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この計画（案）は、本年 1月 18 日に開催した「設立準備委員会（第 4回会議）」で 

配布したものです。 

 今後の同委員会の検討の中で、内容が変わる可能性がありますのでご留意ください。 
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第１章 学校整備基本計画の策定にあたって 

 

厚田区の各学校は、それぞれの教育目標と共に「厚田ならではの教育」「厚田でなくてはできない教

育」を重視してきた。このことは、長い伝統を通して培われた、学校と地域との深い結びつき、小中

それぞれの学校間における結びつき、校区小中学校の９年間を見通した結びつきを生かし、充実した

教育活動に取り組もうとする厚田の教育関係者と保護者、地域住民の心意気を表している。 

こうした伝統に支えられ、厚田の教育は、児童生徒の確かな学力、豊かな人間性、健やかな体の育

成について確かな成果を積み上げてきた。 

 

石狩市教育プランは、教育の基本構想の理念を次のように示している。 

「自らの意志をもって学び、成長することに喜びを感じ、かつ思いやりをもって人とふれあうこと

に豊かさを感じ、協働により未来の地域社会を担う『自立する市民』を育む」 

そして、理念実現のための３つの柱として次の 3点を挙げている。 

Ⅰ 自ら学ぶ意欲を育てる教育 

Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体を育む教育 

Ⅲ 地域で育ち・学び・活きる教育 

この理念と柱は、厚田の学校と地域が目指してきた教育と軌を一にしており、特に「協働で未来の

地域社会を担う」「地域で育ち・学び・活きる教育」は、新設校の指針として重要な意味を有している。 

 

厚田区の統合校の学校整備基本計画を策定するにあたっては、厚田小学校、望来小学校、厚田中学

校、聚富小中学校に加え、すでに閉校した各学校を含めた約 140 年に及ぶ歴史と、統合に至る経緯を

踏まえ、新たな歴史を刻むこととなる新設校にふさわしい学校のあり方と施設のあり方について、（仮

称）厚田小中学校設立準備委員会で検討を重ねてきたところである。 

設立準備委員会で行ってきた検討を基に策定した本基本計画は、「石狩市教育の基本理念」を踏まえ

た「厚田ならではの魅力ある学校づくり」を実現するための仕組みづくりと、統合校を円滑に運営す

るための、施設・設備の基本的な機能についてまとめたものである。 

 

 

 

第２章 厚田における学校教育の概要 

 

厚田区の各学校が、それぞれの教育目標と共に重視している「厚田ならではの教育」「厚田でなくて

はできない教育」は、長い伝統の中で培われてきた。そして、それぞれの学校と地域との深い結びつ

き、小中それぞれの学校間の結びつき、小中学校の９年間を見通した結びつきという特色がどのよう

な歴史の中で培われてきたか明らかにしていきたい。なお、それぞれの特色の現在の状況については、

別項で取り上げることとする。 
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（１）厚田における学校教育の歴史 

 

① 厚田における初等教育の歴史 

厚田は、松前時代から漁業が盛んで、幕末からは弁財船の寄港地としても繁栄した地域である。

明治に入り定住者が増加すると、子どもの教育が必要とされ、古潭・厚田に１か所ずつ寺子屋式

私塾が開設された。佐藤辦蔵が東京から迎えた2名の師匠が両地を教えていたと伝えられている。 

明治 5年に「邑ニ不学ノ戸ナク、家ニ不学ノ人ナカラシメン事ヲ期ス」とした学制が発布され、

同 6年、開拓使札幌本庁が郷学を教育所と改めるよう布達し、教育制度が整備されつつあった。 

厚田の公的な学校教育は、明治 9年 10月の古潭教育所、明治 10年 3月の厚田教育所の開設に

始まる。 

石狩管内の公的な教育所としては、花畔、石狩（共に開設明治 6年）に次ぎ、厚田、浜益（同

11 年）、千歳（同 13 年）に先んじ、全道的に見ても最も歴史のある学校のひとつである。 

当時、文部省や開拓使の方針にもかかわらず、学校の設立はなかなか進まなかった。その理由

として(1)教育の必要が徹底していない。(2)経費の補助が少ない。(3)住民が貧しい(4)良い教師

を得ることが難しいということが指摘されている。（石狩教育史） 

このことから、当時の厚田の人々の経済力と、それにも増して、教育にかけた情熱がしのばれ

る。 

その後、安瀬、発足に分校が設立され、明治 30年には望来尋常小学校、同 32 年には聚富尋常

小学校が設立された。望来尋常小学校には、正利冠、桂の沢分校が設立された。これらの学校は

下図のように、独立したり、統合されたり、制度変遷によって名称が変更されたりしたが、旧厚

田村には多いときで、各地域に 8校の小学校が存在していた。 

 

 

② 厚田における中等教育の歴史 

一方、中等教育は、明治 28 年に厚田尋常小学校に高等小学校が併設、厚田尋常高等小学校とな

って始まった。その後、大正 8年に望来尋常小学校に高等科が併設され、さらに、明治 30年に古

潭尋常小学校に水産補習校が併設されて、着実に進展した。 

昭和 22 年に学校教育法が制定されて、新しい学校制度がスタートすると、厚田中学校と望来中

学校が新設され、厚田中学校には発足分校、古潭分校が併設され、望来中学校には、正利冠分校

と聚富分校が併設されて、新しい義務教育の中学校が誕生した。 

各地区の住民の強い希望により誕生し、地域と共に歩んできた厚田の学校ではあったが、児童

生徒数の減少に伴い、閉校・統合を余儀なくされていった。昭和 42 年には、安瀬小学校が厚田小

学校に、昭和 44年には正利冠小学校と桂の沢小学校が望来小学校に統合され、平成 2年に古潭小

中学校が望来小学校と望来中学校に、平成 15 年に発足小学校が厚田小学校に統合され、平成 19

年に望来中学校が厚田中学校に統合された。統合直前の在校生は、発足小学校 7名、古潭小学校 3

名、古潭中学校 15名、望来中学校が 16名だった。 



- 5 - 

 

 

 

 

 



- 6 - 

（２）厚田における学校教育の特色 

 

① 地域と学校の連携 

厚田の学校についてそれぞれの歴史を紐解くと、どの学校も地域の住民から非常に大切にされ

てきたことが明らかになってくる。いくつかの事例を紹介する。 

古くから漁業で繁栄した古潭と厚田で寺子屋式私塾が開かれたことはすでに述べたとおりであ

るが、後に農業による開拓が行われた望来、発足、聚富などの地域でも同様にして教育が始まっ

たことが、記録に残っている。 

発足地区は明治 19年に、徳島県人 5戸の入植によって開拓が始まった。南国から入植した人々

は寒さ厳しい北の大地のうっそうとした森林を開拓して生活の基盤を確立していった。一定の生

活基盤が整備された明治 31 年に、地域の人々は協力して笹葺き小屋を建て、浄土宗の僧侶を雇用

して寺子屋風の教育を開始した。最初に学んだ子どもは 5、6名であった。5年後の明治 36 年に発

足簡易教育所が認可されるが、この時、校地は佐藤辦蔵の寄付により、校舎は住民が別狩にあっ

た漁場の建物を購入し、全員の奉仕作業で解体、運搬、建設を行った。 

さて、第二次世界大戦末期の昭和 20 年 7 月 15 日、アメリカ軍が北海道各地を空襲して大きな

被害が発生した。全道で唯一空襲によって焼失した学校が、古潭国民学校（当時）だった。戦後、

漁業組合の水産倉庫で不自由な授業が行われる中、住民の間に新校舎建設の機運が高まっていっ

た。しかし、戦後の混乱の中で、校舎建設は困難をきわめていた。住民は自らの手で学校再建に

取り組むことを決め、全員の手で、払い下げを受けた千歳の軍関係の施設を解体、運搬した。さ

らに土台のコンクリート打ちから建て前、ガラス入れまですべてを協力して行い、昭和 22 年 11

月に新校舎を再建させることができた。 

その後も、連綿と続く住民の篤い支援に支えられて、厚田の各学校では充実した環境が整備さ

れ、厚田ならではの教育活動が行われてきた。 

学校・家庭・地域社会の結びつきは、どの時代にあっても教育のきわめて重要な課題であるが、

生涯学習審議会が、平成 8 年 4月の答申において「学社融合」の概念を提唱したことで、その意

義が再認識されることになった。平成 10年に厚田小学校と厚田中学校が、石狩教育局の学社融合

推進モデル校に指定された。この指定を受けて、両校では、福祉施設や地域行事との連携を強化

した。また、小学校では地域住民による読み聞かせ、陶芸体験、保護者の協力による地域探訪な

どこれまでの取り組みの充実を図った。中学校では、厚田村七夕行灯行列に全校で参加すること

になった。 

長い歴史によって培われた伝統を踏まえながら、現在もそれぞれの学校と地域で連携活動が行

われている。具体的な取組は第 3章に掲載している。 
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② 小学校間と中学校間の連携 

