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石狩市の「学校整備の具体策」の策定についての意見 

 

                            北海道大学 

高等教育推進機構 

                               特任教授  木村  純 

  

１．石狩市の「学校整備」の課題の性格について１．石狩市の「学校整備」の課題の性格について１．石狩市の「学校整備」の課題の性格について１．石狩市の「学校整備」の課題の性格について    

    

石狩市の「学校整備の具体策」の策定について意見を述べることを要請され、教育委員会の

案内で、石狩小学校、八幡小学校、聚富小中学校、望来小学校、厚田中学校、厚田小学校（あ

いかぜ図書館）を短時間でしたが見せていただきました。 

私が、第１に感じたことは、現在、石狩市で求められている「学校整備」は、2005年（平成

17年）に石狩市・厚田村・浜益村が合併して以降、初めて本格的に旧自治体の範域を超えたコ

ミュニティづくりに取り組むことを必要とする課題であるということです。 

それぞれの学校が、地域の特性を活かして教育活動を行ってきたことや地域の人々が集まる

拠点としての役割を果たしてきたこと、それぞれの学校整備をひとつひとつを切り離して論ず

ることができず本町・八幡地区・厚田区の小中学校整備の方向性全体を見渡して検討する必要

があることを踏まえるとこれらの学校整備は、とくに旧石狩市北部と旧厚田区南部の人々がど

のようにコミュニティの拠点の役割も担うような学校を創造していくか、厚田区が厚田、望来、

聚富全体としての地域づくりを考えてきたことを今後も継続することができるのかということ

が今後の重要な課題になっているということです。 

すでに、「厚田区小中学校整備に関わる検討会」が、2014 年度（平成 26 年度）「意見のまと

め」で、厚田区だけでなく、本町・八幡地区の小中学校整備の方向性も検討していくべきこと、

聚富地区については、トーメン団地内の虹が原・緑ヶ原地区の通学地区のあり方について、実

状を踏まえた対応が必要であること、仮に厚田区内で学校統廃合が決定された場合においても、

通学先を選択できる枠組みの必要性が論議されています。これは「本町・八幡地区小中学校の

整備に関わる検討会」の「検討内容のまとめ」（2014年度）においても、トーメン団地の存在を

踏まえて「行政区域にこだわらない統合を検討したい」「『学校のあり方』と『地域づくり』を

並行して検討したい」と述べられていることにも示されていることです。 

第２に感じたことは、石狩小学校は、石狩小学校百周年記念協賛会『創立100年 石狩小学

校開校百周年記念誌』（1973年）でも「全道中最も古い学校の一つ」（7頁）であるとともに1956

年に全道に先駆けて当時としては最もざん新な円形校舎在も使用しており、石狩市の歴史にお

いても重要な本町地区の「再開発」においても、円形校舎の「保存・活用」など重要な位置を

占めること、八幡小学校も石狩川右岸地区の統廃合の結果残され、「幾何学模様が楽しく配置さ

れ校舎は、玄関のレリーフ・モアイと木造の温かさをもち、プレイルームや多目的スペースを

配し」たユニークな校舎を持っているなど、この両校の建物は学校の存廃とは別にその活用が

それぞれを拠点とする「地域づくり」にとっても重要であるということです。 

 

 

２．石狩市の「学校整備」について配慮されるべき点について２．石狩市の「学校整備」について配慮されるべき点について２．石狩市の「学校整備」について配慮されるべき点について２．石狩市の「学校整備」について配慮されるべき点について    

    

（１）「学校整備」が急がれる背景をどのように考えるか 

現在、学校統廃合を進めるどの自治体においても、地方自治体財政の逼迫の度合の強まりの

もとで、学校数を絞り込むことによって学校改築経費や耐震工事費の圧縮、あるいは子ども一



 

    

 

