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令和元年度第１回富山県私立学校審議会議事録 

 

１ 日   時   令和元年７月３日（水） 13時 30分から 15時 00分まで 

２ 場   所   富山県民会館 613号室 

３ 定   数   １２名 

４ 出席委員の   １１名 

数及び氏名   伊東潤一郎  上田雅裕   喜田裕子   須田英克 

坪池 宏   中田正幸   蜷川德子   野口教子 

前川俊朗   安川良子   米澤茂美 

５ 欠席者     河合敦夫 

６ 傍聴人数    ０人 

 

７ 諮問事項 

（１）私立高等学校の収容定員に係る学則の変更の認可について 

（２）まどか幼稚園廃止の認可について 

 

８ 報告事項 

（１） 全国私立学校審議会連合会令和元年度第１回理事会について 

 

９ 議事の経過及び結果 

 

（１） 開会にあたり、事務局から富山県私立学校審議会規程第 7条における委員総数 12名

のうち 11名出席により定足数に達しており、会議が有効に成立したことが報告された。 

 

（２）  荒井克博 総合政策局教育・スポーツ政策監より挨拶があった。  

 

（３）  富山県私立学校審議会規程第９条の規定により中田正幸会長が議長となった。その

後、今回の諮問事項が富山県私立学校審議会規程第 12条第１号及び第２号に該当しな

いことから審議会の公開を提案し、委員全員異議なく了承した。 

 

（４）  議事録署名人の選出について、議長の指名により、伊東潤一郎委員、米澤茂美委員

が選出された。 

 

（５）  私立高等学校の収容定員に係る学則の変更の認可について、資料１、２より事務局

から説明があり、次のとおり質疑応答と意見があった。その後、当該議事について利

害関係を有する須田委員、野口委員を除いた委員全員が異議なく認可を適当とする旨

で答申することが承認された。 

 

（伊東委員） 

令和２年度の収容定員を殆どの学校が減少している中で、富山国際大学付属高校だけが、760

名から 765名に増加している。この理由は何か。また、資料によれば、同校の平成 31年度の
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収容定員数は 760名であるのに、生徒実員数は 828名と人数が異なっている。これはどのよう

な意図があるのか。 

 

（事務局） 

 各学校の定員数は各学校において、これまでの生徒の入学状況から、来年度の人数を判断し

て設定している。ある学校では、実員数が定員数を超えているが、入試を経て合格通知をした

結果、入学者数が当初の計画を上回るということは、発生し得ることである。 

 

（議長） 

 高校の方から、何か意見はあるか。 

 

（須田委員） 

収容定員は学年次進行であるため、前年度と同じ募集定数であっても、累積すると全体の人

数は増減することがある。富山国際大学付属高校では、昨年の３年の定員が 250名であったと

ころ、令和２年度の１学年定員を 255名に設定したので、令和２年度の総数は５名増えること

になった。実態として、入学者数が定まるのは学年末の３月 31日であり、それまでの間に推

薦入試や一般入試を経て合格者を決めているが、あらかじめ設定した定員数に合わせるのは困

難である。その原因として、富山県の高校受験者は、私立専願で受験する者もいるが、一般的

に公立志向があることから、県立高校の結果を待ってから進路を決める者が多く、このような

状況に陥る原因であると見ている。 

 

（伊東委員） 

 定員数どおりにするのは現実的に厳しいというのは分かるが、実員数と差があることが気に

なる。 

 

（須田委員） 

 県立高校は一次募集で欠員が生じると二次募集するため、一次で不合格であった生徒が動く。

このような不確定要素がある中で、３月 31日を迎える。私立高校に合格して入学金を納め、

一時的に私立への入学の意思を決めている者でも、県立高校二次募集の結果によって進学先を

変更することもあり、その結果、充足定員を満たす私立高校が少なくなる。また、募集にあた

っては、私学全体の枠組みは「公私立高等学校連絡会議」である程度決まっており、その枠組

みの中で、学校間で互いの意見を聞き、最終的には各学校それぞれが定員数を決めている。 

  

（伊東委員） 

定員のことについては理解した。しかし、富山第一高校は実員が定員を20％以上超えている。

そのような状態でも、教育の質と設備については問題ないのか。 

 

（安川委員） 

各学校の教室数は十分にあるとは思うが、教員の数は毎年、その都度で変わってくるのでは

ないか。 
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（野口委員） 

私も同じように考えている。１クラス２クラス増えるという話になると、教育の質と設備は

大丈夫なのか、心配になる。 

 

