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は じ め に 
 

富岡市教育委員会では、令和元年６月に学校施設のあり方庁内検討委員会より報告を受け

た「富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画（報告書）」を基に、「富岡市立小・中

学校適正規模・適正配置基本計画」を策定しました。 

本基本計画を策定したいとする主な理由は以下のとおりです。 
 

１ つぎに示す富岡市の学校教育で育てたい子ども像より 

「変化の激しい社会を夢や希望をもち主体的に生き抜く子ども」 
グローバル化が進展し、少子高齢社会の加速に伴う生産年齢人口の急減と労働の人工知

能やコンピュータなどへの代替が進行しています。このような変化の激しい社会の担い手

となる子どもたちに身につけさせたい学力は、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

を基盤とした「主体性・多様性・協働性」の要素を備えた学力です。問われている課題に

対し解答を導き出すだけでなく、解決すべき課題を見出し、学び続ける強い意志をもち、

協働により課題解決の道筋を切り拓く力が求められます。 

これらの学力を身につけさせるためには、「主体的・対話的で深い学び」を授業で実現し

ていく必要があります。見出した課題についてグループで討論し、協力し合う経験を積み

重ねることにより、主体性をもち多様な人と協働して学ぶ態度を身につけることになりま

す。この観点からみたとき、小・中学校の適正規模の確保は、喫緊の課題といえます。 

２ 富岡市で育てたい子ども像を効果的に実現するための教育環境の整備 
（１）学びの集団の適正な確保 

○多様な学習集団の編成、多様な人と協力して学ぶ体験の充実  

○教職経験、専門性、男女比等バランスのとれた教員集団の確保 

○部活動種目の選択肢の保障と選択幅の拡大 

（２）グローバル人材育成のための環境整備  

○英語教育の充実（小学校からの系統的学習、外国人英語教員の確保） 

○体験学習の充実（イングリッシュサマーキャンプ、イングリッシュサマースクール、

中学生キャリア体験研修３コース（科学技術、海洋技術、伝統文化）） 

○ふるさと富岡の教育の質的充実 

（３）高度情報化社会へ対応する教育機器の充実 

○ＩＣＴの活用、プログラミング教育の充実、タブレット端末の配付 

（４）心の教育の充実 

○道徳科の授業の充実によるいじめの未然防止、心の耕し 

○切磋琢磨による社会性の伸長と人間性の向上 

３ 学校運営協議会等を活用した学校経営への地域の参画促進 
○地域の意見や願いを学校経営に反映させる組織の構築 

（コミュニティスクール） 

○各種団体、地域づくり協議会等との連携による安心・安全な地域づくりの推進 

○安定した教育環境の提供による子育て世代の地域定住の促進 

◎適正配置実現への行程案（保護者、地域住民との意見交換を基に進める） 
（１）短期目標（ ～５年） 

○モデル地区を指定し、小規模校の解消を目指した中学校の統合を進める。 

○建築年の古い小学校から優先順位をつけ統合を視野に入れた建替えを進める。 

（２）中期目標（５～９年） 

○中学校の小規模校の解消を図る統合を進める。 

○小学校の複式学級、小規模校の解消のための統合を進める。 

（３）長期目標（９～13年） 

○市内小・中学校の適正規模、適正配置を完了する。 
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 基本計画策定にあたって 