 

「厚田ならではの教育」の重要な特色として「郷土愛」の涵養があり、その典型的な事例とし

て、現在、厚田中学校で取り組む獅子舞の伝承をあげることができる。「望来獅子舞」として伝

承されてきたこの取り組みが統合後の厚田中学校に受け継がれた背景には、厚田における密接な

学校間連携があった。 

望来獅子舞は、富山県出身で当時 53 歳だった本吉五市郎氏が、生まれ郷里で幼いころに覚えた

獅子舞を、昭和 5 年に望来の人たちの協力で再現し、以来舞い継がれてきた。昭和 45 年の望来開

村 100 年を機会に保存会が誕生し、昭和 58 年からは、中学生が保存会の演技指導を受け伝承に取

り組んできた。望来獅子舞は、運動会、学校祭、地域の祭典、施設訪問などで披露され高い評価を

受けてきた。 

実は、望来獅子舞のもうひとつの重要な発表の場として、厚田村時代の平成 4年から 17年まで

14 回にわたって行われた石川県門前町と、厚田 3 校の 2 年生全員による「子ども親善大使」があ

った。かつて北前船で結びついていた門前町を訪問する取り組みの中で、門前の中学生が気概と

誇りを持って披露した「剱地やんさいこ」などの伝統芸能は、厚田の中学生に大きな影響を与え

た。望来中の生徒は、門前の中学生の姿勢を見て、自分たちが取り組んできた獅子舞の価値を再

認識し、平成 10 年からは訪問の際に獅子舞を披露するようになった。厚田中と聚富中の生徒は、

門前と望来の取り組みに羨望の気持ちを感じて、当時大きなうねりとして盛り上がってきたよさ

こいソーランを披露するようになった。文化の交流は、門前と厚田、そして厚田 3 校の中学生の

絆を深める上で、大きな役割を担うことになった。 

望来中学校が閉校する際に、当然ながら望来獅子舞の伝承のあり方が大きな課題となった。統

合により閉校した学校の取り組みが残ることは珍しいことかもしれないが、親善大使の蓄積があ

ったからこそ、厚田中の生徒が、「望来獅子舞」の価値を正当に評価し、統合後、伝承の当事者

になることができたのである。 

この事例に見られるように、各学校間の結び付きがきわめて強いことも「厚田ならではの教育」

の特色であった。昭和初期の記録で各学校の運動会に「他校種目」があり、交流を楽しみにして

いたことがわかる。各学校の児童生徒数が減少すると、その問題点を補う目的で同の行事が増え

ていった。 

昭和 59 年には「厚田村集合教育推進協議会」が発足し、明確な目標ときめ細かな計画によって

学校間の連携が行われるようになった。組織は合併により解散したが、その伝統は現在まで続い

ている。 

 

③ 中学校区の小中学校間の連携 

聚富小中学校は、小学校と中学校が併置された学校であり、小学校と中学校の連携が日常的に

行われる環境が整っている。同校では、さらに「少人数だから、小中併置校だから、聚富だから

できる学校づくり」を重点目標「課題意識をもって学び、自分の思いや考えを豊かに表現する子

どもの育成（小中学校の連携を図りながら）」を研究主題として、小中学校の結びつきを学校の

強みとした学校経営に取り組んでいる。 
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具体的には、小学校と中学校の教員が、相互に乗り入れた教育活動を実施している。小学校で

は、基礎・基本の定着と中学校教員の専門性により、児童の学習意欲の向上を図るため、中学校

籍の教員と小学校担任による TT 授業を、5、6年の社会科、理科、家庭科、外国語活動、4年の算

数で実施している。また、小中合同行事に当たっては、小学校籍の教員が 9年間を見通した提案

をして、協働的、協力的な指導体制の充実を図っている。「乗り入れ授業を行うことで、９年間

を見通す大切さがわかった。もっと早く取り組めばよかった」という教員の感想が多く、乗り入

れによって、学校がまとまり、全員がひとつになって、子どもを育てる姿勢が強まった。 

小学校と中学校の連携は、厚田中学校校区（厚田小・厚田中・望来小）でもきめ細かく実施さ

れ、成果を挙げている。 
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第３章 厚田区各学校の現況 

 

（１）各学校の学校経営の重点、研究主題、特色ある教育活動、抱える課題 

 

① 厚田小学校 

 

学校名 石狩市立厚田小学校 

【学校経営の重点】 

①確かな学力を育む学習指導の工夫・改善 

②授業力を高める研修活動の充実 

③豊かな心を育てる道徳教育の充実 

【研究主題】 

「主体的に学び、協同的に課題解決をする子どもの育成」 

  算数科を通して 

   ①単位時間における学習過程の工夫、②客観的な実態把握と評価活動 

   ③ノート指導 ④相手意識をもった表現スキルの充実 

【特色ある教育活動】 

（学校と地域の連携、小学校間と中学校間の連携、中学校区の小中学校間の連携） 

①学校と地域 

 ○地域の人材を活用した農魚業体験活動、福祉の学習、その他（読み聞かせ、地域ＳＡＴ、 

  厚田を海から見る会）他 

②小中連携 

  ○合同運動会、地域清掃、出前授業、他 

③校区内小小連携 

 ○授業参観交流、家庭学習の統一化 他 

（学力向上、体力向上等の取り組み） 

①学力向上→ 学校改善プランに基づく授業改善、学習規律、家庭学習の充実 

 ・学習タイム（水曜放課後）による習熟度別指導（高学年） 

 ・算数の単元終末における習熟度別授業 

②体力向上→年間を通した縄跳びの取組 

 ・全学年新体力テストの実施 

 ・日常的に取り組める環境整備（体育館内） 
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【抱える課題】 

 学力向上に課題（特に高学年に傾向が強い） 

  ・一層の授業改善、家庭学習と連動したシステムの構築 

  ・職員不在時（会議、研修等）による補欠体制の補強 

    →今後学校統廃合に向けた加配の申請予定 

 

 

② 望来小学校 

 

学校名 石狩市立望来小学校 

【学校経営の重点】 

 学校教育目標 １．よく考え進んで学ぶ子ども（知）    目標の実現に向けた取組の推進 

        ２．思いやりをもち助け合う子ども（徳）  特に、進んで学ぶ子の育成を重点 

        ３．健康でたくましい子ども（体）      

 ◎創意を生かし、知・徳・体のバランスのとれた教育活動の推進・・・三つの柱と９項目の取組 

                                ＊「学校経営ビジョン」参照 

【研究主題】 

  「意欲的に学び、表現できる子どもの育成」～複式学級における算数科授業づくりを通して～ 

                            （３年計画１年次目） 

【特色ある教育活動】 

Ⅰ．学校と地域の連携、小学校間と中学校間の連携、中学校区の小中学校間の連携 

１．地域性を生かした体験活動「稲作活動」、「すくすく園活動」、「砂の造形活動」、「収穫祭」等 

２．地域との連携「地区合同運動会」、「学芸発表会」、「清掃美化活動」、「出前授業」等 

３．小学校間の連携「合同社会見学」、「合同宿泊学習」、「合同修学旅行」、「集合体育」等 

４．中学校区の連携「出前授業」（国際理解教育）、「自由参観日訪問」、「各種保健行事の支援」等 

 

