI 方式を採用したのは、『財政負担の軽



減と効率的かつ効果的に事業を実施すること』と『新たな付加価値を持っ

た公共施設運営を実施すること』が大きな理由である。 

 

★PFI 方式によるメリット★ 

１：施設の耐用年数全体にわたり支払いを平準化できる 

 割賦払いが可能となり、財政負担の平準化が可能となる。書籍の購入費

を割賦払いに回すことで、蔵書数もかつての７万冊から１３万冊と大幅に

増やすことができた。 

 

２：新たな付加価値 

開館時間の延長（午後１０時まで）、電子書籍の貸し出し、ICT 技術の活

用によるサービスの向上、電子新聞サイネージなど、民間事業者の提案に

より、直営時代にはできなかったチャレンジができた。 

 

ちなみに図書館の管理運営は全国での実績がある『図書館流通センタ

ー』に委託。この会社との契約により絵本作家の展示会や講演会、様々な

ワークショップの開催などもできるようになった。それが利用者の増加に

つながっている。 

 

 

★新図書館の整備に、どのように市民の意見を反映させたか★ 

平成２５年度に新市立図書館と市民文化センター構想の策定委員会を設

ける。委員は、学識経験者、公民館長、学校長、社会教育委員、利用者代

表、文化団体や障がい者団体の代表など。その後、市民アンケート、利用

者アンケート、パブリックコメントを行った上で、平成２６年度には、新

図書館を考えるフォーラムを開催し、新しい騒がしい図書館か、昔ながら

の成熟した図書館が良いかのパネルディスカッションを行う。 



★野々市市視察について感じたこと★ 

図書館の施設整備費用は３１億円ほど。図書館部分もレファレンスカウ

ンターやキッズコーナーなどの様々な工夫がなされているが、その周辺に

キッチンスタジオ、創作スタジオ、音楽スタジオ、市民展示室なども設け

られており、『学びの杜』にふさわしい施設と思えた。施設の利用者数

は、平成２８年度の旧図書館は６万人弱であったが、新図書館となった平

成３０年度は５０万人（市民学習センター分も含む）を超えた。この利用

者数の増加は、野々市市民だけでなく、隣接の金沢市からの利用者も大き

く関係しているとのこと。また、カレードの整備は、総事業費８７億円の

『野々市中央地区整備事業』の一部として行われた。富岡市の図書館は昭

和５８年に整備された施設で、新たな図書館の建設も待ち望まれてはいる

が、時代のニーズに合った図書館施設としては、大いに参考になったが、

PFI 方式の導入については、富岡市では非常に困難という印象を抱いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②富山県魚津市 『学校規模適正化推進計画について』 

【魚津市の概要】 

日本海に面し、面積は２００㎢ほどで人口は約４万２千人。蜃気楼を見る

ことができる地としても知られている。 

 

★学校再編を進めた経緯★ 

魚津市では、児童数の急激な減少が進んでいる。昭和５６年のピーク時

には、市内の小学校の児童数は５２５８人であったが、平成２５年度には

２２１２人と、約５８％も減っている。そのため市内１２ある小学校のう

ち、１校が過小規模校、８校が小規模校となった（平成２５年４月時

点）。こうした状況の中、平成２６年３月に児童生徒の教育環境の充実を

図るため、『平成３５年度までに、市内１２ある小学校を４校に統合再編

する』魚津市学校規模適正化推進計画を策定。 

これまでの学校再編で、平成２８年度に３校を１校に、また平成３０年度

に４校を１校に、さらに平成３１年度（令和元年度）に３校を１校に統合

した。計画では令和５年度に最後の２校を１校にまとめる予定。 

 

この統合再編を進める上で重要視したのは以下の５点である。 

１：小規模校や複式学級の問題点を整理 

２：全ての小学校が統合の対象（対象外の学校なし） 

３：地理的なつながりや、学校配置のバランスを重視（通学区域を分断し  

  ない） 

４：中長期的な視野から、統廃合の繰り返しを避ける 

５：具体的な統合目標を年度の設定 

 

 



また、学校規模適正化推進計画の主な策定経過は下記の通り。 

平成２５年４月 教育委員会事務局内部検討開始 

同年５月～ 教育委員会会議で経過報告 

同年１０月１日 教育委員会会議にて諮問案を決定 

同年１０月２３日 魚津市学校教育審議会を設置 

  ※小学校の適正規模、適正配置、学校統合の具体的方策を諮問 

  第１回 １０月２３日、 第２回 １１月７日 

  第３回 １１月２５日、 第４回 １２月１２日 

同年１１月 審議会の経過状況を報告 

  １１月１８日 市議会議員協議会 

  １１月２２日 市公民館連合会 

  １２月２日  市 PTA 連合会との意見交換 

同年１２月１２日 魚津市学校教育審議会答申 

平成２６年１月９日 教育委員会会議で素案決定… 

                   パブリックコメント募集 

同年２月１６日 学校規模適正化市民フォーラム開催 

同年３月１７日 臨時庁議、市議会総務文教委員会 

同年３月２５日 魚津市学校規模適正化推進計画を策定 

 