１ 基本計画策定の趣旨 

全国的に少子化が進む中、本市においても児童・生徒数の減少による小・中学校

の小規模化が進行しており、教育環境への様々な課題が生じることが懸念されてい

ます。 

次代を担う子どもたちが将来自立し共生できるよう、確かな学力と豊かな感性に

基づいた情操と徳性、たくましく生きるための健康や体力を備え、夢や希望をもち、

社会の変化に適切かつ主体的に対応できる児童・生徒を育成することができる望ま

しい教育環境の実現を目指し「富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画」

を策定しました。 

２ 基本計画策定の背景 

本市の小・中学校の児童・生徒数については、平成 20 年度は 4,591 人でしたが、

平成 30 年度には 3,675 人となり、この 10 年間で約２割減少しています。 

このような長期間にわたる少子化傾向に起因する児童・生徒数の減少の結果、小・

中学校の小規模化が進行し、学年全てが単学級の小・中学校が生じています。さら

に今後も、児童・生徒数の減少傾向は続くと予測されているため、多くの小・中学

校の小規模化が見込まれています。 

このような小・中学校の小規模化は、子どもたちの教育環境に様々な影響を及ぼ

し、学校における教育活動や学校運営などの面にマイナスの影響を与えることが懸

念されています。 

また、学校施設の老朽化が懸念されることから、平成 29 年度には「学校施設個別

施設計画」を策定し、施設面からの課題についても明らかにしてきております。 

こうしたことから、本市として、平成 30 年度に「学校施設のあり方庁内検討委員

会」を立ち上げ、学校の適正規模・適正配置のあり方について検討を重ねてまいり

ました。 

また、並行して「学校施設のあり方を考える」と題して市民シンポジウムを開催

し、市民への啓発活動の一環としたところです。 

さらに、小学校区別に、先に策定した「学校施設個別施設計画」を周知するとと

もに、「意見交換会」を開催し、保護者や地域住民の皆様からの小・中学校の適正配

置について真摯な意見を拝聴したところです。 

これら皆様からのご意見と現状を踏まえた上で、本市教育委員会は、未来を支え

ていく子どもたちの教育環境を整備し教育の充実を図るという視点に立ち、富岡市

立小・中学校適正規模・適正配置基本計画について「富岡市学校施設のあり方庁内

検討委員会」からの提言をいただき、学校施設の適正規模・適正配置について、適

正化を進めていきます。  
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 市立小・中学校の現状と課題 

１ 富岡市における児童・生徒数の推移 

本市における平成 20 年度の児童・生徒数は、小学校では 3,041 人、中学校では

1,550 人で、その後は減少を続け、平成 30 年度には、小学校では 2,376 人、中学校

では 1,299 人となっています。つまり、この 10 年間で小学校では 21.8％、中学校

では 16.1％の児童・生徒が減少していることになります。 

また、今後の推計によると、令和５年度までには、さらに小学校では約 340 人、

中学校では約 90 人の児童・生徒が減ることが見込まれています。 

 

 

 

小・中学校 児童・生徒数の推移 
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２ 富岡市立小・中学校の規模 

市立小・中学校の学校規模を通常学級の学級数別で見ると、小学校では５学級か

ら 19 学級、中学校では３学級から９学級と大きな開きがあります。なかでも、小学

校の２校に複式学級があり、今後も増加することが見込まれています。 

 

                            令和元年度現在 

小学校 

11 校 

複式学級編制 ５学級 ２校 黒岩、丹生 過小規模校 

  ６学級 ４校 額部、吉田、高田、妙義 小規模校 

７～11 学級 １校 小野 

12～18 学級 ３校 西、一ノ宮、高瀬 適正規模校 

19 学級以上 １校 富岡  

 

中学校 

６校 

３学級  ２校 北、妙義 過小規模校 

４～６学級  １校 富岡 小規模校 

７～11 学級  ３校 東、西、南 小規模校 

12～18 学級  該当なし  適正規模校 

３ 学校の小規模化・大規模化に伴う課題 

小・中学校の小規模化は学校運営や教育活動に様々な影響を及ぼします。具体的

には、児童・生徒一人一人に目が行き届きやすく、きめ細かな指導が行いやすいと

いうメリットがある反面、集団の中で、多様な考えに触れたり切磋琢磨したりする

機会が少なくなりやすいといわれています。また、人間関係が深まりやすくなる反

面、固定化しやすくなる傾向があります。特に複式学級を有する学校においては、

学習や集団活動における制約も多く、その解消を図ることは喫緊の課題だと考えら

れます。 

また、中学校においては配当される教職員数が少ないため、教科等におけるバラ

ンスのとれた配置が難しくなるという課題もあります。一方、大規模校については、

多様な教育活動や選択の幅が広がるなどのメリットがありますが、一人一人の活動

の機会が少なくなりやすいなどの問題が挙げられています。さらに、施設・設備の

利用の面からも制約が生じやすいことも課題となっています。 
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  学校の適正規模・適正配置の考え方 