Ⅱ．学力向上、体力向上等の取り組み 

１．学校改善プランに基づく取組（個別指導の充実、指導体制の工夫、ICT 機器の活用等） 

２．学習規律の徹底（「望来の子」を基本に指導） 

３．学習記録（「個人カルテ」）の作成、各種調査やテスト結果の分析と取組の改善 

４．体力向上プランに基づく取組（体育の授業、業間休みの体力づくり：マラソン、なわとび等） 

 ５．学習支援体制の工夫（技芸講師の配置、地域 SAT 及び学生 SAT の活用） 
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【抱える課題】 

 Ⅰ．平成２７年度の課題 

  １．学力の向上⇒活用する力、応用する力に課題がある。また、家庭学習の時間が十分でない。 

  ２．読書量の減少⇒読書する機会や時間の減少傾向がとまらないこと。 

  ３．教育課程の改善⇒特色ある教育活動に係る時数の適正化、およびスリム化。 

  ４．校務分掌の改善⇒３学級４定員の規模に合う分掌業務の工夫。 

  ５．地域人材の活用⇒人材リストの活用を図ること。 

 Ⅱ．平成２８年度（学校評価・中間評価） 

  １．道徳教育、外国語活動の充実⇒年間指導計画の作成および改善 

２．学校安全の確保⇒危機管理マニュアルの更新等 

 

 

③ 厚田中学校 

 

学校名 石狩市立厚田中学校 

【学校経営の重点】 

◎目指す学校像 「地域の中で存在感のある学校」 

①生徒にとって楽しい学校 ②保護者・地域に信頼される学校 ③教師にとって生きがいのある学校 

 

◎平成２８年度教育目標 

  「一人一人が『確かな学び』を身につけ、自ら進んで意欲的に活動する生徒の育成」 

～自主・自立の育成を目指して～ 

 

◎学校経営の重点 

 １．主体性を育み、生徒一人一人に応じた確かな学力の定着を図る。 

 （１）基礎基本の定着・習熟の徹底と総合的知性（生きる力）を育む教育活動を展開する。 

 （２）一人一人の学習状況を的確に捉え、個に応じたきめ細やかな指導の充実を図る。（TT・補充 

学習の実践など） 

  （３）学習内容の理解や意欲を高めるため、指導内容の定着に向けた授業の改善・充実を図る。 

 （４）学習内容の定着を図るため、個に応じた家庭学習の工夫改善を図る。 

 （５）学力向上に関わり、小中一貫の考えに立って、９年間を見通した教育の充実に努める。 

 

 ２．心身ともに健康で、自主・自立の精神を身につけ、表情豊かに生きる力を育てる。 

 （１）全教職員の一貫した生徒指導を通して、生徒理解に努めるとともに、基本的生活習慣の定着 

を図り、自己指導能力を育成する。 

 （２）道徳の時間の充実を一層図ることにより、内面にせまる道徳性を育てるとともに、教育活動 

全体を通して思いやりや感謝の心を育み、より良い人間関係の構築を図る。 

 （３）体験活動やボランティア活動を通して、社会参加の意義や人との絆づくりについて意欲化を 

図る。 

 （４）学年・学級活動、生徒会活動、各種行事等、生徒の活動全般を通し、表現力豊かな言語環境 

を育てるとともに、自主・自立の精神を育む教育活動の展開を図る。 
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 （５）体育的行事や部活動を通して、目標に向かって取り組む強い意思と体力を育てる。 

 

 ３．保護者や地域の期待に応える、地域に存在感のある学校づくりに努める。 

 （１）開かれた学校づくりに努め、保護者・地域に学校から積極的に関わる中で相互理解と連携を 

進める。 

 （２）教職員・保護者・生徒による学校評価を活用し、教育課程の改善を図る。 

 （３）地域文化の継承、地域や学校の人材・資源の活用を図り、朝読書、国際理解教育など特色あ 

る教育活動の推進に努める。 

 

 ４．教職員相互の和と信頼のもとで教職員としての自覚と経営参画意識を高める。 

 （１）学校教育目標実現のための計画的・組織的な研究体制の確立、教職員一人ひとりの授業力・ 

教員としての資質向上を目指した研修の充実を図る。 

 （２）教職員の専門職としての自覚と使命感を持って、職務の遂行及び職能の向上、危機管理意識 

の高揚に努める。 

（３）全教職員が相互の信頼と協働意識を持って経営参画意識を高める。 

 

 

【研究主題】 

◎研究主題  すべての生徒に「わかる喜び」を感じさせる授業づくり 

～自ら進んで学習に取り組む生徒の育成～ 

◎研究内容と方法 

 １ 個に応じた指導の充実 

（１）ＴＴ授業の充実  （２）個人カルテの作成・活用 

 ２ 学習事項の定着に向けた指導の工夫 

（１）定着に向けた授業改善（授業交流週間の設定と意見交流、授業評価の実施） 

（２）定着に向けた家庭学習指導の工夫 



- 13 - 

【特色ある教育活動】 

１ 学校と地域との連携強化 ～小中統合校開校に向けて～ 

 （１）学校行事を通しての地域への働きかけ  （２）積極的な情報発信 

 （３）地域人材の活用（伝統芸能「望来獅子舞」の講師、ＳＡＴ、道徳の授業の講師など） 

 （４）地域行事への積極的な参加及び地域との積極的な交流（みよし園訪問など） 

 （５）文化部と「厚田・港・朝市」、「石狩湾漁協」との連携（案内及び啓発看板作成など） 

２ 中学校間の連携 

 （１）部活動における浜益中学校との連携（野球部・バレーボール部～合同チーム結成） 

３ 中学校区の小中学校間の連携 

 （１）厚田中学校区連携教育会議の効果的な運営（年３回開催 「学習指導」「生徒指導」「養護 

・栄養教諭」「事務職員」の４部門で活動） 

 （２）厚田小中合同運動会 

 （３）厚田小中合同校外清掃（ボランティア清掃 厚田海浜プール） 

 （４）中学校から小学校への出前授業の実施（国際理解教育、音楽） 

 （５）授業公開日等を利用した授業参観 

 （６）一日日程の入学説明会 

４ 学力向上の取り組み 

 （１）補充学習の充実（第３学年部活動引退後の放課後学習会、長期休業中の学習会） 

 （２）個に応じた家庭学習指導 

５ 体力向上等の取り組み 

 （１）毎朝の健康調査及び健康な体づくりのための食の指導（基本的生活習慣の確立） 

 （２）新体力テストによる体力・運動能力の実態把握と保健体育、部活動による体力向上の取組 

【学校が抱える課題】 

 １ 学力の向上（個人に応じた指導の充実）及び指導内容の定着 

 ２ 平成３２年度の統合校開校に向けた小中連携の強化（９年間を見通した教育課程の編成など） 

 ３ 平成３２年度の統合校開校に向けた生徒の自発的活動促進及び自主性・自立性の育成の強化 

 ４ 生徒数の減少に伴う教育活動の矮小化・縮小化（部活動の存続、行事の内容変更など） 

 ５ 地域活性化の一翼を担う教育活動の工夫（厚田ならではの教育、厚田でなくては出来ない教育） 

 ６ 平成３２年度の統合校開校に向けた教職員構成の確立（効果的な人事異動）等条件整備 
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④ 聚富小中学校 

 

学校名 石狩市立聚富小中学校 

【学校経営の重点】 

少人数だから、小中併置校だから、聚富だからできる学校づくり 

○協働体制による創意に満ちた信頼される学校づくり 

○豊かな人間性を育み、人として生きていくための力の育成 

○基礎・基本の確実な習得と、「確かな学力」の育成 

○健やかな体を育み、自分の命を守る教育の推進 

 

【研究主題】 

 ○課題意識を持って学び、自分の思いや考えを豊かに表現する子どもの育成 

          ～小中学校の連携を図りながら～ 

【特色ある教育活動】 

 