人あたりの学校運営経費の圧縮等が目指されています。石狩市の場合も、校舎の老朽化、耐震

工事化などの財政負担の大きさなどが当然判断の際に重視される必要があります。しかし、そ

れらの観点からだけで学校統合を進行させて良いかということは、自治体関係者が逡巡する課

題となっているのです。「小中学校の統合は、廃校となった地域では学校を拠点とした雇用機

会や商取引等の機会を失わせる上、学校を場とした子どもの学習拠点が失われることで、子ど

もを扶養する若い世帯の転出を促進する可能性も否定できない」からです。 中長期的に見た

場合、「地域社会にとって財政効率性が担保されると言えるか否か」は、小中学校統廃合にお

いてはその検討が避けては通れない問題となっているのです（研究代表者：葉養正明『教育条

件整備に関する総合的研究（学校配置研究分野）最終報告書』2011年３月）。 

  同報告では、全国の教育委員会を対象とする調査においては、小中学校規模に関しては12

～18学級を標準とする国の規定を適正なものとする意識が強い反面、地勢的な条件によって

は小規模校を存置し、地域の文化センターとして位置づける政策意識が広がっていることが指

摘されています。石狩市における議論においても「複式編成は避けるべき」ことが指摘される

一方、「学校は地域の核。無くなると、過疎化に拍車がかかる」とも指摘され（「本町・八幡地

区小中学校の整備に関わる検討会」の「検討内容のまとめ」）、「現在ある学校が地域で果たし

てきた役割、歴史などは大いに尊重しなければならない」、「何かあった時に親がすぐ行けそう

な場所」（「本町・八幡地区小中学校の整備に関わる検討会」の「検討内容のまとめ」）などの

点が指摘されています。 

また、これまでの研究では、学校規模が小さいことが子どもの学力や学習意欲が低いことに

は必ずしも結びつかないことが明らかにされる一方で、児童集団の小規模化に由来する「社会

性の育成」等が指摘されることが多いことを報告書は指摘しています。石狩市の「学校整備」

の議論においても「体育や音楽などの集団教育」「少年団活動などの集団活動の制約」「社会性

を育む←→人間関係の固定化」（以上「本町・八幡地区小中学校の整備に関わる検討会」の

「検討内容のまとめ」）、「クラブ活動の選択ができる学校」、「中学校は部活動などを考慮すべ

き」（「厚田区小中学校の整備に係る検討会」「意見のまとめ」）などが指摘されています。この

「社会性を育む」ことは、統廃合とは別に残った小中学校の連携によってその充実が図られる

必要があり、そのための移動手段の確保などが今後行政に期待されます。 

 

（２）「学校整備」に当たって配慮されるべき具体的な事柄 

   以上のような背景と議論を踏まえて、石狩市の「学校整備」に当たって、以下の点につい

て配慮されることを期待します。 

 

① 本町・八幡地区について 

・石狩小学校は円形校舎は老朽化していますが、学校の統廃合とは別に、周辺は石狩市の歴

史にとっても重要な本町地区であり、この円形校舎はその中核となる施設となることがで

きると思います。前掲の『創立100年』でも、円形校舎が児童や父母から歓迎されて建設

されたこと、児童が胸をはってその校舎の存在を語ったことを読み取ることができますが、

ここが児童たちの思い出の資料を保存、展示することによって、石狩小学校にとどまらず

石狩市内の学校の「思い出」に触れ、全国に散らばった卒業生も集まってくる資料展示室

（スペース）を備えた宿泊施設などとしてＮＰＯによる運営を行うことの可能性も含めて

検討されるべきです。 

・八幡小学校の現校舎も統廃合とはかかわりなく、モダンな校舎を残して、この地域の拠点

として活用することに意義があると思います。 

  ・両小学校とも将来は複式学級化が余儀ないことが予想され、この両小学校の統合が不可避

な場合は、石狩河口橋を渡るスクールバスの運行が不可欠であり、廃校後はいずれの校舎



 

    

 

についても活用が期待されます。 

② 厚田区について 

  ・厚田区については、厚田区の「地域づくり」が、これまで厚田区地域協議会が重要な役割

を担ってきたことを尊重し、今後とも区内の学校統廃合について、地域協議会を中心にし

た話し合いを引き続き重視するべきです。その際、厚田、望来、とくに聚富の厚田区内の

各地域同士のつながりを今後どのように考えていくべきかが重要なテーマとなると思いま

す。 

  ・厚田区については、厚田小学校とあいかぜ図書館、厚田中学校のこれまでの取り組みを基

礎にしながら、小中一貫校やコミュニテイ・スクールなどについての今後の検討の必要性

が議論されてきました。これらの具体化や山村留学制度の導入などによる両校の充実とす

ぐれた教育実践の発信によって、厚田区外からも児童・生徒とその親が集まってくるよう

な取り組み（親の就業先の確保も含めて）を地域住民の協力も得ながら続けていくことが

厚田では十分な実現可能性があると思います。 

  ・望来小学校、聚富小中学校については統合の是非の前に、望来や聚富の「地域づくり」を

今後、どのように考えるかが重要だと思います。その際、望来、聚富各地区に学校が必要

なのかどうかについて地域住民自身による話し合いをすることとその議論を踏まえた厚田

区地域協議会との両方での検討が重要だと思います。 

  