１ 富岡市の現状 

本市においては、長年の少子化傾向に起因する児童・生徒数の減少の結果、文部

科学省が推奨している適正な学校規模とされる 12 学級から 18 学級が確保されてい

るのは、令和元年５月１日現在、小学校が 11 校のうち４校（富岡小・西小・一ノ宮

小・高瀬小）、中学校は６校のうち１校もありません。また、複式学級となっている

小学校は２校（黒岩小・丹生小）あります。 

そのうえで、適正配置に関して、教育的効果面での課題を考慮すると小規模校で

ある小・中学校については、今後、何らかの方策を検討すべき時期に来ていると思

われます。 

特に、現在、複式学級となっている学校、及び「複式学級化」へ進行することが

予測される学校については、早急な対策を講じる必要性もあるところです。 

また、現在、11 学級以下の状況にある小・中学校は今後も現状以下が見込まれ

ます。 

小・中学校 位置図  
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２ 富岡市における学校規模適正化への基本的な考え方 

「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（平成 27 年１月 27

日）文部科学省」では学校規模の適正化に関する基本的な考え方として、次のよう

に示されています。 

学校規模の適正化を図る上では、第一に学校の果たす役割を再確認する必要

があります。義務教育段階の学校は、児童・生徒の能力を伸ばしつつ、社会的

自立の基礎、国家・社会の形成者としての基本的資質を養うことを目的として

います。このため、学校では、単に教科等の知識や技能を習得させるだけでは

なく、児童・生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、

切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、

社会性や規範意識を身に付けさせることが重要になります。そうした教育を十

全に行うためには、一定の規模の児童・生徒集団が確保されていることや、経

験年数、専門性、男女比等についてバランスのとれた教職員集団が配置されて

いることが望ましいものと考えられます。このようなことから、一定の学校規

模を確保することが重要となります。 

このことを踏まえて、本市における学校規模適正化のための基本的な考え方は以

下の通りとします。 

① クラス替えが可能な規模であることが望ましいと考えます。クラス替え

を通じて、様々な人間関係が生まれ、そこから多様な価値観、学習意欲

が芽生えるなど単学級による課題を解消することが期待できます。また、

総合的な学習をはじめ課題別活動に幅をもたせたり、学校行事等におけ

る学級ごとの取組みなどを生かしたりすることもできると考えます。 

② クラブ活動や委員会活動、さらに部活動等において多様な選択ができる

規模であることが望ましいと考えます。このことにより、希望に応じた

活動の保障や、互いに高め合う効果が期待できます。 

③ 学年ごと、教科ごとに複数の教員の配置が可能な規模であることが望ま

しいと考えます。このことにより、教員相互の研修や校務分掌の適正化

を図ることが期待されます。 

④ 体育館や図書室、コンピュータ室をはじめ学校施設や特別教室等の円滑

な利用ができる規模であることが望ましいと考えます。適正な教育環境

により、適切な教育課程の実施と充実した教育活動が期待できます。 
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３ 富岡市における適正規模・適正配置の基準 

上記の基本的な考え方を踏まえ、本市における学校の適正規模・適正配置の基準

を次のとおりとします。 

(１) 適正規模の基準 

① 小学校の適正規模…原則 12 学級から 18 学級、クラス替えができる１学

年２学級以上が望ましい。 

② 中学校の適正規模…原則 12 学級から 18 学級、全ての教科に教科担任を

配置したい。 

(２) 適正配置の基準 

① 小学校の通学距離…概ね３．５ｋｍ以内 

② 中学校の通学距離…概ね６ｋｍ以内 

４ 通学手段について 

通学区域の拡大に伴う安全な通学方法の確保は、学校統合等を進めるうえで

の最も基本的な前提条件となります。現在も富岡小、小野小、額部小、妙義小で

スクールバスを運行していますので、学校統合等により基準とする通学距離（※）

を超える場合についても同様に、スクールバスによる通学とします。 

ただし、通学距離が基準に満たない場合であっても、児童生徒の発達段階、体

力面、地理的条件、交通等の安全確保などの観点から、スクールバスの必要性が

非常に高いと考えられる場合は、その導入について総合的に検討していくこと

とします。 

また、スクールバスの導入に際しては、乗合タクシーや上信電鉄等公共交通の

活用も視野に検討していきます。 

なお、スクールバスによる通学では、歩く距離が短くなることによる体力の低

下といった懸念があるほか、乗降場所の選定、運行時間、運行本数などについて

も検討する必要があります。 

（※）通学距離は自宅から学校までの片道の距離とします。 
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 富岡市における適正規模・適正配置の手法 