≪地域連携≫ 

○運動会など（体育振興会合同開催）  

運動会は「聚富地区体育振興会」と合同で行っています。児童生徒の競技と体育振興会の競技を順番に行い、効率

的に運営できるように工夫しています。 

○聚富神社祭  

地域の行事、聚富神社祭への奉納相撲に小中学生が全員参加しています。余興では小中合同で「よさこい踊り」を

披露します。 

○稲作・稲刈り・畑作 （小学校）  

地域の方に、指導を受け実際に農作物の栽培を行い、収穫まで行っています。「栽培」を通して、食の大切さを体

験的に学び、育てる楽しみ、収穫の喜びなどと同時に、生産者の思いと工夫に気づいたりする学習をめしています。 

○読み聞かせ  

教員のみならず、地域のボランティア「おひさまの会」による、読み聞かせを休み時間に行っています（年間２０

回）。その他、年間２回の読書月間には、１時間読み聞かせもあります。  

○クリーン作戦  

地域の方と共同で、自分たちの地域をきれいにするクリーン作戦に取り組んでいます。通学路や、バス停を中心に

清掃活動を行っています。  

○地域を生かした体験活動 

 地域の自然や施設を活用した学習活動・体験活動を行っています。地層見学、販売体験、職業体験、乗馬体験など

地域の資源を活用した体験活動を行っています。 

○外部指導者（漁業・カローリング他）  

地域の方を講師として、地域の産業や地域スポーツ、地域社会等について学習しています。（漁師の出前授業・ 

カローリング（石狩市民スポーツ）・租税教室、スキー学習など多くの地域の方にご協力いただいています。 



- 15 - 

○放課後子ども教室  

放課後子ども教室と連携して、自然体験、伝統文化、運動に親しむ機会の充実を図っています。 

 

≪小中連携≫ 

○小中一貫を支える連携体制  

小中合同の分掌部会による日程や行事等の調整、小・中それぞれの学校部会によるきめ細やかな指導検討、小中合

同の職員会議により効率的な運営と、相互理解を深め、密接な連携を図っています。 

○小中合同の児童生徒会活動 

小・中それぞれの児童会、生徒会活動とともに、小中合同の「児童生徒会」による学校行事の運営や、地域の行事

への参加により児童生徒の交流活動を行っています。  

○小中一貫した授業スタイル  

１時間の学習の流れを小中学校全体で「シップ授業スタイル」として統一を図り、全ての授業で取り組むことによ

り、授業におけるスムーズな小中接続を図っています。 

○小中一貫した家庭学習 

「家庭学習の手引き」は小学校 1年から中学校３年まで学習の取り組み方や保護者としてのかかわり方などを系統

的に示し、小中９年間の発達の段階を踏まえた家庭学習の例示と指導を行っています。 

○小中合同の授業研究  

小中教員相互の授業参観の実施、指導内容や方法についての小中教員相互の情報交換による授業改善により、 

９年間を見通した授業づくりを行っています。 

○小中教諭の TT と副担体制  

小学校での小中教員の TT 授業、中学校教員が小学校学級副担任、小中合同行事の提案は小学校側が 9年間を見通

した提案をする等、9年間を見通した協働的・協力的な指導体制の拡充を図っています。 

≪学力向上≫ 

○家庭学習のすすめ  

年度始めに家庭学習の手引きを配付するとともに、年間数回、生活習慣や家庭学習についてのアンケート調査実施。

また、参観日や通信で「家庭学習ノート」を紹介するなど、家庭と協働して取り組む活動を進めています。 

○言語活動の充実  

言語活動の充実の日常的な取り組みとして、短作文指導（低中学年）、新聞を読み要旨をまとめ感想を書く（高学

年）活動を行わせています。また、発表に対する、質問の受け答えについても意識させるようにしています。 

○英語（外国語活動）  

小学校１年生より英語学習を実施、国際理解教育とともに英語という言葉の基本的な学習を行い、外国語活動や中

学校英語への円滑な接続を図っています。 

○長期休業中の学習会  

 ｢学習会｣は、長期休業中における学習習慣を身につけさせることをねらいとし、休みの初日から実施しています。 

約束は、①集中する。②学習中はしゃべらない。③漢字は自分で調べる。④わからない時は静かに手を挙げる。 

○聚富授業スタイル・ＩＣＴ  

「課題」「まとめ」といった基本的な授業スタイルを小中で同様に実施しています。小学生から、学び方を身に付

けさせ、質の高い指導を図っています。  
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○読書発表会・作品発表会  

年間２回、読書月間を設定。読書に親しませるとともに、自分の読んだおすすめ本の紹介などの発表も行わせてい

ます。その他、全校集会や総合的学習の時間の発表活動など通じて言語活動の充実も図っています。 

○授業・学習評価の実施  

  授業研究とともに、教師の学習評価、児童生徒の学習評価を行っています。評価項目は「全国学力・学習状況調査」

の質問紙調査を参考に、児童生徒と教師で同じ項目で評価を行っています。 

○中学校教諭による TT  

  小学校の基礎・基本の定着と中学校教員の専門性により、児童の学習意欲の向上を図るため、中学校籍の教員と小

学校担任による TT 授業を実施しています。（56 年：社会科、理科、家庭科、外国語活動。4年：算数） 

 

≪体力向上≫ 

○体育の授業（特定の運動の強化）  

  学年により、苦手な運動を克服させるため、授業のはじめに特定の運動能力を強化する取り組みを実施しています。 

休み時間も体を動かせるようボールなどの運動用具を自由に利用できるようにしています。 

○持久走・縄跳び・鉄棒  

全校で特設的な運動励行の機会を設定しています。持久走、鉄棒、縄跳びで目標を設定。個人カードを作成し、自

己の成長を振りかえるとともに、目標を持って取り組むことができるようにしています。 

○全校 新体力テスト  

小学校 1年生から中学校 3年生まで全校一斉に新体力テストを年２回実施しています。記録をカードに記入させ、

自分の成長を実感できるよう工夫しています。 

○遊ぶＤＡＹ・ゲーム集会  

児童・生徒会が中心となって、体力向上の取り組みを行っています。昼休みに小中みんなで遊ぶ「遊ぶＤＡＹ」、

中休みに小学生で企画する「ゲーム集会」なども行われています。 

○全校 （運動会・遠足）  

小全校での遠足、運動会での小中合同スタンツやよさこい踊りを実施。子どもたちの成長段階と体力面も考慮し、

子どもたち一人一人が自ら目標を持ち意欲的に取り組めるよう学年ごとで差をつけています。 

○清掃活動  

小中縦割りでの清掃活動、小１～中３まで、班ごとに分かれて実施しています。中学生が清掃のやり方を指導、下

級生が見習う等、リーダーを中心に効率的な清掃活動を行っています。 

○食 育  

 様々な体験的を通し、食の持つ多様な側面に気づき、大切さを学ぶことができるような取組をすすめています。調

理活動でも地場産を活用し、子どもが地域の環境や産業について理解を深めることができるよう工夫しています。 

○厚田区合同体育（小）  

集団スポーツなどは厚田区の３校合同での体育を実施しています。少人数の良さを生かした指導を生かし、集団ス

ポーツの楽しさも味わわせることが出来るよう工夫しています。 
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【学校が抱える課題】 

○今年度から、中学校の先生が TT として小学校の授業入り、小学校の複式授業の負担は軽減できたが、反面、中学校の

先生の負担が大きくなっているので再度調整しなくてはならない。 

○先生一人一人が分担する仕事量が多く、負担が大きい。一人でも二人でも何らかのかたちで加配があると助かる。 

○立地の問題で石狩管内から先生を呼び寄せるのが難しい。 

○教頭は、連合自治会や神社祭実行委員会等の仕事があり多忙である。(今年は特に一人なので) 

 

 

（２）各学校の校舎等の現況 

 

① 厚田小学校 

管理・教室棟は昭和59 年築（33年経過）、体育館は昭和51 年築（41年経過、平成23年耐震化

工事済み）である。特に校舎の外壁・内壁や床タイルの劣化、機械設備の老朽化が目立つ。また、

冬季間における校舎内の廊下及び階段部分の断熱・保温に課題がある。 

 

② 望来小学校 

管理・教室棟は昭和60 年築（32年経過、一部は昭和52 年築）、体育館は昭和52 年築（40年経

過、平成25 年耐震化工事済み）である。 

 