 

    

 

「学校整備の具体策」の策定に関わる意見書 

 

                          北海道教育大学 

                            札幌校教育方法学研究室 

准教授 前田 賢次 

 

○はじめに 

 厚田区、本町・八幡地区の視察と、管見に限定されるが今日に至る議論の集約と蓄積をふまえ

て、私見として本意見書を提出するものである。懸案の地域に向けての議論は厚田区で先行し

（平成24年）、本町・八幡地区は26年度からということもあり、準備状況や保護者の意見集約

も含めた準備状況としては同等に扱うことは難しいため、ここでは分けて検討を行った。 

 本意見書への諮問項目としては（1）議論の経緯と「子どもたちのより良い学習環境」のあり

方、（2）適正配置・適正規模、（3）物的・人的・交通手段・地域特性、（4）統廃合の可否、の大

きく四点が求められているので、これらについてそれぞれ意見を述べることとする。 

 ただし（1）の「子どもたちのより良い学習環境」については、へき地・小規模校の子どもの

人間関係の固定化、少人数による社会性や競争心の希薄さ、負の側面がこれまで学校統廃合の主

な理由とされてきたが、大規模・中規模校にない子どもの活躍する場の保障や、保護者や地域ぐ

るみの子どもとの関わり、個に根ざした教育（学力の保障を含む）、自然環境の豊かさを背景に

した体経験や情操などが注目され、特認校や山村留学など新たな取り組みも各地で取り組まれは

じめている。さらに今日的なICT活用の教育については、大・中規模校では難しい充実した学習

環境が認められる。石狩の両地区の諸学校においても、同様の長所があること、両地区の子ども

たち自身の意見、教師たちの意見の材料が乏しいことから、各地区の議論の経緯のなかで議論さ

れた共通理解を検討の材料とする。 

 また（2）についても前述した（1）に関わって「適正規模・適正配置」を客観的なスケールと

して担保する科学的合理性は確立されているとは考えられないため、これまでの検討において当

局と保護者や地域住民との議論の蓄積と合意を斟酌した検討による見解として示すこととする。 

 

１ 厚田区について 

（1）議論の経緯と「子どもたちのより良い学習環境」のあり方について 

  同地区では「厚田区小中学校の整備に関わる検討会」が平成24年度より計5回開催され、

わけても地域の学校像を共有するワークショップにより、行政と地域の一定のコンセンサスが

示されてきている。その意味では厚田小中・聚富小中・望来小の将来展望の素地として小中一

貫のコミュニティースクール構想とまちづくりの契機としての学校像、防災拠点としての施設

活用などの提起は、地域活性化と再生をふまえた教育施策を行政として示す段階に来ていると

言える。 

（2）適正配置・適正規模について 

  上記のワークショップでは地域に小学校を残すことと複式学級の解消が両論併記で一定の見

解として示されている。一方、中学校については部活動の充実と全教科の教員は位置が学校統

合のコンセンサスとして強く打ち出されている。このなかでも聚富中については平成23年度

の早い段階から石狩市教育委員会会議でも議論が開始されており、小学校と中学校を同一のレ

ベルで議論することが現段階では難しい状況が察せられる。 

（3）物的・人的・交通手段・地域特性について 

  厚田地区の諸学校施設については、いずれも本体部の築年がおよそ昭和50代前後であり補

修の必要な時期に来ていると言える。統廃合を前提とするならばワークショップの提言を踏ま

えた新校舎の建設が必要となろう。 



 

    

 