適正規模・適正配置については、原則として「学校の統合」と「通学区域の見直

し」という２つの方法を各学校、地域の実情に応じて適切に取り入れて行います。 

１ 統廃合の基本的な考え方                        

① 原則として適正規模（12～18 学級）とします。 

② 統廃合の組み合わせは、校区が隣接している学校とします。小学校につ

いては、同一中学校区を原則とします。ただし、通学路や施設面、地理

的条件、地域コミュニティ等を総合的に勘案し、保護者や地域住民の皆

様の合意が得られる場合は、原則に縛られるものではないこととします。 

③ 統廃合を考える場合は、２校の統廃合だけではなく、学校規模や位置関

係等を考慮し、３校以上の学校の統廃合もあわせて検討します。 

④ 既存の学校施設は可能な限り利用します。原則として、児童・生徒数の

多い学校の校舎を使用し、学校用地の状況も考慮します。 

⑤ 必要な教室数等の学校施設要件を満たします。 

⑥ 通学路等の安全面において、道路交通事情等により支障をきたすことが

ないように配慮します。 

２ 通学区域の見直しについて 

今後、統廃合を進めていく中で、児童・生徒数の推移を勘案し、必要に応じて学

校の適正規模・適正配置に合わせた通学区域の再編も検討します。 
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３ 全体的な進め方 

① 中学校の適正配置を優先することから、モデル事業として取り組む中学

校を最優先に取り組む学校とします。 

 モデル事業として取り組む中学校 

［富岡中と東中］ 

② 平成 30 年５月１日現在の学校現況調査において、11 学級以下の小・中

学校 

 現在、複式学級となっている小学校、または、近い将来、複式学級

の発生が予測される小学校 

［黒岩小・丹生小・妙義小］ 

 11 学級以下の小規模校である小・中学校 

［額部小・小野小・吉田小・高田小・西中・北中・南中・妙義中］ 

４ 基本的な合意形成の基本方針 

適正配置を円滑に進めるためには、保護者や地域住民の皆様の理解と協力が必要

不可欠です。 

児童・生徒の良好な教育環境を構築していくとの観点で議論をしていくために統

廃合後の新しい学校のあり方について、保護者や地域住民の皆様が、主体的にどの

ような学校を目指すのかを考えることが重要ですので、適切な資料提供を行います。 

次代を担う児童・生徒のために、より良好な教育環境を構築する観点で、庁内連

携の取組みを進め、保護者や地域住民の皆様が、主体的に学校づくりに関わってい

けるような環境を速やかにつくっていきます。 
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５ 基本的な合意形成の進め方 

(１) 第１段階…当該校の適正配置に向けた合意形成 

① 説明会の実施 

当該校の保護者、地域住民の皆様に対して、説明会を実施します。 

② 検討組織について 

（仮称）適正配置協議会を立ち上げ、適正配置に向けた課題等の整理を

随時行います。 

 

 

 

 

        （仮称）適正配置協議会において意思決定を行います。 

 

 

 

(２) 第２段階…適正配置の最終合意 

（仮称）合同適正配置協議会を立ち上げ、適正配置に向けて適正配置

時期、今後の進め方等の課題整理を行います。 

 

 

 

 

        （仮称）合同適正配置協議会において意思決定を行います。 

 

 

 

(３) 第３段階…適正配置に向けた具体的準備等 

（仮称）合同適正配置協議会等で、教育活動の充実のための方策や校

名、校歌、校章、制服、通学路の安全対策等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

  