③ 聚富小中学校 

普通教室棟は昭和55 年築（37年経過）、特別教室棟は平成元年築（29 年経過）、多目的教室

は平成11 年築（18 年経過）、体育館は昭和57年築（35 年経過、平成24 年耐震化工事済み）で

ある。特に校舎の外壁・内壁の剥がれ落ちや、雨漏りによる天井タイルの劣化、暖房設備の故障

等、建物全体の老朽化が進んでいる。 

 

④ 厚田中学校 

教室棟は昭和49 年築（43年経過、一部は昭和57 年築）、体育館は昭和63年築（29年経過）で

ある。特に教室棟の屋上部分の防水機能の劣化によって雨漏りが頻繁に発生しているほか、天井

タイル・外壁モルタルの剥がれ落ちや内壁塗装の劣化、暖房・機械設備の故障等、建物全体にお

いて老朽化が著しく、部分的な修繕による対応が困難な状況になっている。また、冬季間におけ

る校舎内の廊下及び階段部分の断熱・保温に課題がある。厚田地区の高台に位置し、現在は緊急

避難場所（福祉避難所）に指定されているが、今後も地域防災の役割を果たす施設として位置付

けるのであれば、設備･機能の両面において不備・不安な点が多いと考える。 
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第４章 厚田における学校統合の経緯 

 

地域人口及び児童生徒数の減少を背景に、旧厚田村では平成 10年から村内中学校の統合の検討を開

始し、平成 12年の厚田村学校配置問題検討委員会からの答申を踏まえ、平成 13年に中学校 3校を 1

校に統合し望来地区に新設する方針を打ち出した。しかしその後、平成 17年 10 月の市村合併、さら

にその後の財政状況の悪化など、行政を取り巻く環境が激変する中で、こうした動きはいったん事実

上の棚上げ状態とならざるを得なかった（なお、複式化が不可避となっていた望来中学校は、これら

の動きに先行する形で、平成 19 年 4 月に厚田中学校に統合された。）。 

その後も児童生徒数の減少と学校施設の老朽化は年々深刻な状況となっていることを踏まえ、教育

委員会は、未来を担う子どもたちのためには適切な教育環境の整備充実が必要と判断し、平成 22年か

ら厚田区における小中学校の将来像の検討を改めて開始した。検討経緯は次のとおりである。 

 

 

（１）「厚田区における小学校・中学校のあり方、将来像」検討（平成 22 年 7 月） 

 生徒数推計により、平成 26 年度から聚富中学校の複式化が想定されることとなり、聚富小中学

校の PTA で、保護者の意見交換会等が行われた。このことを受けて、教育委員会は厚田区における

学校統合のあり方を多面的に検討するため、石狩市厚田区学校配置基本方針（案）作成懇話会（後

に「厚田区学校に関する検討会」に名称変更）を設置する準備を進めた。 

 

（２）厚田区学校に関する検討会（平成 24 年 5月～平成 25 年 1月） 

これまでの経緯を踏まえ、厚田区の学校のあり方を検討するために、6 回の検討会を開催した。「決

定機関ではない」「統廃合ありきではない」ことを前提に、広く委員の意見を求めた。 

検討の方向性として、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。 

 

 

［検討会の委員] 

地域協議会   佐藤勝彦（座長） 吉田一男   

町内会代表   土門隆一    中西元典   本吉俊一   朝倉 勲 

ＰＴＡ関係者 

小中学校   渡邉教円     河野博文   盛重栄司   河合徳秋 

松浦百合江      岡部吏奈   杉本ひとみ   谷 康路 

保育園   小笠原久美子   相原理子 

学校関係者     泉山浩幸     谷口みどり  青山 司 

中村伸次     宮口貴裕            （敬称略） 
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（３）教育委員会会議において学校整備の具体検討を行うことの決定（平成 26 年 8月 26 日） 

教育委員会は、厚田区学校に関する検討会での意見や確認事項などを踏まえ、整備する時期や場

所、手法などについて、学識経験者や町内会、PTA 関係者、学校関係者（オブザーバー）を構成

員とする検討会組織を設置し、より具体的な検討を行うことを決定した。 

 

（４）学校の整備に係る検討会（平成 26年 9 月～平成 27年 4 月） 

上記の教育委員会会議の決定を受けて、平成 26 年 9 月より、厚田区と本町・八幡地区において

学校の整備に係る検討会が開催され、このうち、厚田区小中学校の整備に係る検討会は 5 回開催さ

れた。 

 

［検討会の委員] 

学識経験者   佐藤勝彦（座長） 渡邉教円   大黒利勝 

町内会代表   土門隆一    中西元典   本吉俊一   朝倉 勲 

ＰＴＡ関係者  

小中学校   早坂伊佐雄    向井 稔   盛重栄司   岡部吏奈 

保育園   原つぐみ    東野さやか    角田由希 

学校関係者   上野信仁    小川亮男   照山秀一 

松原謙二    得能敏宏            （敬称略） 

 

 

平成 27 年 4 月 14 日、検討会は 5 回の会議で検討した「意見のまとめ」を､佐藤座長より石狩市教

育委員会 鎌田教育長へ提出した。 

 

 

「厚田区小中学校の整備に係る検討会 意見のまとめ」【概要】 

 

［総論］ 

・少子高齢化に対応した厚田区における今後の小中学校整備のあり方を検討 

    ・子どもたちのより良い学習環境を目指すという考えを基本に、 

「知る（今の学校のこと）」 

「考える（これからの学校のこと）」 

「まとめる（整備のあり方）」 

の 3 ステップで検討 

    ・地域の事情や個々の課題はありつつも、一定の規模を確保し、機能を集約するために、

学校統合について具体的に検討すべき。 
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［どのような学校が良いのか ～「ブレーンライティング」によるまとめを行う～］ 

    ・小中一貫教育のできる学校 

    ・コミュニティ・スクールを考えた魅力ある学校 

    ・適正な人数で教育が受けられる機会（複式編成でない） など 

 

  ［学校を整備する時期］ 

    ・具体的時期の明言には至らなかったが、できるだけ早期に実現すべき。 

    

［学校を整備する場所］ 

    ・具体的に明言するには至らなかったが、まちづくりの視点も踏まえ定める必要。 

 

  ［付帯意見］ 

    ・並行して検討されている本町・八幡地区の方向性を注視する必要。 

    ・聚富地区については、通学先を選択できる枠組みを要望する。 

 

 

 

（５）外部有識者による意見書（平成 27年 7 月～8月） 

教育委員会は、厚田区と本町・八幡地区の学校整備の具体策を取りまとめるにあたり、専門的か

つ第三者的な立場で、多様な視点による具体的考察をいただくため、外部の有識者（３名）に意見

書の作成を委嘱した。 

平成 27 年 7 月 13 日、厚田区と本町・八幡地区の現地視察を実施し、8 月上旬に意見書を受理し

た。 

 

 

平成 27 年 8 月 

 

「学校整備の具体策」の策定にかかる外部の有識者からの意見書 

 

木村 純 （北海道大学高等教育推進機構 特任教授） 

  前田賢次 （北海道教教育大学札幌校教育方法学研究室 准教授） 

  伊井義人 （藤女子大学人間生活部人間生活学科 教授） 

 

※ 意見書は、石狩市ホームページに掲載しています。 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/16193.pdf 

 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/16193.pdf
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（６）「学校整備の具体策（案）について ～厚田区～」（平成 27 年 11 月） 

教育委員会は、平成 26 年 9 月より平成 27 年 3 月までに開催された「学校の整備に係る検討会（厚

田区：5 回）」による意見のまとめと、外部の有識者（3 名）から専門的かつ第三者的な立場で、多

様な視点による具体的考察として作成いただいた意見書を参考に、厚田区における学校整備の基本

方針として、「学校整備の具体策（案）について ～厚田区～」を決定した。 

（平成 27 年 11 月 13 日、平成 27 年度教育委員会会議 11 月定例会で決定。本町・八幡地区も同時

に提示。http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/16202.pdf） 

 

 

平成 27 年 11 月 

 