  また、厚田小中以外は教職員住宅が無く、地域に居住する教員を望む声は先のワークショッ

プでも強く打ち出されている。教職員住宅の整備とワークショップで提起された専門性や経験

を有する教職員配置を今後の厚田地区の学校経営を見通した中長期的見通しとして検討する必

要があると考えられる。著者が関わる三笠市では市独自で教員を採用し加配したり、市長部局

で新設高校の企画を担当した人材を校長に迎えたりするなどの工夫を行っているが、このよう

な事例は大いに参考になるであろう。 

  交通手段については（4）とも関わるが、厚田小中・聚富小中・望来小の現在の送迎バス路

線、現児童生徒の通学圏を踏まえて現状では検討する以外にない。厚田地域の広域生を踏ま

え、これまでの議論の蓄積からまず中学校の統合に限定して検討すれば、聚富小中・望来小の

厚田地区への通学を基本にしながら、聚富・望来地区の児童生徒には厚田小中、あるいは次に

検討する本町・八幡地区への学校選択制による通学を提案することが現実的であろう。小学校

を検討した場合においても同様のことが言える。 

（4）統廃合の可否について 

 平成26年 8月 26日の教育委員会会議において教育長の「将来的には、区内に小学校1校、

中学校1校の整備を視野に、その具体的な内容については、改めて協議の場を設けることを確

認」したという報告がある。 

  しかし現時点で小学校の統合時期については地域住民のコンセンサスにはなり得ているとは

いえない。厚田地区の複式学級を持つ学校もいわゆる極小規模であるが、北海道へき地・複式

教育連盟は学校統合の独り歩きが統廃合の材料になる懸念を表明し「複式学級編成の標準の引

き下げ」を文部科学省に要望してきている。一方で平成27年3月 24日の厚田区小中学校の整

備に関わる検討会では望来小の保護者代表よりワークショップの見解について意義が提出され

ている。児童数の減少に関わる養護教諭の配置の困難がその根拠とされているが、例えば本年

度文科省の概算要求として盛り込まれた教職員定数の改善の複式学級編成の標準の引き下げに

関する人件費枠の活用をさぐるなどの工夫も必要であろう。このような保護者の不安を当局の

統廃合の論理に直結することに対しては慎重であるべきである。当局と地域や保護者との移転

地と時期を含めた擦り合わせのスケジュールを示す必要があると考えられる。現在の集落の地

域から外れた地域への統合は非現実的であることから、聚富・望来・厚田のいずれかに集約す

ることになろうが、小中ともに同一地域に集約するか、別個にするのかなどについても地域拠

点の均等的な配置という視点から費用対効果だけでない視点から議論する必要があるのではな

いか。 

  一方で現実問題として（3）と関わって施設の老朽化の物理的財政的問題を現象学校の維持

に伴う営繕費や自治体の負担する人件費等の必要経費と、統合による費用対効果の具体的資産

を住民に提示したのか否かが定かではない。もしされていないのであれば、統廃合を進める理

由としてできるだけ分かりやすい大枠として、検討の材料の一つとして示すことも必要ではな

いか。 

  一方、中学校については、大方の方向性についてコンセンサスが得られていると考えられる

ことから、時期、場所についての検討に入る時期に来ていると考えられる。現在の集落の地域

から外れた地域への統合は非現実的であることから、聚富・望来・厚田のいずれかに集約する

ことになろうが、生徒数や現状から考えれば、厚田に統合するのが最も現実的であろう。時期

としては、現状において統合のコンセンサスがある以上、可及的速やかに行うことができるよ

う今後のスケジュールを調整することが望ましいと考える。 

 

２ 本町・八幡地区について 

（1）議論の経緯と「子どもたちのより良い学習環境」のあり方について 



 

    

 