学校規模適正化を図る基本的事項は以下の４項目。 

１：統合前の事前交流 

  ・子どもたちだけではなく、保護者や教員、地域住民も含めた交流     

   を実施 



  ・円滑な学校生活のスタートのため、教員の配置にも配慮 

２：きめ細かな教育の充実 

  ・TT.少人数指導などの充実 

３：校名、校歌、校章の新規制定 

  ・関係校は全て閉校とし、統合校を新たな学校として位置づけ 

  ・校名、校章、校歌は地域や保護者の意見を聞きながら新規に制定 

  ・制服や体操服等は経過措置を設けるとともに、原則として新規に制

定 

４：通学手段の検討 

  ・通学距離は概ね３ｋｍを基準として、スクールバスを導入 

  ・スクールバスは地域交通インフラの活用を検討 

 

★魚津市視察で感じたこと★ 

魚津市の学校規模適正化推進計画策定後の進め方で、大いに参考になっ

たのは、統合校別に合同地区説明会を実施した後、地区ごとに確認書（同

意書）を提出してもらう方法である。各地区で賛成、反対の様々な意見が

あるのは当然であるが、地区ごとに話し合いを進めて結論を出してもらう

方法は、富岡市の学校再編を進める際には、導入すべきと思われる。さら

に付け加えると、計画策定の段階から幅広い市民の意見に耳を傾けるな

ど、進め方が非常に丁寧な印象を持った。今後、各学校で説明会を開催す

る予定であるが、魚津市の進め方の良い点は積極的に取り入れるべきでは

なかろうか。 

 

 

 







社会常任委員会行政視察報告 

 

日本共産党 田村 浩壽 

 

 2020 年 2 月 4・5 日の 2日間で、石川県野々市市と富山県魚津市へ行政視察をいたしま

した。以下ご報告いたします。 

 

 

 1 石川県野々市市  学びの杜ののいちカレード kaleid 

 

  野々市市で最新の機能を備えた文化交流拠点施設、市立図書館、市民学習センター、

憩いの広場を視察しました。平成 29 年 11 月開館の市立図書館は広い空間で開放的であ

り、採光も自然光が多く取り入れられて明るく落ち着いた雰囲気であった。開架式の書

棚が広がる中に、2 箇所のブックタワーという閉架式書庫が全体の強度を高めるために

配置されている。広大なオープンスペースを照明の光度で各コーナーが仕切られている。

開架スペースを囲むように市民活動支援スペース、音楽スタジオ、キッチンスタジオ、

創作スタジオが 2室、市民展示室、オープンギャラリー、研修室会議室が並べられてる。

図書館と市民学習の機能を併せ持つように設計されていた。カレードとはカレードスコ

ープのことであり、万華鏡を意味していて利用する人それぞれに様々な姿を見せている。

利用者は今までの図書館では考えられなかった、飲み物が持ち込み可で、おしゃべりを

許容するコーナーも設けて多様な市民のニーズに応えられるように設計させている。開

館時間が午前 9時から午後 10 時までと従来の利用時間を 4時間延長して、市民の利用し

やすい工夫がなされている。以上見てきたように素晴らしい施設として運営されている。 

 

  拠点施設の整備手法として、P F I 事業契約を野々市市と野々市中央まちづくり（株）

で結ばれて、指定管理者となっている。10 社の民間会社が出資をして、出資各社にマネ

ジメント・運営、設計・工事管理、建設・既存施設解体、開業準備・施設運営、施設管理

の業務委託を行っている。運営は税金で運営されている。施設運営の中心会社は（株）

図書館流通センターで、派遣された館長 1名と 25 名の非正規職員が運営している。早番

中番遅番の 3 交代で運営されて、開館時間の延長に対応している。平均 4 名で運営して

採用時に契約で午後 10 時 15 分までの勤務時間を提示した上での採用であるとのことで

あった。 

 