「学校整備の具体策（案）について ～厚田区～ 」 

【概要】 

はじめに 

 本市の児童生徒の数は、市全体では横ばい傾向にあり、今後は少子高齢化の進行によって

徐々に減少し、その傾向が続くものと考えられる。 

また一部の学校では、施設の老朽化が著しい状況にあること等、市教委としては、未来を

担う石狩の子ども達のために、適切な教育環境の整備と充実に向けた継続した取り組みが必

要であると強く認識している。 

このようなことから、市教委は、地域人口及び児童生徒数の減少が続いている「厚田区」

において、具体的な学校整備の手法等を盛り込んだ「学校整備の具体策（案）」をまとめた。 

まとめにあたっては、平成 26 年 9 月より平成 27 年 3 月までの間、開催された「学校の 

整備に係る検討会（厚田区：５回）」においてまとめられた意見や検討内容のほか、外部の 

有識者（３名）から専門的かつ第三者的な立場で、多様な視点による具体的考察として作成

いただいた意見書を参考に、①基本的な考え方 ②個別・具体計画 を示すこととした。 

 

学校の現状と今後の見通し 

１ 児童生徒数の現状と今後の推移（略） 

２ 学校施設の現状（略） 

 

学校整備の具体策 

１ 基本的な考え方 

（１）教育的な視点（社会性の育成、集団活動の機会確保等の必要性について） 

（２）特色ある教育の推進 

① 更なる小中連携の取組 

② 地域との連携による教育活動の展開 

③ ふるさと学習の推進 

④ 地域課題や今日的な教育課題に対応した取組 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/16202.pdf
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（３）学校が地域コミュニティの核としての性格を有する視点 

（４）学校施設の整備について 

 

２ 個別・具体計画 

（１）厚田区の学校整備 

厚田区の小学校（３校）と中学校（２校）を１校に統合します。 

① 施設 

（仮称）厚田小中学校を新設する。 

新たに小中一体型の施設を建設する。 

② 新設校の位置       

      現在の厚田中学校を予定地とする。 

③ 整備の時期 

できる限り早期の新設校の開校を目指す 

      ・１年目        教育システムの検討（設立準備委員会の発足）、 

基本コンセプトの検討（ベース設計） 

      ・２年目        基本設計、実施設計 

      ・３年目前期      現・厚田中学校校舎の解体工事など 

      ・３年目後期      新築工事着工 

      ・４年目後期      新校舎完成、開校準備 

      ・５年目        開校 

 

④ 新設校の特徴 

      新設校は、施設一体型の小中一貫校（義務教育学校）とし、子ども達の生きる力（＝

知・徳・体のバランスのとれた力）を育むことを基本にしつつ、少人数・小規模校と

してのメリットを生かしたＩＣＴ教育や、英語教育、環境教育の実践等、現代的な教

育ニーズに対応するほか、平成 30 年度オープン予定の「道の駅」と連携し、厚田区

の豊かな自然や文化、伝統、産業資源等を生かしたふるさと学習やキャリア教育等、

地域の特色やニーズを踏まえた独自のカリキュラムによる学校づくりを行う。 

      また、これまで検討されてきた、学校と地域との連携による「厚田ならではの学校

づくり（厚田モデルのコミュニティ・スクール）」を具現化するとともに、保育園や

地域開放型図書館のほか、防災や給食（配食）の機能など、地域福祉やまちづくりの

視点を踏まえた複合的・多機能の学校施設の建設を検討する。 

      このほか、教職員住宅の整備や校区外からの児童生徒の受入等、地域活性化や定住

人口の増加につながる施策と連動した学校づくりについて検討する。 

        【考えられる視点】 

       ・小中一貫教育 

       ・コミュニティ・スクール※２ 
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       ・ふるさと学習、キャリア教育 

       ・国際理解教育 

（ＡＬＴ活用による英語教育、ＪＩＣＡ連携、ユネスコスクールなど） 

⑤ 通学手段等 

      厚田市街地に居住する児童生徒を除いては、スクールバスで通学する。 

（２）説明にあたって（今後の進め方など） 

「学校整備の具体策（案）」については、児童生徒及び幼稚園・保育園園児の保護者 

やＰＴＡ、学校、地域住民等への丁寧な説明を行い、地域の合意形成（コンセンサス）

を図る。 

① 学校施設の跡利用についての具体的検討を行う。 

② 統廃合にあたって、次の点について留意する。 

・統合までの準備期間においては、地域の実情や教員の配置状況等を踏まえ、場合

によっては先行して児童生徒の異動等を行うことについても考慮する。 

・厚田区小中学校の統廃合に際しては、同区全ての児童生徒を対象とすることを基

本とするが、地域性や通学距離等を考慮した方策の検討が必要である。 

 

 

（７）厚田区小中学校の整備に係る検討会への報告説明（平成 27年 11 月 25 日） 

教育委員会は、厚田区小中学校の整備に係る検討会を開催し、平成 27 年 11 月に決定した「学

校整備の具体策（案）」について、検討委員へ報告説明を行った。 

 

（８）保護者・地域説明会の実施（平成 27 年 12 月～平成 28 年 2月） 

教育委員会では、平成 27 年 11 月に決定した「学校整備の具体策（案）」について、保護者や地

域住民等を対象とした説明会を下表のとおり実施した。 

（厚田区と本町・八幡地区で計 13 回実施。保護者等 110 名、地域住民 68 名の計 178 名が参加。） 

（内、厚田区では、4 回の保護者等説明会に 57 名、3 回の地域説明会に 56 名が参加。） 

 

［保護者等説明会］ 

 
校区 

（エリア） 
対象校など 日時 会場 

参加者数 
（先生含む） 

1 厚田小・中校区 
厚田小・厚田中 
厚田保育園 

12／21（月）18:35～20:05 
厚田保健センター 
（多目的ホール） 

18 名 

2 望来小校区 望来小 1／21（木）18:30～20:05 同校音楽室 10 名 

3 
聚富小中校区 

聚富小中 12／10（木）19:00～20:25 同校多目的室 20 名 

4 聚富保育園 1／22（金）16:05～17:30 同園 9 名 

5 
八幡小校区 

八幡小学校 1／20（水）18:35～20:05 同校図書室 10 名 

6 くるみ保育園 1／18（月）17:30～19:05 同園 20 名 

7 
石狩小・中校区 

石狩小学校 1／28（木）19:05～20:35 同校体育館 20 名 

8 石狩中学校 2／ 1（月）18:35～20:15 同校理科室 3 名 

                                                                                          計 110 名 
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 ［地域説明会］ 

 
地区 日時 会場 

参加者数 
（先生含む） 

1 厚田地区 2／ 2（火）13:35～15:30 
厚田保健センター 

（多目的ホール） 
3 名 

2 望来地区 2／ 4（木）18:30～20:35 望来コミセン 15 名 

3 聚富地区 1／30（土）13:35～15:40 聚富会館 38 名 

4 八幡地区 2／ 5（金）18:30～20:20 八幡コミセン 6 名 

5 本町地区 2／ 8（月）18:30～20:20 弁天会館 6 名 

計 68 名 

 

説明会では、学校整備の基本方針として決定した「学校整備の具体策（案）について ～厚田区、

本町・八幡地区～」を要約した次の資料を用いた。 

 

 

 

 



- 25 - 

 （資料 1） 
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 （資料 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 施設  「（仮称）厚田小中学校」を新設 

② 位置  現在の 厚田中学校 を予定地 

③ 時期  できるだけ早期の新設校の開校を⽬指します。 

 

〜 開校まで４年間 〜 
 

１年⽬  教育システムの検討（設⽴準備委員会の⽴ち上げ） 

基本コンセプトの検討（ベース設計） 

２年⽬  基本設計、実施設計 

３年⽬  現・厚田中校舎の解体工事 

新築工事着工 

４年⽬  新校舎完成、開校準備 

５年⽬  開校 

 
 

④ 新設校の特徴 
 

・小中一貫校（施設一体型） 
義務教育９年間の系統性、学びの連続性に配慮した教育 

 
・ＩＣＴ教育、英語教育、環境教育の充実 

 
・「道の駅（H30 年オープン予定）」と連携した、 
 

ふるさと学習、キャリア教育 
 

 
・厚田モデル の「コミュニティ・スクール」 

 
・保育園、図書館、防災 etc ･･･ 複合・多機能の施設 

 
 

⑤ 通学手段など 
 

・スクールバスで通学する。 
（厚田市街地に居住する児童生徒を除く。）        

 