 同地区では「本町・八幡地区小中学校の整備に関わる検討会」が平成26年度より計4回開

催されてきているが厚田地区と異なり短期間に集中的に検討されてきている。第一かつて厚

田村・浜益村を加え新石狩市の発足した平成17年 1月の第12回石狩市立小学校及び中学校

の規模・配置等検討会では「石狩小学校は、将来複式学級という可能性もある」、八幡小学

校地域では「厚田村との合併を考えた場合、聚富（しゅっぷ）、緑ケ原地区の包含も出てく

る」などの議論がなされているが、この間およそ10年が経過している。今回の検討が短期間

の間に行われていることもあり、地域の意見の聴取とコンセンサスの形成という点では不安

が残る。検討会の議事録からは第一回の会議で提出された地域の意見や見解が、その後の

「検討会で確認した課題と要望」にどう集約されて行ったのかのプロセスが不明確であり、

地域や保護者の意見をさらに広く引き取りながらコンセンサスを形成する必要があるのでは

ないかと考えられる。 

（2）適正配置・適正規模について 

   「検討会で確認した課題と要望」まとめでは本項目に関する項目には「はじめに」で示した

へき地・小規模校の負の側面が示されているが、4度にわたる検討会での意見集約との整合性

の点で疑問が残る。検討会の議論ではむしろ、情報公開とさらに広い意見集約を求める声が認

められることから、この項目の内容について議論を例えば厚田地区で行ったワークショップの

ような形で考える必要がある。 

（3）物的・人的・交通手段・地域特性について 

  石狩小学校の老朽化と八幡小学校の施設の継続的使用については、検討会の中でも一応の合

理的コンセンサスがあるように思われる。ただ両校の教職員への地域・保護者の要望や、教員

からの検討会への意見がほとんど見られないため、統廃合によってどのような人材が求められ

ているのかが明らかでない。統廃合後の学校経営像は、どのような学校を作るのかを考える核

になる部分でもあり、子どもたちの学習環境を第一に考えるためにも、まずこのことから議論

を深める必要がある。またＰＴＡ活動のあり方や担い手についても同様であり、統廃合ありき

の議論に陥らないために早急に進める必要がある。交通手段については、検討会での八幡小へ

の集約を前提とする議論を通して本町地区からの冬期スクールバスの運用、厚田地区のトーメ

ン団地地区をはじめ聚富地区からの学校選択制とスクールバスの運用についても議論されてお

り、統合をする場合の通学手段についての一定の方向性のコンセンサスが形成されている。 

  一方で、まだまだ各地域が統合のコンセンサスを形成するには至らない状況も見え、それぞ

れの地域の地理的条件や歴史的背景を超えた、広い意見集約を可能とする情報公開と議論の場

を当局が用意する必要があると考えられる。情報公開の一要素としてはスクールバスだけでな

く厚田地区の場合と同様に施設の老朽化の物理的財政的問題を現象学校の維持に伴う営繕費や

自治体の負担する人件費等の必要経費、統合による費用対効果の具体的資産を住民に提示した

のか否かが定かではない。もしされていないのであれば、統廃合を進める理由としてできるだ

け分かりやすい大枠として、検討の材料に示すことも必要ではないか。 

（4）統廃合の可否について 

  以上の検討を通して、統廃合の物理的条件についての方向性は、一応のコンセンサスがある

ものの、新しい学校像が準備されるまでには至っていないと考えられる。石狩小、八幡小の児

童数も学校存続の危機的状況に至っているとは考えられないことから、何を目的に統合するの

かについて行政と地域・保護者、ひいては教師や当事者の子どもも含めた形で議論をする必要

があると考えられ、現時点での性急な統合推進には慎重であるべきである。 

 

３ 聚富小中の取り扱いについての私見 

   厚田地区で検討した聚富小中の扱いについて最後に私見を述べたい。同小中は自然環境に恵

まれるとともに、それを十二分に生かした教育活動が営まれていることがうかがえた。厚田地



 

    

 

区のワークショップやそれを踏まえたまとめには、かつて平成23年に石狩市教育委員会会議

で示された聚富中の保護者の学校存続の強い要望や、小中併置、複式の利点のコンセンサスが

見られない。数年が経過してこのような地域の声が大きく変化したとは考えにくい。もちろん

費用対効果や合理的経営と言う観点もないがしろにはできないが、たとえば生振小の経験を生

かした札幌・江別などからの越境を含んだ特認校の経験を生かすことはできないだろうか。厚

田地区のワークショップにはこのような発想が散見され、将来展望が垣間見える。 

  教育長による教育委員会での「小規模校の良さを生かすような形ができないのか」「単に

2 つを統合するということではなく、何か特色のある、もっと良い形のものも検討いただけ

ればと思います」とした問題提起を実現するための模索も必要であろう。従来のやり方では

今後進行する地方の衰退と少子高齢化によって、更なる学校統廃合の検討が必然となることは

日の目を見るより明らかである。学校を核とした地域振興と再生を模索するためにも、市長部

局と連携したまちづくりの契機のための学校づくりを目指してほしいものである。 

 

  



 

    

 

石狩市（厚田区、本町・八幡地区）における「学校整備の具体策」に関する提案 

 

                   藤女子大学 

                            人間生活学部人間生活学科 

                                  教授 伊井 義人 

 

 

提案内容（要約） 

  

 

１．背景 

  厚田区の学校（聚富小学校・中学校、望来小学校、厚田中学校）の入学予定者を考慮する

と、現状でも小人数であるが、中学校２校を併せても、平成31年度38名、平成32年度25名

となる。 

  本町・八幡地区の入学予定者は平成31・32年度から、八幡小学校では30名台後半、石狩小

学校でも50名台となり、学年によっては複式学級を導入せざるを得ず、石狩中学校では60名

台後半（生振小学校からの入学者を除く）を推移する。 

  以上のことから、いわゆる適正規模の観点からは、本町・八幡地区よりも、厚田区の学校は

早急に対処が必要となる。 

  両地区でも「子どもたちのより良い学習環境を目指す」ことを前提に検討が進められた。厚

田地区では、幼小中一貫教育、コミュニティ・スクール、複式学級の回避、落ちこぼれのない

学校、ICT教育、部活動への配慮、便利な場所への設置などが検討会より提案されてきた。 

  本町・八幡地区では、学校の一定規模の維持、放課後児童クラブの送迎、PTA人材の確保、

学区の柔軟化、学校とまちづくりとの連携が検討されてきた。 

  以上の検討過程から、学校の適正規模の確保、学校と地域との関わりの維持・発展が学校の

統廃合には不可欠であるとの検討結果が見られる。 

 