  登録者数は旧図書館に比べ 3 倍となっている。入館者は 10 倍近くとなっている。こ

のように利用者が大幅増加したのは、以前の施設が老朽化して面積も狭かったことに加

えて、市民学習センターを設置したことや、夜間開館を 10 時まで延長したこと。利用者

の平均年齢が 40 歳で、小さな子供を連れて利用できること、小学生も声を出して利用で



きること、仕事帰りの勤労者の利用など、使いやすさが向上したことによるとのことで

あった。市民学習センターでの様々なイベント企画や陶芸の施設の整った創作スタジオ、

遮音された音楽スタジオなど市民のニーズに合わせた施設が設置されていることも利用

者増につながったようである。 

  これだけの施設は当然大きな資金が建設にかかるわけで、87 億円の事業費で、2分の

1が施設整備費と備品費、2分の 1が 10 年間の管理業務費。割賦払いが可能であった。 

 

  野々市市は金沢市のベットタウンとして人口が増加しており、平均年齢は比較的若い。

今後も人口の増加が見込まれている。以前の図書館が狭く蔵書も少なかったため、利用

者が少なかったが、利用を希望する市民は多くあったと思われる。そうした中で民間の

ノウハウを取り入れた多機能型の図書館は市民のニーズに合致したものとなったと思わ

れる。 

  だが、民間との連携では、公的サービスに利益を追求する要素がどうしても加わるた

めに、合理化のしわ寄せが職員などの人的資源に向かっていくことになる。25 人の職員

は全員非正規であり、専門的技能の低下や労働環境の悪化が常に危惧される。そしてそ

れは市民サービスへの低下をもたらすことになるのではないか。 

 

 

 2 富山県魚津市 学校規模適正化推進計画について 

 

  蜃気楼の見える街・魚津は富山湾を望む人口 4 万 2000 人の都市である。南東部は最

大標高 2400 メートルの山岳地帯である。人口は北西部に集中している。昭和 27 年に 1

町 11 村が合併して魚津市となった。合併当時から中学校は 2校である。近年の児童数の

急激な減少を受けて、適正化推進計画を平成 26 年 3 月に策定した。市内に 12 校ある小

学校を 4 校に統合再編するという計画である。現在まで 3 校の統合が進み、残り 1 校は

地域の同意が得られないまま進んでいない。 

 

  学校規模適正化を図る基本的事項として 4つの柱を立てた。①統合前の事前交流（子

どもたち、保護者、教員、地域住民も含めた交流）②きめ細かな教育の充実（TT、少人数

指導など）③校名、校歌、校章の新規制定（関係校はすべて閉校とし、統合校を新たな学

校として位置付ける）④通学手段の検討（山間部が多い、児童数が少ないなどから通学

距離 3キロを標準としてスクールバス導入） 

 

  現在までに 10 校を 3 校への統合が済んでいる。うち 2 校は新築校舎を建設した。残

りの 2 校を統合する計画は地元の同意が得られず、確認書が出ていない。また統合した

場合の生徒を全て受け入れるスペースが統合予定校にはなく進んでいない。確認書が出

ない理由は、土地柄がある。児童数はそこそこいるので単独校でやっていける。人口の

減り方が緩やかである。地区のアイデンティティーが失われるなどであった。 



   

  統合についての反対意見の内容は、枠組み（統合校の組み合わせ）についての反対意

見があった。計画された枠組みではなく違う枠組みが良いのではとの意見があった。現

在の小学校区を割らないということも強く要望された。統合校の場所に対する反対意見

があった。 

 

  行政と住民の意見が合わない事例として、一部の強い反対意見があった。地域にお住

まいの高齢の方から地域の伝統が壊される、地域のアイデンティティーが壊される、今

の環境は悪くない複式学級で実害がないなどの意見があったが、一部の意見であるとし

て、地区代表の方に意見集約をお願いして地区の了承を取り付けて計画を進めた。 

 

  学校統合に伴う課題として、新築校舎は 2 校で、建設費は 21 億円と 20 億円であっ

た。続けての統合校舎建設に伴う財政負担が大きく、一般財源の持ち出しで財政調整基

金が底をつく状況となっている。閉校した跡地利用が有効に活用できていない。地域の

伝統行事継承が取り組みにくくなっている。などが指摘されている。 

 

  小学校統合に伴う教職員数等の推移から、統合前の H27 と 3 校まで統合した H31（2

校未統合）を比較すると、児童数は 87％に減少しているが、教諭等は 68％まで減少して

いる。全職員では 64％まで減少している。教諭の減少率が高く、小規模校の利点である

きめ細かな教育が後退している印象を受けた。 



富岡市議会 
議⻑ 相川 求 様 
 

社会常任委員会 
三ツ木真由美 

 
社会常任委員会視察研修報告 

 
 