（議長） 

事務局の方で指導もしていると思うが、意見はあるか。 

 

（事務局） 

教員や設備については、各学校で熟慮して実施していると伺っている。基準もあり、人数に

応じた人員や設備を満たしているかを確認している。各学校は、常任の教員の他に非常勤の教

員を雇用して対応しており、実際に人員が不足して授業に支障が出ているとは聞いていない。 

 また、施設については過去、どの学校も現在より定員が多かったことから、比較的余裕があ

ると見ている。 

 

（須田委員） 

施設のキャパシティについては、今より生徒が多かった時代もあり、各学校で工夫してやっ

ていると思う。人材については昨今、教員不足が叫ばれており、定員を超えている学校につい

ては教科のバランスなどの点で苦労している学校もあるかもしれないが、実際に足りていない

という話は聞いていない。 

 

（伊東委員） 

 生徒の数が２割増えている学校もあるようだが、実際にどのように対応しているのか。 

 

（事務局） 

 県立高校では、各学年１クラス増えたとすると、大体４人から５人の教員増が必要になる。 

 

（須田委員） 

 各学校で、持ち時間数はかなり弾力的に設定している。１人当たりの持ち時間を増やしなが

ら、教科のクラスを分散するなど工夫している。大きな学校で人員を増やさないようにすると、

当然、持ち時間数は増えるが、20時間までにはなっていないと思う。 

 

（伊東委員） 

 学校ごとの総数調整が行われていないようだ。通常は、ある年に増えた場合は、次の年に抑

えることによって総数調整を行うものではないのか。総数は１、２、３学年の合計だが、定員

数に対して実員数が増えているのに、総数調整が進んでいない学校も相当ある。 

 

（須田委員） 

 生徒数が増えている時期に専任で雇った教員を、生徒数が減ったからという理由で、経費を

抑えるために解雇することはできない。だから、経費比率等を考え、各学校の経営の中で調整

をとりながらやっている。私学全体的に生徒数を調整するとか、各学校で何人と決めてしまう

と、それこそ談合になってしまう。 



－4－ 

（伊東委員） 

 学校の中で、例えば２年生、３年生が多いのであれば、１年生の数を変えれば、生徒の総数

を安定させることができる。そうすれば、教員一人に対する生徒の数は変わらずにやっていけ

るのではないか。 

 

（須田委員） 

 ３年間でワンサイクルであり、卒業までに３年間かかるので、１個学年を抱えると９年間が

ワンクールになる。その中で、それぞれが中長期の計画を見ながらやっていることになる。あ

る年度に、極端に定員を20％超えたからといって、翌年度に20％減らすということはしない。

その翌年度から今度は９年間のスパンで調整をとらなければいけなくなるためである。 

 

（伊東委員） 

 例えば、富山国際大学付属高校の場合は760名が定員である。合格者数をどれだけにするか

は難しいと思うが、その数に合わせていこうとはならないのか。 

 

（須田委員） 

 それは、学校によると思う。 

 

（議長） 

 多分、１年生に入った人数が一番の問題である。富山国際大学付属高校の場合、平成28年に

は250名の定員に対し319名入学しており、この学年は非常に多い。そのため、その次の年は定

員を５名上げて255名になっている。ただ、前の年が非常に多いので、次の年は入学生の数を

少し下げて273名としており、それでも定員よりは多いが、学校として努力していると見てい

る。 

ただ、入学を希望する生徒が数多いため、昨年度は50名ほど余計に入学させたから、今年度

定員を255名から200名にするというのは難しい、ということで枠の中で減らして、次の年には、

また多くなったのを調整して270名にしている。学校としても努力していると思う。 

 また、私学の場合、生徒が多過ぎても困るが、少な過ぎると経営上もっと困る部分もあり、

各学校は色々な形で頑張っていると思う。今年度、総定員を超えているのは富山第一高校と富

山国際大学付属高校であり、１年の段階では定員より増えているが、生徒は毎年少しずつ減っ

ていく。 

 

（伊東委員） 

 しかし、富山第一高校は令和２年度の約400名の募集定員に対して、今年度は439名取ってい

る。それが過剰なのかはわからないが、その次の年は494人で、その次は509人になっている。

確かに、今年度は410人と少し違った数が見えたが、それだけ定員を超えて入学させることで、

教育の質に問題はないのか。 

 