 

２．提案 

 

◯学校システム 

・厚田区に新設する学校は、小中一貫の義務教育学校とすることを提案する。その利点として

は、同区において「一貫した、継ぎ目のない教育を実践すること」ができることにある。こ

 厚田区においては、幼稚園・保育所から小・中学校に至る一貫校の設置を提案する。その

際、学校と地域の連携をさらに発展させる可能性をもつコミュニティ・スクールを採用し、特

認校とすべきと考える。開設時期は平成30年度が望ましい。場所は、厚田の市街地には 

こだわらず、厚田区の将来を示すシンボルとなる校舎を設置し、同区を代表する地域に設置す

べきである。 

 本町・八幡地区においては、児童生徒数減がいっそう深刻化するまでに、若干の時間的猶予

がある。そのため、１〜２年間の地域住民のさらなる検討を求める。ただし、八幡・聚富地区

に居住する子どもたちは、厚田区に新しく設置される一貫校に通学するための選択権をもつべ

きである。平成31〜32年度を目処に石狩小学校と八幡小学校の統合を実施するべきと考え

る。同地区においては、小学校・中学校それぞれ一校を当面の間、存続すべきである。 



 

    

 

れまでも厚田区の各学校が特色ある教育実践をしてきた。しかし、それらを整理し、一貫性

をもって実践することにより、厚田区の教育の特色を増すことができる。また、校舎を小中

学校に集約することで、より充実した施設設備を設けることができる。一方、義務教育学校

の短所として、人間関係の固定化に言及される場合が多い。しかし、同地域では、既に同じ

メンバーで保育所から中学校まで共に過ごしてきているため、そのような批判は克服してい

るともいえる。 

・厚田区の各小中学校は、これまでも保護者・地域住民と緊密な協働体制を築いてきた。その

ような関係を更に促進するためにもコミュニティ・スクール制度を導入するべきである。保

護者・地域住民の方々は、これまでの学校をサポートする立場から、学校を共に運営する立

場となる。これは様々な権利だけではなく、責任も担うこととなるが、人口減が続く地域に

おいて、まちづくり、ひとづくりの面からも重要な要素である。具体的には、より地域に根

ざしたカリキュラムやそれを実践できる教員を採用するための手続きも進めやすくなろう。 

・厚田区の中学生数は、平成31〜32年度には大幅な減少がある。つまり、聚富中学校を統合

しても、現在の厚田中学校の生徒数と同程度の規模となる。そのためにも、新設の義務教育

学校は特認校とし、学区外からの児童生徒の入学を想定すべきである。場合によっては、

「山村・漁村留学」などの措置も視野にいれる必要があろう。ただし、特認校とした場合、

アクセスの問題を検討しなければならない。 

・聚富地区（トーメン団地の一部）の子どもたちは、厚田区に位置するが、地理的・心理的に 

八幡・本町地区に近い。そのため、この地域は学校選択制を採用し、「八幡小学校・石狩中

学校もしくは厚田区新設校」を選ぶ権利を、保護者・子どもがもつべきと考える。この制度

は、学校規模を確保するために、新設・既設の学校ともに魅力ある教育を実践しなければな

らないことを意味する。 

・校舎の設置場所は、厚田市街地には限定しない。ただし、既存の場所に設置すると「吸収統

合」的な意味合いを残すことが懸念される。そのため、新しい場所、例えば望来や厚田を一

望できる場所などに学校が設置され、校舎の存在自体が厚田区のシンボルになることを望

む。環境教育に力を入れるのであれば、コストはかかるかもしれないが、より自然に囲まれ

た場所に校舎を設けることも検討すべきである。 

・本町・八幡地区は１〜２年間は、統廃合に関わる議論を継続すべきと考える。その場合、石

狩市の歴史的背景や円形校舎という希少性、シンボル性などを考慮し、石狩小学校が八幡小

学校を統合することが望ましいと考える。また、同地区の児童生徒からは、小中一貫校では

なく、小学校・中学校それぞれ一校を設けること提案する。八幡小学校は、その校舎は現在

の状況であれば、公的利用・民間事業での利用も十分可能である。 

 