視察⽇    令和 2 年２⽉４⽇〜２⽉５⽇ 
視察内容   1 ⽇目 学びの杜ののいちカレード（石川県野々市市） 
       2 ⽇目 学校規模適正化推進計画について（富山県魚津市）  
 
 
1 ⽇目 
 石川県野々市市にある「学びの杜ののいちカレード」に行ってきました。 
ののいちカレード（カレード＝万華鏡）とは光り輝く賑わいの場を作るために、野々市

市が PFI 方式を活用して建てた図書館です。 
 
視察の目的は 
 PFI 方式（公⺠連携⼿法）のメリット・デメリットについて学習する。 
 
野々市市の概要 
 平成 23 年に野々市市として誕生。 
 ⾯積 13.56 ㎢（東⻄ 4.5 ㎞  南北 6.7 ㎞） 
 人口 55,099 人（平成 27 年国勢調査） 
 平均年齢 40.71 歳（平成 27 年国勢調査） 
富岡市の 10 分の１ほどの⾯積に富岡市より多くの人口が住んでいるということ、平均

年齢がとても若いということに驚きました。 
野々市市には大学が３校あり、大学生も多く、毎年入れ替わって平均年齢が若いままキ

ープされているというお話も伺いました。 
 



野々市市の課題として、大型商業施設の閉店などにより地域の活力が低下し、県立養護
学校の閉鎖によって有効活用が必要な広大な未利用地ができ、老朽化した公共施設の建て
替えもしなければいけないなどがあったそうです。 

               ↓ 
まだ元気なうちに未来に向けてやるべきことをやる＝先⼿を打つ 
そこで拠点施設の整備⼿法の検討に入った！！とのことです。 
 
まず、PPP/PFI 方式について整理しておきます。（以下インターネット記事より引用） 
PPP とは“Public Private Partnership“の略で、官民連携とも呼ばれます。 

PFI は“Private Finance Initiative“の略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法 のことを言います。 

いずれも、公共的な建造物やインフラをどのような事業で新設、維持していくかに

密接にかかわっており、これからの土木を考える上でこれらの考え方を知っておくこと

は重要であると思います。 

PPP と PFI の違いについて 

ほとんど同じ意味で使われることの多い PPP と PFI という二つの言葉ですが、意

味はちょっと違います。まず、どのように違うかと言う点について触れておきましょう。 

下図を見て頂ければ一目瞭然ですが、PPP は PFI も含んだ官民連携に関するよ

り広い概念を表しています。 

PPP の考え方の中には、PFI 以外の民間委託等の方式も含まれているのがわかり

ますね。 
 

 

 

 

 

 

 



事業費回収方法による分類 
事業費の回収方法により、PFI事業は大きく 4 手法に分類できます。 
従来からの手法 3 種類と、コンセッション方式と呼ばれる方式 1 種類です。 
 
従来手法 
 
①サービス購入型 

発注者が事業期間にわたって、⺠間事業者に対してサービス対価を⽀払う方法
です。 
⺠間事業者は⾃ら調達した資⾦（銀⾏からの融資など）で施設を新設し、その
後⻑期間にわたって管理し、発注者である公的機関から事業期間にわたって定
額の業務委託料を受け取る仕組みです。 
発注者側には、施設の建設費⽤を⼀度に拠出することなく、事業期間にわたっ
て割賦払いし平準化することが可能というメリットがあります。 

 

 

 

 

②独⽴採算型 
⺠間事業者が利⽤料⾦を直接収受し、利⽤料⾦収⼊のみで費⽤と利益を回収す
る方法。 
従来の独⽴採算型では、建設費⽤などまとまった資⾦を⼯⾯できなかったた
め、既存の公⺠館やスポーツセンターの運営等、大掛かりな投資を伴わないも
のが多いようです。 

 

 

 

③混合型（ジョイント・ベンチャー型） 
基本的には独⽴採算型であるものの、公的⽀援制度を活⽤するなどして⼀部施
設を整備する方法。 

 



コンセッション方式 

水道事業などで最近話題にもなっているコンセッション方式。 

従来手法と最も大きく異なる点は、「事業の経営主体」です。 
コンセッション方式では、⺠間事業者が経営主体となるのに対し、前述のそれ
以外の方式では公的機関が経営主体となります。 

経営主体となることは、当該事業に対する最終的な経営責任を持ち、重要な
方針、計画や施策の決定権を持つことを意味するので、コンセッション方式に
おいては、当該事業における⺠間事業者の責任と経営の⾃由度が⼤きく増すと
いうのが大きな特徴です。 

 

 

 

