
担　当

連絡先

１ 令和４・５年度　公立小・中学校等数

小 学 校 中 学 校
義務教育
学 校

中等教育
学 校

小 学 校 中 学 校
義務教育
学 校

中等教育
学 校

378 153 1 1 370 152 2 1

4 0 0 0 4 0 0 0

6 2 0 0 5 2 0 0

4 0 0 0 8 1 0 0

368 151 1 1 357 149 2 1

 ※中学校数には、県立中学校３校を含む。

２ 卒業式・入学式を実施しない小・中学校（休校を除く）

　（１）令和４年度卒業式を実施しない学校（卒業生がいないため）

市町村名

芳泉小学校ひばり分校

灘崎小学校迫川分校

笠岡市 六島小学校

高梁市 宇治小学校

合　　　計

　（２）令和５年度入学式を実施しない学校（新入生がいないため）

市町村名

岡山市 芳泉小学校ひばり分校

倉敷市 南浦小学校

北木小学校 真鍋中学校

六島小学校

高梁市 宇治小学校

吉備中央町 下竹荘小学校

余野小学校

中和小学校

合　　　計

　このことについて、次のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

(A)のうち休校数(C)

令和５年２月３日

公立小・中学校等の令和４年度卒業式、令和５年度入学式等の
日程等をとりまとめました（令和５年１月31日現在）

令和５年度

守安・石﨑

(A)のうち分校数(B)

お 知 ら せ
教育政策課　秘書広報班

笠岡市

全学校数(A)

(A)のうち、R4卒業式・R5入学式
を行わない学校数(D)

卒業式・入学式実施校(E)
　(E) ＝　(A) - (C) - (D)

岡山市

小　　学　　校

直通 086-226-7569
（内線4713）

真庭市

8校

中　　学　　校

1校

令和４年度

小　　学　　校

4校

中　　学　　校

訂 正
資料２ページ 「３（１）卒業式実施日」について、実施校数に
誤りがありましたので、訂正いたします。
・岡山市立の中学校：10日（金）1校→実施校なし

13日（月）36校→全37校 （３／１０）



学校数
卒業

予定者数
学校数

卒業
予定者数

学校数
卒業

予定者数
市町村名

3月4日(土) 1 120 県立倉敷天城

岡山市(1校) 笠岡市(全8校)

新見市(全5校) 備前市(全5校)

浅口市(全3校) 里庄町(全1校)

真庭市(2校) 鏡野町(全1校)

勝央町(全1校) 奈義町(全1校)

県立岡山操山

瀬戸内市(全3校) 赤磐市(全5校)

和気町(全2校) 吉備中央町(全1校)

真庭市（4校) 美作市(全5校)

新庄村(全1校) 西粟倉村(全1校)

久米南町(全1校) 美咲町(全3校)

3月12日(日) 1 80 県立津山

岡山市(36校) 倉敷市(全26校) 岡山市(全1校)

玉野市(全7校) 井原市(全5校)

高梁市(全6校) 早島町(全1校)

矢掛町(全1校) 津山市(全8校)

3月14日(火) 4 673 総社市(全4校)

3月15日(水) 4 13 新見市(2校) 鏡野町(2校)

3月16日(木) 1 10 美咲町(1校)

岡山市(全85校) 倉敷市(全61校)

玉野市(全14校) 笠岡市(14校)

総社市(全15校) 高梁市(5校)

瀬戸内市(全9校) 赤磐市(全12校)

浅口市(全7校) 和気町(全3校)

早島町(全1校) 里庄町(全2校)

矢掛町(全7校) 真庭市(15校)

美作市(全9校) 新庄村(全1校)

鏡野町(4校) 勝央町(全2校)

奈義町(全1校) 西粟倉村(全1校)

新見市(1校) 津山市(全27校)

久米南町(全3校）

井原市(全13校) 高梁市(8校)

新見市（14校） 備前市(10校)

吉備中央町(全9校) 真庭市(5校)