◯特色あるカリキュラム 

・厚田区、本町・八幡地区の学校に就学する児童生徒にとって、学力保障は大前提である。ま

た、今後、学力の定義・範囲自体も変化してくる。基礎基本を重視した上で、ローカル（郷

土）・グローバル（地球）を意識したカリキュラム・教授法を体系的に開発するべきであ

る。その際、花川小学校や紅南小学校での先進事例の蓄積も積極的に活用することが肝要で

ある。 

・学力の定義が変化することも踏まえ、ICT機器の活用やアクティブラーニングの要素を含め

た教授法は前提となる。 

・厚田区の新設校は、厚田・望来・聚富と同じ区内ながら様々な地域に居住する子どもが在籍

することになる。各地域には、神社の祭や望来獅子舞などの郷土芸能が存在する。学校は、

これらの郷土芸能の維持・発展にこれまでも大きく貢献してきた。そのためにも、地域と連

携しながら、郷土学習は維持・発展するべきである。特に学校選択制を導入すると提言した



 

    

 

聚富については、地元の郷土学習の開発・実施は新設校を選択する理由の一つになるはずで

ある。 

・厚田区の新設校で、特認校が実現するならば、郷土学習のみでは、他地域からの児童生徒を

惹きつけることが難しい。そのため、現在、厚田小学校で推進中の環境教育、ESD（持続可

能な発展）教育も特色として、実施すべきと考える。ただし、環境教育は、生振小学校・石

狩中学校でも継続的に実施されているため、教育内容の差異化は必須である。 

・郷土学習は、芸能領域だけではなく、社会的な特色（キャリア教育）とも関連づけられる。

今後、いっそう住民の高齢化が進む厚田区においては、小学校・中学校の段階から高齢者福

祉も郷土学習に含めるべきと考える。→地域との連携（まちづくりの視点）で再掲 

・郷土学習及び環境教育の推進は、総合的な学習の時間だけではなく、道徳教育も含めた教科

横断的な取り組みが求められる。そのためにも、独自の教材開発が必要となる。その際に

は、近隣の大学の専門家との連携も含め、先進的な副読本・教材などの開発を推進する。 

・本町・八幡地区は、統合までの間、地の利を活かし、いっそう地域資源を活用した教育課程

の開発を推進するべきであると考える。これまでも、砂丘の風資料館や石狩海浜植物保護セ

ンターとの連携は行われてきたが、石狩発祥の地という歴史性や自然環境などを活かした小

中学校の連続性をもつ教育課程の開発が望まれる。そして、このような郷土学習を出発点と

して、子どもたちが、表現力や思考力などを修得する工夫を継続していただきたい。 

・部活動で、団体競技を取り入れるならば、厚田の新設校は平成32年には中学生が25名とな

り、それらを維持する上では、最小限の人数と考えられる。また、聚富中学校への入学予定

者は、学校選択権をもつすべきことを提案している。そのため、入学予定者数がすべて厚田

区の新しい学校に進学するとは限らない。ひとりでも多くの生徒を確保するためにも、新設

校では指導者の獲得などの面で魅力的な部活動を実施する必要がある。 

 

※ 聚富中学校のように個人競技が主となるバトミントンを部活動として採用する場合もある。

しかし、望来では女子バレー部、厚田では男子野球部が伝統的に盛んであり、これらの人数

を確保するには、合併は必須である。部活動の面では石狩中学校と厚田区新設校との「住み

分け」も検討すべきである。（例えば、厚田新設校は野球部、石狩中学校はサッカー部な

ど） 

 

◯地域との連携 

・財政支出や社会的なインフラを考慮し、複合施設を建設するべきと考える。認定こども園

（幼稚園・保育園）、学童保育・児童館、小学校、中学校、地域図書館、福祉施設、給食施

設、防災施設など、地域の多様な人々が交流する場（コミュニティ・スペース）を模索すべ

きである。その場合には、三年後に厚田区に開館予定の「道の駅」との調整を図る必要があ

る。「学校に行けば、誰かと会えて、何かができる！」という地元住民にとっての学びの場

を整備することが重要と考える。 

・幼児期の子どもや高齢者との福祉的な交流が実現するのであれば、アクセスの面から、人口

が密集している場所に新設学校を設置するのが望ましい。 

・検討会でも述べられていたが、学校教育とまちづくりは同時に考えるべきである。教育委員

会と地域振興課、福祉関係等との一層の連携が望まれる。 

・厚田区の新設校が特認校になるならば、主に聚富・八幡地区の児童生徒を惹きつける魅力あ

る教育実践が必要となる。そのためには、生徒数を確保するための地域内での協力、地域外

への広報活動が求められる。これらの二つのサポート活動により、学校を核としたまちづく

りへの体制が構築されることを望む。 

・本町・八幡地区は、先述の資料館や植物保護センターに加え、ボランティアガイドなど様々



 