厚田区の計画（案） 

小学校３校、中学校２校を “ １校に統合 ” 
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●学校整備の具体策（案）に対する主な意見・要望事項等まとめ一覧 

      ・厚田区、本町・八幡地区小中学校の整備に係る検討会（H27.11.24・25）  

      ・学校整備の具体策（案）に係る保護者・地域説明会（H27.12～H.28.2 ： 全 13 箇所）                                 

※厚田区の学校整備について 

意見・要望等のポイント、概要 具体的・個別の意見、要望等 

聚 富 小 中 の

児 童 生 徒 に

ついて 

・具体策（案）では、現行

の厚田区という扱いで、

「（仮称）厚田小中学校

（厚田新設校）」へスクー

ルバスで通学することとな

っているが、通学距離が

遠いので、八幡小・石狩

中への通学を認めてほし

い。 

 

 ⇒ 早めの決定と周知

を！ 

・スクールバスでの通学時間（乗

車時間）が長く、子ども達には負

担である。 

・学校で急病になった時に、保護

者が自宅や職場から迎えに行

き、その後花川・札幌方面の病

院へ向かうことを考えた場合、車

の運転が負担である。 

・将来の中学校の進学先（石狩

中か、厚田新設校か）を見据え

て、今から八幡小か、聚富小かを

選択できるようにしてほしい。 

・できるだけ近い学校へ通わせ

たい。（距離が遠いだけに、交通

事故等が心配。リスクが高い。） 

・５年をかけないで、できるだけ早

く八幡小・石狩中の校区として認

めるべきである。（遅くても３年後

位迄に。） 

・これを契機に、トーメン団地（緑

ケ原、厚田区虹が原）の校区を

一つにしてほしい。これまで約 30

年間、お祭りも別々に開催してい

る、子ども達の学校区が一つに

なれば、地域住民同士のつなが

りができる。 

スクールバス

の運行につい

て 

・各地域のニーズに対応

した運行（柔軟な対応）を

してほしい。 

 

・乗車時間が長時間にな

らないよう、必要台数の

確保や、効率的な運行ル

ート、運行ダイヤを検討し

てほしい。 

・厚田新設校は、複合・多機能の

学校施設として「保育園」が計画

されているので、保育園児もスク

ールバスで通園（送迎）できるよう

にしてほしい。（旧厚田村時代

に、発足保育園、望来保育園が

閉園した際、厚田保育園と聚富

保育園までの送迎バス（添乗員

付き）を運行してくれた。） 

・国道 231 号線の中央バスが減

便されている中で、望来～厚田

間、発足～厚田間の「地域住民

の足（コミュニティ・バス等）」の検

討をしてほしい。（※全ての家庭

が自家用車を持っているわけで

はない。） 

・中学校の部活動に対応した運

行をしてほしい。（土・日曜日、

夏・冬休み期間中の運行） 
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統合（閉校）さ

れる学校の子

ども達への負

担軽減の対応

について 

・子ども達への精神的不

安やストレス、負担を与え

ないように配慮してほし

い。 

・統合前に学校間交流を行うな

ど、スムーズに移行できるよう具

体的な配慮、ケアの検討をして

ほしい。 

・聚富小の児童が八幡小へ通学

（転校）することに決定した場合

には、石狩小の児童と同様に、

新たな学校づくりに参画できるよ

うにしてほしい。 

・スクールバスの通学（乗車）時

間が長くならないように、遠回り

にならない効率的な運行ルート

にしてほしい。そのためにバスの

必要台数の精査と確保を行うこ

と。 

校 舎 の 後 利

用について  

   ・聚富小中の校舎は老朽化して

いるが、体育館は耐震化されて

いるので、災害時の避難場所も

含めた有効活用をしてほしい。 

（ 仮 称 ） 厚 田

小中学校（厚

田新設校）の

整備について 

・厚田新設校は、どのよう

につくられ、どんな学校

づくりを目指していくの

か。 

・もし聚富小中の児童生徒が通

学しなくなった場合、児童生徒は

多くても約 50 人の小規模校とな

り、現在の推計見込みより更に少

なくなるのではないか。 

・小中一貫教育のカリキュラム、

実施にあたっては、先生方の負

担増にならないよう、子ども達や

保護者が混乱を招かないように

十分な準備をしてほしい。（※先

生の人数が減るのではないか心

配である。） 

・建設工事中の厚田中生徒の学

習環境はどうなるのか。工事中の

騒音が心配。 

⇒校舎のゾーニング（レイアウト）

について、建築担当課等と現在

検討中。 

・保育園から中学校（幼少～15

歳）まで、一つの施設で過ごし成

長できるのは魅力の一つである。 

・現在、徒歩通学している厚田小

の児童の通学距離が遠くなること

を懸念している。（特に別狩地区

の児童）また、厚田新設校までの

・巨額の費用（市民の税金）をか

けることについて十分留意して、

無駄のない学校建設や関連施

設（教職員住宅など）の整備をし

てほしい。 

・小中一貫にこだわらずに、まず

は併置（校）からステップを踏ん

で段階的に進めてもよいのでは

ないか。 

・魅力ある学校づくりに向けて、

既成概念にとらわれないように取

り組んでほしい。縦割り行政で進

めるのではなく、市役所内で連

携を。（ユニークな発想。Ｈ30 年

オープンの道の駅との具体的 

・道の駅の建設との関連も含め、

現在の厚田中の体育館や厚田

スポーツセンター（体育館、プー

ル）、消防署、給食センターの各

施設の見通しはどのようになるの

か。な連携方策の検討。） 

・設立準備委員会の構成メンバ

ーは、どのような人を想定してい

るか。 

・厚田区の教職員住宅の整備は
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通学路として、国道231号線を歩

かせるのは危険なので、スクール

バス運行などの対応策を検討し

てほしい。 

・外から子ども達を受け入れる山

村留学や、若い世代（若い夫

婦、家族）が住むための雇用の

場をつくることを検討してほしい。

それができれば子どもも急には

減らないのではないか。 

・道の駅という車が溜まる施設の

近くに学校を建てることについ

て、治安・安全上の対策が必要

ではないか。 

急務であり、整備後は先生に住

んでもらい地域に溶け込んでほ

しい。 

・建設位置について、それぞれメ

リットとデメリットがあるが、地域の

力でメリットは更に盛り上げ、デメ

リットは改善・解決できるよう協力

していきたい。 

閉校する地域

への配慮、振

興策について 

・閉校に伴い、更に地域

の過疎化、衰退が進むこ

との影響について、対応

策（閉校後の地域のビジ

ョン）を示してほしい。 

  

教育制度、カ

リキュラム等に

ついて 

  ・小中一貫教育、コミュニティ・ス

クールの良さ、メリットを教えてほ

しい。 

・コミュニティ・スクールは地域が

学校に関わる仕組みのことだと

思うが、聚富小中の子ども達が

約 20km 離れた厚田新設校に通

学させるコミュニティ・スクールは

あり得ないと思う。 

その他   ・国道 231 号線の中央バスが減

便されている中、厚田だけでなく

八幡・トーメン団地にも影響が出

ている。厚田区の中学生の高校

への進学率はかなり高いと思う

が、帰りのバスに限りがあるため

に高校での部活動を諦めている

人もいるのではないか。花畔中

央までの間で、当別町のような循

環バスがあれば、定住人口の減

少に歯止めがかかるのではない

か。 

・厚田道の駅の建設で一時は活

性化されても、定住人口が増え

るとは考えにくい。定住対策の取

組はどのように進めるのか。将来

的に厳しいのではないか。 
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（９）学校整備に関する保護者・地域説明会（平成 28 年 6月～7月） 

    平成 27 年 11 月に取りまとめた「学校整備の具体策（案）」について、多くの保護者や地域の皆

さんから、保護者・地域説明会でいただいたご意見やご要望等について報告し、厚田区における

学校整備の方向性、スケジュール等について説明した。 

 

・ 平成 28 年 6 月 21 日（火） 厚田保健センター（1 階多目的ホール） 

・  同    6 月 22 日（水） 望来コミセン（１階多目的ホール） 

・  同    7 月  5 日（火） 聚富会館 

 