施設の所有形態による分類 
今度は、施設の所有形態でも分類してみましょう。 
 
BTO方式 
BTO方式とは、Build-Transfer-Operate 方式の略で、⺠間事業者が施設を設

計・建設し、完了後に公共部⾨に譲渡。 
公共部門で施設を保有し、⺠間事業者がサービスを⾏う方式です。 
建設して（Build）引き渡してから（Transfer）運営する（Operate）方式なの

で BTO方式と呼ばれています。 
 
BOT方式 
BOT 方式とは、Build-Operate-Transfer方式の略で、⺠間事業者が施設を設

計・建設し、そのまま施設を保有して公共サービスを提供。その後、事業完了
後に施設を公共部⾨に引き渡すことを言います。 
建設して（Build）運営してから（Operate）引き渡す（Transfer）方式なの

で、BOT 方式と呼ばれるんですね。 
 
BOO方式 
BTO方式、BOT 方式の他に、BOO方式と呼ばれるものもあります。 
BOO方式とは、Build-Own-Operate 方式の略で、⺠間事業者が設計・建設し保

有したまま運営、事業が終わったら施設を解体・撤去する、と言う方式です。 
⺠間事業者がずっと施設を保有しているという方式です。 



RO方式 
RO方式とは、Rehabilitate-Operate 方式のことで、⺠間事業者が既にある施設

を改修した後、保有しながら公共サービスの提供を⾏う方式です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野々市市は、過去にも小学校や、小学校給食センターを PFI 方式で建設して
います。 

今回見学させていただいた、文化交流拠点施設 ののいちカレード（図書
館・市⺠学習センター・憩いの広場）は BTO 法式を採用して建設されまし
た。 

⺠間が設計・建設したうえで⾃治体に譲渡し、⺠間が運営を行う方法。 
 メリット 1．最大のメリットは割賦払いができること！！ 
      2．⺠間（野々市中央まちづくり（株）主に（株）図書館流通 

センターが運営を行っている。）に運営を委託することによ
り、開館時間の延⻑や、電⼦書籍の貸出し等サービス向上。 

      3．地域中心交流拠点施設の建設と同時に発注することにより工
期の短縮やスケールメリットによる経費削減にも繋がった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



当然これだけの施設を維持していくのには運営費をどこで生み出している 
のか？疑問に思い聞いてみました。 
 
 Q1.本の貸し出し等は無料で、どこで運営費を稼いでいるのか？ 

野々市市が 10 年間契約で毎年委託料を払ってその中で運営してもらっ
ている。その他イベントや施設の使用料等の収入は、市⺠に付加価値を
持たせてサービスとして還元してもらうことを条件に、運営会社の⾃由
裁量としている。 

  
建物の建設費 31 億円と 10 年間の運営費を含めて総額 87 億円を BTO 方式

を活用することで、単年の経費を最小にできるというのが最大のメリットとい
うことがお話を聞いていくうえでよく分かりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また運営を⺠間に任せることで、開館時間を９:00〜22:00 と柔軟に市⺠目線

で考え、⼦供たちが伸び伸びと騒いでもいいブースと、静かに受験勉強等がで
きる静寂ブース、大音量で楽器演奏やダンス等の練習ができる音楽スタジオ、
キッチンスタジオや陶芸コーナーなど、多世代における様々な活動の場を提供
していました。 

また、全国的に実績を持つ（株）図書館流通センターが運営を受け持つこと
で、有名な作家を呼ぶなどの様々なイベントや展示等を開催することができ、
そうした企画もこの図書館の魅力となっているとのことでした。（図書館の利
用者の水位は下記添付資料参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



このような施設建設にあたって、市⺠の声を聴くため、新施設策定委員会開
催・市⺠アンケート・パブリックコメント等を活用するとともに、平成 26 年
には新図書館フォーラムを開催し、騒がしい図書館がいいのか？静寂がいいの
か？などパネルディスカッションにて討論もしたということです。 
とことん市⺠の声を聴く機会を作り、市⺠のニーズをを優先する姿勢に共感し

ました。 
建設費用や運営費についても PFI 方式と従来方式と定量・定性調査を行い、

比較することでメリットを検討していった経緯もお聞きしました。 
野々市市では小学校まで PFI 方式を使って建設しています。 
富岡市でも老朽化している保健センターや図書館など公共施設の建設や、既存

の施設の利活用、総合福祉センターの建設等様々な課題があります。 
これからの施設整備計画を立案について検討するうえで、今回の視察での学び

はとても参考になりました。今後の活動に生かしていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ⽇目 
「学校規模適正化推進計画について」富山県魚津市役所に行政視察に行ってき