（須田委員） 

 それぞれの学校で人的な準備や、施設・設備等を含む箱物の準備があり、特に、人的なとこ

ろは苦労していると聞いている。 
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（前川委員） 

 ５名の定員増減で、なぜ学則を変更しなければいけないのか。１クラス40人学級とすれば、

40人増えるから１クラス増えるというのは理解できる。５名増減したからといって何が変わる

のか。形式として収容定員を変えているだけ、意識としてやっているだけのように思えるが、

いかがか。 

 

（須田委員） 

 私学の場合、40人を１クラスと決めているわけではない。少人数学級により１クラス35人以

下にするなど、色々な工夫をしている。要するに、学びやすい環境づくりをしながらやってい

る。学則に基づいた収容定員内で募集している。 

 

（伊東委員） 

 定員を超えた入学者数に対するガイドラインや、定員超過になると、指導が入るという規則

などはあるのか。 

 

（須田委員） 

 経常費補助金に対するペナルティーは、担当部署で行っている。 

 

（事務局） 

 定員の超過率やその超過年数に応じて補助金が削減されるというペナルティーはある。例え

ば、３割超過した場合は補助金をこうする、という決まりがある。なお、事務局から学校に対

し、学校が決める定員数や入学者数に対して意見することはない。 

 

（伊東委員） 

 ３割超過しないとペナルティーがないのであれば、前川委員がおっしゃったように、５人と

か何人程度の校則変更の話なんて意味はあるのか、ということになる。変更したからといって

何も関係がないのではないか。 

 

（米澤委員） 

 逆に言えば、ペナルティーがあるから、どうしても収容定員を上げざるを得ないということ

もあるのではないか。減るのは全然問題ないが。数字の基準となる定員数を上げないと、３割

の数字も上がらない。 

 

（伊東委員） 

 例えば、１割を超えたらペナルティーを科す、という判断に変えれば募集のシステムが変わ

っていくのでは。基準が２割になれば、こういうことは起こってこない。 

 

（米澤委員） 

 ただ、私学の経営安定と考えると「定員の３割」という数字も妥当である、と今まで考えて

きたのかもしれない。 
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（須田委員） 

 学内の３学年の収容定員からすると、定員の総数というのは、先ほど述べたように９年間と

いうところが経営計画する側の１つの目安になる。これが明らかに20％、30％を超える収容が

出てくるとなると、その都度調整が必要になる。 

 

（伊東委員） 

 県立学校と私立高校の募集数、定員数というのは決まっている。私学の経営を考えるに、大

きな学校で20％以上プラスになることは、全体の中で言えばすごく大きな数字だと思う。他の

学校への影響を考えると、非常に大きな問題と認識すべきだと思う。 

 

（須田委員） 

 それは大きな問題である。公私連絡会議では、定員比率を決める上で、県内中学校卒業者数

に対して云々、という決め方をしている。県外への流出や、逆に県外からの流入といった、様々

な進路があることから考えると、やはり大きな問題である。このようなことから、各学校にお

いては入学者を定数どおり確保できるよう、色々な取り組みを行っているのが現状であると思

ってほしい。今ほど問題となっている収容定員を超えているところが、どのような経営をされ

ていくかは、その学校の判断である。 

 

（安川委員） 

 数も大事だが、平成29年、30年は私立がトータルで増えている。当時、県立高校は募集人員

を減らしており、それが私立に流れたのではないかと考える。数字はその結果ではないかと思

う。 

 

（事務局） 

 先ほどから定員について議論されているが、冒頭に須田委員が話されたとおり、私学の定員

決めるのが非常に難しいことは、委員の皆様もよく理解されたと思う。県立高校の場合は「40

人掛ける何クラス」と40の倍数の定員を定め、そこで割り切ることができるが、私学の場合は

県立より早く推薦入試、一般入試を行い、例年の歩留まり率もにらみながら合否判定し、合格

通知を出しておられる。その合格した生徒の内、どのくらいが県立へ行くか、私学に留まるか

は不確実であり、結果として定員をオーバーしてしまうこともあるし、また、下回ることもあ

る。各校では、経営的な教員数、学校施設、過去の実績等を総合的に勘案して定員を設定して

おられるが、厳密に設定しても、狙った通りにならないことが多いのではと考える。 

 