当該校の保護者、地域が適正配置について承認 

適正配置に向けた合意形成 

適正配置時期、今後の進め方について承認 

適正配置の最終合意 

適正配置に向けた校名、校歌、校章、制服、 

通学路の安全対策等の具体的な準備が完了 

適正配置 
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６ 配慮するべき事項 

① 適正配置を進めるにあたっては、保護者や地域住民の皆様との理解と協

力が不可欠であり、適正配置協議会等を通じて、適正配置後の学校のあ

り方などについて共有を図ります。 

② 適正配置によって、児童・生徒の心理的な負担が生じないよう、適正配

置前に対象校同士の交流活動や、地域の子ども会の合同活動を実施する

などの取組みを後押しします。 

③ 適正配置により新たに通学路を設定する場合は、保護者や地域住民の皆

様と共同して、通学路の現地確認等を行い、安全対策について、必要に

応じて所轄警察署や道路管理者等と調整します。 

④ 適正配置後においても児童・生徒が安心して通学できるよう、必要に応

じ通学路の点検など、地域と連携し、安全の確保を図ります。 

⑤ 適正配置によって誕生した学校が、保護者や地域住民の皆様との協働に

よって学校が定める新たな教育方針のもとで教育活動を展開し、学校の

活性化・特色化が図られるように支援します。 

⑥ 適正配置の対象となった学校の教育方針や、これまでに培った教育実績

など文化的な継承が、新しい学校においても図られるよう考慮します。 

⑦ 既存の施設の活用を原則としますが、保護者や地域住民の皆様との協働

によって、学校が定める新たな教育方針のもとで展開する教育活動に必

要な施設・設備を検討します。 

⑧ 適正配置後においても、児童・生徒にきめ細かい対応ができるよう、教

職員の配置について配慮します。 

⑨ 言語指導教室、発達支援教室については、適正配置後も引き続き設置し

ます。また、未設置の新小学校は設置することとします。 

⑩ 計画の見直しについて、本計画は学級編制の基準等の制度改正や社会情

勢の変化等により、必要に応じて見直しを行います。 

７ 適正配置によって廃校となる学校の跡地利用について 

① 学校の跡地については、市民の貴重な財産であることから、地域住民の

皆様および庁内関係部署とも連携を図りながら、有効活用を図ります。 

② 学校の跡地は地元のランドマークとして配慮する必要があり、有効活用

にあたっては個別の用地に係る状況を十分精査し、地域との調和を図り

ます。 

③ これまで学校施設は地域住民の皆様にとっても、投票所や災害時におけ

る避難所として指定されてきたことから、個々の学校跡地に係る地域住

民の皆様の意見や要望を十分に聞くなど柔軟な対応を行い、慎重に方策

を検討していきます。  
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８ 具体的計画について 

経緯等を踏まえ、本市教育委員会として、次のとおり「富岡市立小・中学校適正

規模・適正配置基本計画」を提案します。 

(１) 中学校 

① 令和４（2022）年４月に富岡中と東中を統合した場合 

統合前 予想生徒数・学級数：令和３（2021）年度 

 生徒数 学級数 学校規模 

富岡中 191 ６ 小規模校 

東中 325 10 小規模校 

 

 

統合後 新中学校１ 予想生徒数・学級数：令和４（2022）年度 

 

 

（参考）富岡中から新中学校１への距離 約 1.4 ㎞ 

 

② 令和７（2025）年４月に新中学校１と北中を統合して新中学校２を開校

した場合 

統合前 予想生徒数・学級数：令和６（2024）年度 

 生徒数 学級数 学校規模 

新中学校１ 429 13 適正規模校 

北中 79 ３ 小規模校 

 

 

統合後 新中学校２ 予想生徒数・学級数：令和７（2025）年度 

 

 

 

（参考）北中から新中学校２への距離 約 5.2 ㎞    

  

 生徒数 学級数 学校規模 

新中学校１ 505 15 適正規模校 

１年 154 ５ 

 ２年 189 ５ 

３年 162 ５ 

 生徒数 学級数 学校規模 

新中学校２ 493 15 適正規模校 

１年 168 ５ 

 ２年 164 ５ 

３年 161 ５ 

東中校舎を活用 

東中校舎を活用 
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③ 令和４（2022）年４月に西中と妙義中を統合した場合 

統合前 予想生徒数・学級数：令和３（2021）年度 

 生徒数 学級数 学校規模 

西中 235 ８ 小規模校 

妙義中 68 ３ 小規模校 

 

 