ました。 
 
魚津市の概要 市の⾯積 200.63 ㎢ 
       人 口  41,672 人（R2.1.1 時点） 
       富山県東部に位置し、南東部は最大 2,415m に達する山岳地帯 
       「魚津」の名のごとく県下屈指の漁場 
 
魚津市は中学校は元々2 校で小学校が 12 校という状況でした。今回 12 校ある

小学校を 4 校にするという計画を推進している中で、課題や推進方法について
丁寧にご説明いただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



事前質問について 
 統合については児童数の推移をもとに、複式学級の解消やクラス替え可能な

学年規模といった⼦供たちにとって適正な学校規模を説明することでおおむね
理解は得られたそうです。 
反対意見としては 1 点目は枠組み、もう一つは統合の場所に対する反対。 
どちらも必要性や、地理的条件、中学校との関係等丁寧に説明することで理解

を得られたようです。 
説明の中で、各地区代表の方に地区の意見集約をお願いして一部の強い意見に

引っ張られないように取りまとめをお願いしていたことが特徴的でした。 
また各地区の地域振興会（公⺠館⻑・区⻑会会⻑・地区の各種役員の代表者等

で構成されている。）で、いろいろ議論されて、同意書をいただくという過程
を踏んでいます。 
 
 
平成 21 年度に最初の「魚津市

小中学校の規模適正化基本計
画」を策定し、提示した時には
反対意見も多かったが、平成
25 年度に「魚津市学校規模適
正化推進計画」を策定して提示
したころには、山間部の過少規
模校の父兄から、少⼦化による
複式学級などによる不安の訴え
が出てくるようになり、一気に
風向きが変わったように思いま
すと言ってました。 
 
 
 
 
また、学校規模適正化を図る

基本事項として 4 つの柱を立て
て進めていました。 

① 統合前の事前交流 
統合 2 年前より学校間でゲ
ーム等で⾃己紹介・ポーツ
少年団の統合等 

② きめ細かな教育の充実 
小規模校ならではの利点で
あるきめ細かな教育の充実 



③ 校名・校歌・校章の新規制定 
関係校はすべて閉校として統合校を新たな学校として位置づけ 
校名・校章・校歌は地域や保護者の意見を聞きながら新規に制定（富岡市
の現状も伝え質問→小規模校への配慮） 
制服・体操着・学校指定品も経過措置を設けて新規に制定 

④ 通学⼿段の検討 
通学距離が概ね 3 ㎞を基準としてスクールバスを導入（国の基準 4 ㎞） 
スクールバスは市⺠バス等の地域交通インフラの活用を検討 

現在計画の 4 校のうち 3 校まで達成しているが、残り 2 校を平成 35 年（令和
5 年）まで統合する予定だが、学校キャパが少なくは入れきれないのと、2 校
がそれぞれ単独でもやっていけるくらいの学校規模であるので、動向を見なが
らさらに検討し、進めていく予定とのことでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
統合してよかったと思われる点について教職員にもアンケートを実施。 
 
その結果は 

上記のようでした。 
 
課題についても 
 
 

 

 

 

 

 

 

富岡市で懸念されている内容とほぼ変わらないと思われます。 

とにかく⼦供ファーストで、地域の住⺠も巻き込み様々な議論が必要で、各
地域の課題を地域の人と行政がざっくばらんに語り合える環境づくりが必要と
いうことは痛感しました。 

魚津市できめ細かに取り組んでいたように過少規模校への配慮や、統合前か
らの学校間・地域住⺠間の交流の場を持つなど、⼦供たちがよりスムーズにス
トレスなく移行できることを最大限考えていくうえでとても参考になりまし
た。 

学校全体に活気 
 人間関係の広がり・友達が増えた 
 
集団としての学び 
 切磋琢磨する良さ・授業の中での多様な意見 

ダイナミックで達成感が得られる、大人数での発表 
各地域の伝統や行事を通じて、⾃分たちが進む地域に対する関心の高まり 

学校統合に伴う財政負担 
2 年続けて統合校舎建設に伴う財政負担・統合校での新たな用地取得（駐車場等） 
 
閉校後の跡地利用 
地元地区振興会からの要望（公⺠館新築等）・校舎部分の⺠間利用方法 
体育館、グランドの有効活用 
 
県等への支援要請 
教職員の加配（県費負担職員） 
 
地域活動と⼦供の関わり 
地域伝統行事の継承（地域の活動がしにくくなった） 



⾏ 政 視 察 報 告 書 
 

8 番 矢野 勅仁 
 
【視  察  ⽇】 令和 2 年 2 ⽉ 4 ⽇（⽕）・5 ⽇（⽔） 
 
【視  察  先】 2 ⽉ 4 ⽇（⽕）   14︓00〜16︓00 

石川県野々市市 
           「PFI で整備した図書館・学習センター併設事業」 
 
           2 ⽉ 5 ⽇（⽔）   13︓30〜15︓30 

富山県魚津市 
           「学校規模適正化推進計画」 
 
 