（野口委員） 

 片山学園以外の高校が認可申請しているが、これらの高校の、申請のタイミングはなぜこの

時期に一緒なのか。その都度申請するのではなく、まとめて申請してきたのは何か理由がある

のか。例えば昨年度に申請してもいいし、２年後に定員数を考えようという高等学校もあって

もよいのではないか。右へ倣え、というように感じる。一つ一つやるより「まとめて」という

のもわかるが、令和２年度から足並みをそろえてスタートする理由があるのか、と単純に思っ

た。 
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（事務局） 

 認可申請を提出する時期についての定めはなく、各学校がどのようにされるかについては、

私どもは特に関知していない。例年、各校から収容定員の変更申請がこの時期に提出されてお

り、これまでも年度最初の私学審議会でお諮りしている。 

 

（議長） 

 １学年の定員を変えた学校は、申請を出す必要がある。収容定員が変わらなければ「申請な

し」である。今年はたまたま片山学園だけ「認可申請なし」ということであり、他の学校はど

こかの時点で定員変更を決定されて、この時期に申請されたという形になる。 

 

（事務局） 

 先ほど定員超過に係る補助金減額について話題になったので、県の現状の規定をお伝えする。

２年連続して定員の２割を超えた場合は、補助金を５％減額する。当該年度において３割を超

えた場合は、何割超えたかによってパーセンテージが変わる。３割を超えた場合は2.5％、４

割を超えた場合は５％、５割を超えた場合は10％、６割超であれば20％、と段階的に減額する

ことになる。なお、当該年度前年度まで連続して３カ年度にわたり補助金の減額を受けた場合

には、100％不交付となっている。 

 

（伊東委員） 

 ３割を超えて2.5％しか減らないのなら、逆に３割を超えて生徒を多く入学させた方が学校

の運営にとってはいい計算になるが、それでよいのか。 

 

（議長） 

 単年度であればそのとおりかもしれないが、それが３年間続くと補助金がカットされること

になり、そうなると大変苦しい場合もある。学校は生徒が減り過ぎると困るし、多過ぎると、

人員や施設の面で、問題も生じる。私が勤務した富山国際大学付属高校では、建て替えにより

教室がそう多くなくなり、かつて入学者が増えたときに、県から校舎は大丈夫か、と心配して

見に来ていただいた経験がある。 

 

（須田委員） 

 定員の件だが、３学年を３年でワンサイクルという話をしたが、私立中学高等学校協会では、

過去５年の入学定員に対して、入学者数の動向を見ながら、それぞれの学校で大体どれぐらい

になるだろうか、という話はしている。ちなみに、ある学校が120％を超えた年度もあるが、

その他の年度においては、それ以下にとどめる計画をしながら募集をかけておられるなど、そ

れぞれの学校の中で調整しながら行っているのが現状である。 

また、片山学園については今の収容人員の１００％、１２０人全員を確保したものとして中

学校卒業者数に加味されており、これを定められた公立私比率の割合に含めて、調整をとって

いるのが現状である。公私比率の計算上は「片山学園高校の定員は１２０名」とカウントされ

るが、実際の入学予定者数は、現中学３年生の６８名である。その差の５２名分は、私立高校

全体の定員数に含まれるにもかかわらず、実際には入学しない人数、つまり予め空席となる人

数である。 
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（議長） 

 質問等いろいろ出たが、ほかに意見はないか。それでは、私立高等学校の収容定員に係る学

則変更の認可について、認可を適当と認める旨答申してもよいか。 

 

（全員（利害関係者除く)） 

 よろしい。 

 

（６） まどか幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行に伴う廃止許可について、資料３に

より事務局から説明があり、その後、全員が意義なく認可を適当とする旨で答申する

ことが承認された。 

 

（上田委員） 

 まどか幼稚園は、新制度のもと、幼保連携型認定こども園の認可を受けた場合、幼稚園でな

くなるということで、廃止になる。施設自体がなくなってしまうわけではなく、そのまま幼保

連携型に移行するということだが、私学審議会では幼稚園廃止として審議する。認定こども園

としての設置認可は、県の認可ではなく富山市で受けることになる。12ページの総定員につい

ては、一番多い時代の定員をそのまま載せている。現実はその３分の１であり、実態は違うこ

とをご理解いただきたい。廃止の時期が９月なのは、幼保連携型認定こども園へ移行の際に必

要な給食室等整備の工事が遅れたため、年度途中での申請となったと聞いている。 

 

（議長） 

 まどか幼稚園の廃止認可について認可を適当と認める旨、答申してよいか。 

 

（委員全員） 

 よろしい。 

 

（７） 全国私立学校審議会連合会令和元年度第１回理事会について、資料４より事務局から

説明があった。 

 

（８） 事務局より、今回の審議会の案件がすべて終了した旨を伝え、審議会を終了した。 

 

 