鏡野町(1校) 美咲町(4校）

合　　計 368 16,425 151 16,117 1 45

３ 令和４年度卒業式の実施について

（１）卒業式実施日

◎同一市町村で、卒業式実施日が２日以上にまたがる場合は、（　）内にその日実施される学校数を、全校同日の場合は（全○校）と示している。

卒業式実施日
小　　学　　校 中　　学　　校 義務教育学校

市町村名 市町村名

3月10日(金) 28 1,591

3月11日(土) 27 1,667

3月13日(月) 90 11,986 1 45

3月22日(水) 64 1,056

3月17日(金) 268 14,440

3月20日(月) 31 906

卒業式実施日

北木小学校 【1人】

陶山小学校 【3人】

神島外小学校 【2人】

井倉小学校 【3人】

萬歳小学校 【3人】

富小学校 【2人】

馬屋上小学校 【1人】

竹枝小学校 【3人】

沙美小学校 【3人】

南浦小学校 【3人】

裳掛小学校 【1人】

仁美小学校 【3人】

樫邑小学校 【2人】

富原小学校 【2人】

勝田東小学校 【3人】

3月18日(金) 真鍋中学校 【2人】

3月20日(月) 矢神小学校 【3人】

野上小学校 【2人】

巨瀬小学校 【2人】

玉川小学校 【1人】

福地小学校 【1人】

余野小学校 【2人】

新見市

倉敷市

3月22日(水)

岡山市

3月17日(金)

笠岡市

真庭市

井原市

（２）卒業生が３名以下の学校（【　】内の数字は卒業式予定者数）

市町村 小学校 中学校

3月10日(金) 笠岡市

鏡野町

3月15日(水)

真庭市

美作市

瀬戸内市

赤磐市

新見市

高梁市

27 1,514

91 12,063

全37校



学校数 学校数 学校数

4月7日(金) 1 岡山市(1校)

笠岡市(12校) 井原市(全13校) 県立岡山操山 県立倉敷天城 美咲町(1校)

高梁市(12校） 矢掛町(全7校） 岡山市(1校) 真庭市(4校)

津山市(全27校) 真庭市(16校） 美作市(全5校) 新庄村(全1校)

新庄村(全1校) 鏡野町(全5校） 勝央町(全1校) 西粟倉村(全1校)

奈義町(全1校) 美咲町(全4校) 美咲町(全2校)

倉敷市(60校) 高梁市(1校） 県立津山 岡山市(35校)

赤磐市(全12校) 早島町(全1校) 玉野市（全7校) 笠岡市（7校)

真庭市(2校） 美作市(全8校) 井原市(全5校) 総社市(全4校)

勝央町(全2校) 西粟倉村(全1校) 高梁市(全6校) 新見市(4校)

久米南町(全3校) 備前市(全5校) 瀬戸内市(全3校)

浅口市(全3校) 早島町(全1校)

和気町(全2校) 里庄町(全1校)

矢掛町(全1校) 吉備中央町(全1校)

真庭市(2校)

鏡野町(全1校) 奈義町(全1校)

久米南町(全1校)

岡山市(全86校） 玉野市(全14校) 新見市(1校) 岡山市(1校)

総社市(全15校) 新見市(7校) 赤磐市(全5校)

備前市(全10校) 瀬戸内市(全9校)

浅口市(全7校) 和気町(全3校)

吉備中央町(8校)

4月13日(木) 8 新見市(8校)

合計 357 149 2

入学式実施日

4月7日 緑ヶ丘中学校 【2人】

神島外小学校 【3人】

陶山小学校 【3人】

県主小学校 【1人】

野上小学校 【1人】

青野小学校 【1人】

巨瀬小学校 【2人】

中井小学校 【1人】

玉川小学校 【3人】

松原小学校 【1人】

福地小学校 【2人】

美川小学校 【3人】

樫邑小学校 【2人】

月田小学校 【3人】

富原小学校 【2人】

美甘小学校 【1人】

水島小学校 【2人】

穂井田小学校 【2人】

下津井東小学校 【3人】

笹岡小学校 【3人】

仁美小学校 【2人】

竹枝小学校 【2人】

維新小学校 【3人】

東鶴山小学校 【3人】

津賀小学校 【2人】

吉川小学校 【1人】

塩城小学校 【2人】

千屋小学校 【1人】

神郷北小学校 【3人】

津山市(8校)

◎同一市町村で、入学式実施日が２日以上にまたがる場合は、（　）内にその日実施される学校数を、全校同日の場合は（全○校）と示している。

岡山市

笠岡市

義務教育学校

市町村名

1

1

矢掛町

岡山市

小　学　校

161

高梁市

倉敷市(全26校)

4月12日(水)

4月13日(木) 新見市

4月11日(火)

倉敷市

備前市

赤磐市

総社市

吉備中央町

4月10日(月)