石川県野々市市 
 
【市の概要】  

平成 23 年 11 ⽉ 11 ⽇に県内 11 番⽬の市として誕⽣。⾯積は 13.56 ㎡とコンパクトで、⼈⼝ 52,469 ⼈（平
成 31 年 4 ⽉） 、市内には⼤学が 3 校あり学⽣も多く、⾦沢市に隣接していることから若い世帯も多く市⺠の平均
年齢は 40.71 歳と若い。 

市議会は議員定数 15 名で、総務産業常任委員会と教育福祉常任委員会、予算決算常任委員会で構成され
ている。 
 
【取組の経緯・内容】 
 図書館機能と市⺠学習機能を融合した複合施設で、公⺠連携⼿法の１つである PFI を⽤いて平成 29 年 11 ⽉
に開館した「学びの杜ののいちカレード」を開館。市⺠の学びと⽂化・芸術・創造・情報発信、市⺠協働のシンボルとして
市⺠に親しまれている。 

 ・敷 地 ⾯ 積   ︓18,822 ㎡  
                ・延 床 ⾯ 積   ︓5,695 ㎡  

 ・蔵書収容可能冊数︓25 万冊  
 運営を⺠間委託することで、開館時間を公⽴図書館としては異例の 13 時間（9︓00〜22︓00）を実現し、仕
事帰りの社会⼈などの利⽤も促進し、年間⼊館者数は成果⽬標として掲げた年間 300,000 ⼈を⼤きく超える年間
502,450 ⼈（平成 30 年度）を達成した。 
 建設⼿法に PFI を⽤いる事で、財政負担の軽減と効率的かつ効果的に事業を実施する事につながるとともに、新しい
付加価値を持った公共施設運営を実施することが出来ている。 



【視察に関する本市の課題など】 
・⽣涯学習センター（昭和 52 年建設）と図書館（昭和 56 年建設）の建物が⽼朽化している。 
・⽣涯学習センターは耐震診断の結果、耐震補強が必要との判定が出され、図書館は単身診断を実施していないが、 
空調の劣化や⾬漏りなどが発⽣している。 
・（仮称）総合福祉センター建設に際して公⺠連携⼿法（PPP）の導⼊を検討中であるが、本市では公⺠連携 
⼿法の実績がない。 
 
 
【まとめ】 
・⽣涯学習センターと図書館の建て替えの必要性を感じていた中で、今回の複合施設は⾮常に魅⼒を感じた。野々市
市ほどの規模は必要ないのではないかと思うが、公⺠連携の⼿法を⽤いる事で⽣涯学習センター機能と図書館機能だ
けでなく新たな機能を付帯する事も可能性があるのではないかと思う。 
・公⺠連携⼿法導⼊のメリットは財政負担の平準化と、旧来の⾃治体では⽣まれにくかった発想や経営感覚にあると思
う。野々市市では現状課題から様々な検討を繰り返し PFI により事業を成功させたと感じた。富岡市では（仮称）総
合福祉センター建設での PPP の導⼊を考えている様であるが、具体的で明確なビジョンが⾒えていない中で事業を進め
るのは難しいと感じる。 
 

富山県魚津市 
 
【市の概要】 
 昭和 27 年 4 ⽉ 1 ⽇、1 町 11 村の合併により誕⽣。富山県東部に位置し、市の南東部は最⼤標⾼ 2,415m に
達する山岳地帯で⾯積は 200.61 キロ㎡、⼈⼝は平成 31 年 4 ⽉現在で 41,944 ⼈。「魚津」の名のごとく富山県
か屈指の⾏状でホタルイカが有名。 
 市議会は議員定数 17 名で、総務⽂教容認委員会と⺠⽣常任委員会、産業建設常任委員会で構成されている。 
 
【取組の経緯・内容】 
 学校規模適正化に向けた流れは平成 17 年から始まり、平成 24 年 4 ⽉に 2 つの⼩学校 1 つに統合。平成 25 年
から再び適正化へ向けた検討が始まり、平成 26 年 3 ⽉に「平成 35 年までに市内 12 ある⼩学校を 4 校に統合再
編」する魚津市学校規模適正化推進計画が策定される。 
 