統合後 新中学校３ 予想生徒数・学級数：令和４（2022）年度 

  

 

（参考）妙義中から新中学校３への距離 約 7.3 ㎞ 

 

④ 令和 13（2031）年４月に新中学校３と南中を統合して、新中学校４を開

校した場合 

統合前 予想生徒数・学級数：令和 12（2030）年度 

 生徒数 学級数 学校規模 

新中学校３ 226 ７ 小規模校 

南中 263 ８ 小規模校 

 

 

統合後 新中学校４予想生徒数・学級数：令和 13（2031）年度 

 生徒数 学級数 学校規模 

新中学校４ 454 13 適正規模校 

１年 134 ４ 

 ２年 163 ５ 

３年 157 ４ 

新築場所は、今後検討します。 

 

  

 生徒数 学級数 学校規模 

新中学校３ 323 10 小規模校 

１年 121 ４ 

 ２年 91 ３ 

３年 111 ３ 

西中校舎を活用 
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(２) 小学校 

① 令和 11（2029）年４月に富岡小と小野小を統合した場合 

統合前 予想児童数・学級数：令和 10（2028）年度 

 

 

 

 

統合後 新小学校①予想児童数・学級数：令和 11（2029）年度 

 

 

（参考）小野小から新小学校①までの距離 約 4.8 ㎞ 

 

② 令和７（2025）年４月に西小と黒岩小を統合した場合 

統合前 予想児童数・学級数：令和６（2024）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

西小 200 ７ 小規模校 

黒岩小 67 ６ 小規模校 

 

 

統合後 新小学校②予想児童数・学級数：令和７（2025）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

新小学校② 257 12 適正規模校 

１年 43 ２ 

 

２年 33 ２ 

３年 51 ２ 

４年 41 ２ 

５年 42 ２ 

６年 47 ２ 

（参考）黒岩小から新小学校②までの距離 約 3.8 ㎞ 

 児童数 学級数 学校規模 

富岡小 364 12 適正規模校 

小野小 68 ６ 小規模校 

 児童数 学級数 学校規模 

新小学校① 409 13 適正規模校 

１年 59 ２ 

 

２年 60 ２ 

３年 64 ２ 

４年 69 ２ 

５年 74 ２ 

６年 83 ３ 

富岡小校舎を活用 

西小校舎を活用 
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③ 令和７（2025）年４月に吉田小と丹生小を統合した場合 

統合前 予想児童数・学級数：令和６（2024）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

吉田小 71 ６ 小規模校 

丹生小 47 ６ 小規模校 

 

 

統合後 新小学校③予想児童数・学級数：令和７（2025）年度 

 

 

（参考）丹生小から新小学校③への距離 約 3.4 ㎞ 

 

④ 令和７（2025）年４月に高田小と妙義小を統合した場合 

統合前 予想児童数・学級数：令和６（2024）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

高田小 83 ６ 小規模校 

妙義小 46 ６ 小規模校 

 

 

統合後 新小学校④予想児童数・学級数：令和７（2025）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

新小学校④ 120 ６ 小規模校 

１年 14 １ 

 

２年 16 １ 

３年 20 １ 

４年 19 １ 

５年 25 １ 

６年 26 １ 

（参考）妙義小から新小学校④への距離 約 5.5 ㎞ 

  

 児童数 学級数 学校規模 

新小学校③ 109 ６ 小規模校 

１年 13 １ 

 

２年 14 １ 

３年 18 １ 

４年 18 １ 

５年 20 １ 

６年 26 １ 

吉田小校舎を活用 

高田小校舎を活用 
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⑤ 令和 13（2031）年以降に一ノ宮小と新小学校③及び新小学校④を統合し、

新小学校⑤を開校した場合 

統合前 予想学級数：令和 12（2030）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

一ノ宮小 178 ６ 小規模校 

新小学校③ 69 ６ 小規模校 

新小学校④ 75 ６ 小規模校 

 

 

統合後 新小学校⑤予想児童数・学級数：令和 13（2031）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

新小学校⑤ 306 12 適正規模校 

１年 45 ２ 

 