市町村名
（２）新入生が３名以下の学校（【　】内の数字は入学予定者数）

中　学　校

井原市

４ 令和５年度入学式の実施予定

（１）入学式実施日

小　　学　　校

市町村名

中　　学　　校

市町村名
入学式実施日

4月10日(月) 98 17

904月11日(火)

真庭市

99

里庄町(全2校)

324月12日(水)



学校数 学校数 学校数 市町村名

3月17日(金) 3 美咲町(1校) 鏡野町(2校)

3月20日(月) 3 県立3校

3月23日(木) 2 里庄町(全2校) 2 高梁市(1校) 里庄町(全1校)

岡山市(全87校) 倉敷市(全61校) 岡山市(全37校) 倉敷市(全26校) 岡山市(全1校)

玉野市(全14校) 笠岡市(全15校) 玉野市(全7校) 笠岡市(全8校)

井原市(全13校) 総社市(全15校) 井原市(全5校) 総社市(全4校)

高梁市(全14校) 新見市(全17校) 高梁市(5校) 新見市(全5校)

備前市(全10校) 瀬戸内市(全9校) 備前市(全5校) 瀬戸内市(全3校)

赤磐市(全12校) 浅口市(全7校) 赤磐市(全5校) 浅口市(全3校)

和気町(全3校) 早島町(全1校) 和気町(全2校) 早島町(全1校)

矢掛町(全7校) 吉備中央町(全9校) 矢掛町(全1校) 吉備中央町(全1校)

津山市(全27校) 真庭市(全20校) 津山市(全8校) 真庭市(全6校)

美作市(全9校) 新庄村(全1校) 美作市(全5校) 新庄村(全1校)

鏡野町(5校) 勝央町(全2校) 鏡野町(全1校) 勝央町(全1校)

奈義町(全1校) 西粟倉村(全1校) 奈義町(全1校) 西粟倉村(全1校)

久米南町(全3校) 美咲町(4校) 久米南町(全1校) 美咲町(全3校)

合　　計

学校数 学校数 学校数 市町村名

岡山市(全87校) 倉敷市(全61校) 県立倉敷天城 岡山市(全37校) 岡山市(全1校)

玉野市(全14校) 笠岡市(全14校) 倉敷市(全26校) 玉野市(全7校) 美咲町(全1校)

井原市(全13校) 総社市(全15校) 笠岡市(全8校) 井原市(全5校)

高梁市(全14校) 備前市(全10校) 総社市(全4校) 高梁市(全6校)

瀬戸内市(全9校) 赤磐市(全12校) 備前市(全5校) 瀬戸内市(全3校)

浅口市(全7校) 和気町(全3校) 赤磐市(全5校) 浅口市(全3校)

早島町(全1校) 里庄町(全2校) 和気町(全2校) 早島町(全1校)

矢掛町(全7校) 吉備中央町(全9校) 里庄町(全1校) 矢掛町(全1校)

津山市(全27校) 真庭市(全20校) 吉備中央町(全1校) 津山市(全8校)

美作市(全8校) 新庄村(全1校) 真庭市(全6校) 美作市(全5校)

鏡野町(全5校) 勝央町(全2校) 新庄村(全1校) 鏡野町(全1校)

奈義町(全1校) 西粟倉村(全1校) 勝央町(全1校) 奈義町(全1校)

久米南町(全3校) 美咲町(全4校) 西粟倉村(全1校) 久米南町(全1校)

美咲町(全2校)

新見市(全15校) 県立岡山操山 県立津山

新見市(全5校)

合　　計

※笠岡市には、笠岡市・矢掛町中学校組合立中学校も含む。

2校

◎同一市町村で、修了式が２日以上にまたがる場合は、（　）内にその日実施される学校数を、全校同日の場合は（全○校）と示している。

義務教育学校

1

1校

義務教育学校

365校 150校

中　学　校

146

4月10日(月) 15 7

3504月7日(金)

中　学　校

3月24日(金) 367

2143

６ 令和５年度始業式の実施について（※２学期制の学校を含む）

市町村名
始業式実施日

市町村名

小　学　校

５ 令和４年度修了式の実施予定について（※２学期制の学校を含む）

市町村名市町村名

151校372校

修了式実施日
小　学　校

（令和４年度公立全小学校数－休校数）

（令和５年度公立全小学校数－休校数） （令和５年度公立全中学校数－休校数）

（令和４年度公立全中学校数－休校数）

（令和５年度公立全中学校数－休校数）

（令和４年度公立全中学校数－休校数）