    

 

な地域資源をいっそう活用することが望まれる。 

・子育て世代の世帯数の増加には、両地域において福祉の視点が重要である。第一次産業以外

で子育て世代の転入が主に見込めるのは、保護者の職業が公務員もしくは福祉機関でもあ

る。小・中学校においても福祉人材を養成することが、特に厚田区出身の若者の働く場を確

保していくことに繋がると考える。 

・コミュニティ・スクール制度が導入されるならば、教育課程内外において、今後一層の地域

資源の活用が推進される。例えば、厚田区、本町・八幡地区には学習塾がない。そのような

役割を担う寺子屋（塾）事業を地域住民（元教員や教員免許取得者など）や近隣の大学生を

活用して定期的に旧校舎で運営するのも一案である。また、体験学習などでは教育NPOなど

も積極的に活用すべきである。小規模校の教員は、担当する校務分掌も多く多忙である。地

域資源の活用を通して、教員の負担の軽減を目指す。そして、その分、教員がいっそう地域

に溶け込み、そこに魅力を感じる時間を作って欲しい。→ハード面で再掲 

 

◯ハード面 

・学校施設に関しては、特に厚田中学校・小学校は老朽化が進んでいる。そのため、早急に

（新設校に）建て替えを進めるべきである。その際には、児童生徒間だけではなく、地域住

民とも校舎内で交流が進み、地域社会にとって開かれた学校をイメージさせるデザインが望

まれる。そして、交流から学びへと工夫がなされた場となることを望む。 

・厚田区の新設校は、ICT環境やアクティブラーニング実施を想定した校舎となることが望ま

れる。それらを教育実践で活用するには、建築・設計業者によるプロポーザル方式を採用す

べきと考える。つまり、業者選定の基準として企画力・提案能力を重視すべきである。選定

委員には、石狩内外の経験ある教職員や教育専門家を含めることが重要である。 

・本町・八幡地区では、石狩小学校の円形校舎がシンボル的な存在といえる。円形校舎として

は、北海道唯一の現役である。教育活動において支障がなければ、増改築などは必要であろ

うが、この校舎を活かした教育活動などが推進されることを望む。 

・統廃合後の校舎には、放課後もしくは週末の寺子屋（塾）事業を参入させるのも一案であ

る。現在の聚富小中学校や望来小学校は、将来的に十分利用可能である。放課後や週末、長

期休業中と限られた時間ではあるが、子どもたちが旧校舎に集うことにより、地域の活性化

に繋がる。 

・スクールバスの運行は、設置場所にもよるが、聚富方面・望来方面・発足方面からの運行が

想定される。特認校が実現するのであれば、本町・八幡地区からの運行も望まれる。ただ

し、それ以外の地域からの通学は、特例として保護者による送り迎えの可能性も模索する必

要がある。また、週末の寺子屋事業や部活動に併せた運行も必要となろう。 

・外部資金は流動的なものである。そのため、どの財源を利用するのか確定はできない。しか

し、コミュニティ・スクール推進や土曜日の教育支援体制充実、地域と大学との連携など

様々な申請型財源も利用し、新設校に関しての教育を軌道に乗せる努力が不可欠である。特

に「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」は、近隣大学と地域を繋ぐ事業として申

請を検討すべきと考える。 

 

 

３．今後の展開 

  以上、７月の現地視察や、これまで五年間石狩市における学習支援などで関わってきた経

験、そして先行研究をもとに、学校統廃合について提案してきた。今後、市教育委員会がリー

ダーシップを取り、方向性を提示した上で、地域と協議を重ね、最終的に決定されることを望

む。      



 

    

 

また、その過程には、提案者も可能な限り、関わっていきたい。そして、決定後の実施過程

にも、微力ながら、提案者も貢献できることを願っている。 

  厚田地区、本町・八幡地区の子どもたちの教育環境が、いっそう良くなることを心から祈

り、この提言書を締めくくりたい。 
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