２年 48 ２ 

３年 51 ２ 

４年 51 ２ 

５年 54 ２ 

６年 57 ２ 

（参考）吉田小から現一ノ宮小への距離  約 5.0 ㎞ 

丹生小から現一ノ宮小への距離  約 4.0 ㎞ 

高田小から現一ノ宮小への距離  約 5.2 ㎞ 

妙義小から現一ノ宮小への距離   約 10.5 ㎞ 

  

 

一ノ宮小校舎を活用 
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⑥ 令和 11（2029）年４月に高瀬小と額部小を統合した場合 

統合前 予想学級数：令和 10（2028）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

高瀬小 364 12 適正規模校 

額部小 71 ６ 小規模校 

 

 

統合後 新小学校⑥予想児童数・学級数：令和 11（2029）年度 

 児童数 学級数 学校規模 

新小学校⑥ 416 13 適正規模校 

１年 59 ２ 

 

２年 60 ２ 

３年 64 ２ 

４年 68 ２ 

５年 73 ２ 

６年 92 ３ 
 

（参考）額部小から新小学校⑥への距離 約 2.3 ㎞  

高瀬小校舎を活用 
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適正規模・適正配置イメージ 

９ 富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画が目指す全体像 

本計画は、２０年先の富岡市を見据え、人口減少、高度情報化、国際化等の

諸課題に対応し、未来に生きる子どもたちに必要となる質の高い教育を実現す

るための環境を整備するためのものです。 

富岡市の学校教育が目指す子ども像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

環 境 整 備 特色ある教育 

学びの集団確保 

・多様な考え・問題解決力 

・コミュニケーション力 

教職員組織の充実 

・教科専門・特別支援教育 

選択幅の拡大 

・部活動・児童生徒会活動 

スクールバス 

英語教育の充実 

 

ＩＣＴ教育の推進 

 

道徳教育の充実 

 

ふるさと富岡の学習

の充実 

主体的に生き抜く力 

質の高い教育の実現 

体験活動の充実 

未来の教室 キャリア体験 英語サマーキャンプ・サマースクール 

登下校の見守り 

子供の居場所づくり 

学 童 保 育 

ふるさと富岡の学習支援 

 

多様な地域行事の開催 

地域学校運営協議会 

地 区 公 民 館 

地域づくり協議会 

教育支援センター 

新小学校①言語指導 新小学校②発達支援 新小学校⑤言語指導 新小学校⑥発達支援 

東富岡 富岡 小野 、黒岩 七日市黒川 一ノ宮 吉田 丹生 高田 妙義 、高瀬 額部 

変化の激しい社会を 夢や希望をもち 主体的に生き抜く子ども    

新中学校 2 新中学校 4 小中一貫教育 

施設分離型を検討 
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【資料】 

 

富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画策定に係る経過 

平成 30 年度 

期 日 内 容 

30.10.31 第１回富岡市学校施設のあり方庁内検討委員会 

30.12. 2 「学校施設のあり方を考える」市民シンポジウム 

30.12. 6 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（一ノ宮小） 

30.12.11 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（吉田小） 

30.12.13 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（丹生小） 

30.12.18 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（高田小） 

30.12.20 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（妙義小） 

31. 1.10 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（高瀬小） 

31. 1.15 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（額部小） 

31. 1.17 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（西小） 

31. 1.21 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（黒岩小） 

31. 1.23 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（小野小） 

31. 1.31 学校施設のあり方に係る地区別意見交換会（富岡小） 

31. 2.13 第２回富岡市学校施設のあり方庁内検討委員会 

31. 3. 5 第３回富岡市学校施設のあり方庁内検討委員会 

令和元年度 

1. 6.14 第１回富岡市学校施設のあり方庁内検討委員会 

1. 8.27 ８月教育委員会定例会にて基本計画（案）の策定 

1. 9.12 政策会議 報告 

1. 9.26 議会(全協) 報告 

1.10. 2 区長会へ説明 

1.10.15 富岡市小中学校ＰＴＡ連合会へ説明 

1.10.17 富岡市子育連へ説明 

1.11. 1 パブリックコメント開始 

1.11. 5 富岡市民間教育施設長会議へ説明 

1.12.25 第２回富岡市学校施設のあり方庁内検討委員会 

2. 1.30 １月教育委員会定例会にて基本計画の決定 
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