 児童⽣徒の教育環境の充実を⽬指し、再編にあたっては以下の点に留意した。 
 〇⼩規模校や複式学級の問題点を整理 
 〇全ての⼩学校が統合の対象（対象外の学校なし） 
 〇地理的つながりや、学校配置のバランスを重視（通学区域を分断しない） 
 〇中⻑期的な視野から、統廃合の繰り返しを避ける 
 〇具体的な統合⽬標年度の設定 
 



期 ⽇ 内   容 
H17.6 魚津市学校教育審議会設置 

「⼩中学校規模適正化と適正配置並びに通学区の合理化について」諮問 
H18.12 魚津市学校教育審議会答申 
H21.9 魚津市⼩中学校の適正化基本計画策定 
H24.4 適正化基本計画に基づき 1 つの坪野⼩学校が閉校し、松倉⼩学校と統合する。 
H25.4 教育委員会事務局で更なる適正化へ向けた検討を開始 
H25.10 魚津市学校教育審議会を再設置 

⼩学校の適正規模・適正配置、学校統合の具体的方策を諮問 
H25.11 審議会の経過状況を市議会、市公⺠館連合会、市 PTA 連合会へ報告並びに意⾒交換 

H25.12 魚津市楽興教育審議会答申 
H26.1 教育委員会会議で素案決定とパブリックコメントの募集 
H26.2 学校規模適正化市⺠フォーラム開催 
H26.3 臨時庁議、市議会総務⽂教委員会 
H26.3 魚津市学校規模適正化推進計画策定 
H26.4 市内 12 ⼩学校でそれぞれ保護者説明会を実施 
H26.5 市広報にて、推進計画概要と市⺠フォーラムアンケート結果掲載 
H26.6 統合別に合同地区説明会を実施 
H26.8 平成 28 年度統合予定の 4 地区から確認書（同意書）提出 
H26.10 第 1 回⽚⾙・吉島・⻄布施⼩学校統合準備会を開催（開校まで 7 回開催） 

各学校の保護者、各地区住⺠の代表で組織 
校名、校章、校歌、制服等学校指定品、通学⼿段等を協議 

H26.10 平成 30 年度統合予定の 4 地区から確認書（同意書）提出 
H27.2 平成 31 年度統合予定の 3 地区から確認書（同意書）提出 
H27.2 平成 35 年統合予定の 2 地区のうち、1 地区から確認書（同意書）提出 
H28.3 ⽚⾙・吉島・⻄布施の 3 校閉校式開催 
H28.4 ⽚⾙・吉島・⻄布施の 3 校を統合。吉島⼩校舎を利⽤し、清流⼩学校として開校 
H30.4 ⼤町・村木・上野方・本江の 4 校を統合し、よつば⼩学校として本江⼩敷地に校舎を新築し開校 
H31.4 住吉・上中島・松倉の 3 校を統合し、星の杜⼩学校として住吉⼩敷地に校舎を新築し開校 
H35.4 道下・経⽥の 2 校を道下⼩校舎を利⽤し統合し新⼩学校とする予定 

 
学校規模適正化を図る基本的事項（4 つの柱） 
①統合前の事前交流・・・・児童や教員のみならず、保護者や地域住⺠も含めた交流を実施 
②きめ細かな教育の充実・・・・少⼈数指導など 
③校名、校歌、校章の新規制定・・・・統合学校を全く新しい学校と位置づける 
④通学⼿段の検討・・・・通学距離が概ね 3 キロ基準にスクールバスを導⼊ 
 



【視察に関する本市の課題など】 
・⼩中学校適正簿適正配置計画が発表されたが、特に統廃合となる学校区の住⼈からの反対意⾒が多い。 
・学校統廃合を進める上での保護者や住⺠との合意形成の⼿法を参考にしたい。 
 
【まとめ】 
・魚津市は昭和 27 年の市制施⾏の時から中学校は 2 校であった。今回の統廃合の対象となったのが⼩学校だけであ
り、中学校⾃体の変更がない事から住⺠の理解も得やすかったのではないかと思うが、統廃合予定地区から確認書
（同意書）の提出を受けていることからも丁寧な説明があったことが伺える。本市においても統廃合該当地区の同意は
不可⽋である。 
・市内 12 の⼩学校全てを統廃合の対象とし、従前の校舎を利⽤する場合でも新しい⼩学校として開校することで、統
廃合の問題を⼩規模校区⾏くだけの問題ではないという意識が広がったのではないか。 
・統廃合の繰り返しを避けるという配慮から、⼩さな学校区の事を尊重している事が伝わる。本市の計画は単なる数合
わせでこうした配慮がないことは残念。消滅校区の意⾒を反映していない事がよく分かった。 
 