［説明会資料］ 

● 学校整備の具体策（案）について ～厚田区、本町・八幡地区～   ※H27 年 11 月 

 

◆ 厚田区の当初の計画案 

・小学校３校（厚田小・望来小・聚富小） 

・中学校２校（厚田中・聚富中）     

・現在の厚田中学校の敷地内に、小中一貫校（義務教育学校）を新設 

        ・最短で平成 32年度開校 

 

 

 

       

 

◆ 教育委員会会議（平成 28年度５月定例会）での議論 

 ・住所が「厚田区虹が原」・・・ 「八幡小学校」「石狩中学校」を通学指定校とする。 

・ 〃  「厚田区聚富」 ・・・ 保護者の申立てにより、上記２校への通学を認める。 

  ・市教委は、八幡小学校、石狩中学校、及び新設校へのスクールバスを運行する。 

  

● 今後のスケジュール（予定） 

  平成 28 年度   教育委員会会議において議決 

設立準備委員会の開催 

（保護者、地域住民、教職員、学識経験者、市教委事務局を想定） 

（コミュニティ・スクール、特色ある教育カリキュラムなど） 

  平成 29 年度   新校舎等の基本設計、実施設計 

  平成 30 年度   新校舎等の建築工事、校名の検討・決定など 

  平成 31 年度   新校舎等の完成、校歌の制作など 

  平成 32 年度   （仮称）厚田小中学校開校（平成 32年 4月） 

“１校に統合” 

両地区の中間に位置する、 

｢聚富小中の児童生徒の通学先｣について配慮 
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（１０）厚田区の学校整備の具体策について（教育委員会会議決定：平成 28 年 6月 30 日） 

教育委員会会議（平成 28 年度 6 月定例会）において、次のとおり議決された。 

 

＜議案第１号＞ 

厚田区の学校整備の具体策について 

 

教育委員会会議（平成 27 年度 11 月定例会）において承認された「学校整備の具体策（案）～

厚田区、本町・八幡地区～」について、両地区の保護者・地域等への説明会で寄せられた意見、要

望等を十分踏まえ、厚田区の学校整備の具体策を次のとおり定める。 

 

記 

 

１ 厚田区の３小学校（厚田小学校、望来小学校、聚富小学校）及び２中学校（厚田中学校、聚富

中学校）を統合し、（仮称）厚田小中学校を新設し、小中一貫教育を導入する。 

 

２ 新設校の位置は、現在の厚田中学校とする。 

 

３ 新設校は、平成 32 年度に開校する。 

 

４ 上記１の統合に際し、聚富小中学校（併置校）の児童生徒の通学先の取扱いについて、次のと

おり定める。 

 

① 「厚田区虹が原」の児童生徒の通学指定校を「現・八幡小学校」及び「石狩中学校」とする。 

② 「厚田区聚富」の児童生徒には、保護者の申立てにより、上記２校への通学を認める。 

③ 市教委は、八幡小学校、石狩中学校、及び新設校へのスクールバスを運行する。 
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（１１）（仮称）厚田小中学校設立準備委員会の設置（平成 28年 8 月） 

 

① 設置要項 

 

（仮称）厚田小中学校設立準備委員会 設置要項 

 

平成２８年８月３日決定  

 

平成２８年６月３０日、教育委員会会議（平成２８年度６月定例会）において議決された「厚

田区の学校整備の具体策について」に基づき、（仮称）厚田小中学校の設立に向けて必要な事項

を検討協議し、同校の円滑な開校に資するため設立準備委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 

１ 検討協議する事項 

（１） 学校の特色づくりに関すること 

（２） コミュニティ・スクールに関すること 

（３） 教育カリキュラム（小中一貫教育等）に関すること 

（４） 校舎の施設機能に関すること 

（５） 校名や校章、校歌、教育目標等に関すること 

（６） スクールバスの運行や通学路に関すること 

（７） 既存校の閉校に係る支援に関すること 

（８） その他開校に向けて必要な事項に関すること 

２ 委員会の構成員及び人数 

（１） 保護者（既存の小中学校及び保育園のＰＴＡ代表者、各１名） 

（２） 学校関係者（既存校の代表者、各１名） 

（３） 学校支援推進員（既存校から各１名） 

（４） 厚田区地域協議会の代表者（１名） 

（５） 学識経験者（外部の有識者、１名） 

３ 委員会の代表 

（１） 委員会に、委員長１名及び副委員長１名を置く。 

（２） 委員長及び副委員長は、上記２の互選により定める。 

（３） 委員長は、委員会を総括し、会議を進行する。 

（４） 副委員長は、委員長が会議を欠席する場合において、委員長を代理する。 

４ 委員会の設置期間 

  上記１に係る一連の検討協議が終了するまでの期間とする。 

５ 庶務 

  委員会の庶務は、教育委員会生涯学習部総務企画課において処理する。 
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② 委員名簿 

区 分 № 氏  名 所属団体・機関・役職等 

保護者 

1 小笠原
おがさわら

 英史
えいし

  厚田小学校 ＰＴＡ会長 

2 冨樫
とがし

  大幸
ひろゆき

  望来小学校 ＰＴＡ会長 

3 早坂
はやさか

 伊佐雄
い さ お

  厚田中学校 ＰＴＡ副会長 

4 阿部
あ べ

  保
たもつ

  聚富小中学校 ＰＴＡ会長 

5 本郷
ほんごう

 亜希子
あ き こ

   厚田保育園 父母の会会長 

学校関係者 

6 昇
のぼり

  洋一
よういち

   厚田小学校 教頭 

7 田中
たなか

  亮
あきら

   望来小学校 教頭 

8 三浦
みうら

 崇史
たかし

  厚田中学校 校長 

9 風間
かざま

 敏明
としあき

   聚富小中学校 校長 

学校支援推進員 

10 渡邉
わたなべ

 教
のり

円
まる

  厚田小学校 学校支援推進員 

11 渡部
わたなべ

 賢二
けんじ

  望来小学校 学校支援推進員 

12 小林
こばやし

 晴美
はるみ

  厚田中学校 学校支援推進員 

厚田区 

地域協議会 
13 佐藤

さとう

 勝彦
かつひこ

  厚田区地域協議会 会長 

学識経験者 14 前田
まえだ

 賢
けん

次
じ

  北海道教育大学札幌校 准教授（教育方法学） 

※平成２８年８月２６日現在 

 

〔教育委員会事務局〕 

生涯学習部 部長         佐々木 隆哉 

同   次長（教育指導担当） 松井   卓 

同   総務企画課長      安崎  克仁 

同   厚田生涯学習課長   田村  和人 

（厚田保育園長 併任） 

      同   総務企画課主幹     松永   実 

    同   厚田生涯学習課主査    西山  隆之 

        同   学校教育主事     石黒  隆一 

〔オブザーバー〕 

会議の内容等に応じて、建設水道部及び保健福祉部、厚田支所等の担当職員が出席する。 
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第５章 （仮称）厚田小中学校設立準備委員会の活動 

 

[平成 28 年度] 

（１）第 1回会議 

① 日時  平成 28 年 8 月 26 日（金） 18 時 30 分より 

② 会場  厚田保健センター １階多目的ホール 

③ 会議次第 

開会あいさつ 

自己紹介（委員、事務局職員） 

委員長及び副委員長の選出 

これまでの経過、趣旨等の説明 

今年度の設立準備委員会の取り組みについて 

意見交流（学校の特色づくりに係るアイディア等について） 

その他 

④ 配布資料（概要） 

 

（仮称）厚田小中学校設立準備委員会 第１回会議資料（H28.8.26） 

 

● 今年度の設立準備委員会の取り組みについて 

 

○ 平成 28 年度（H28.8 月～H29.3 月） 

  「厚田ならではの魅力ある学校づくり」を具現化するために、 

「（仮称）厚田小中学校基本構想（学校整備基本計画）」に盛り込む、 

“ 新しい学校の特色 ”について共有する。 

（ソフト・ハードの両面から･･･） 

   平成 29 年度に行う「基本・実施設計（業務委託）」の仕様書となる。 

○ 基本構想（学校整備基本計画）のイメージ（説明）  

○ 第２回会議に向けて（宿題） 

・厚田の学校教育の特色について「付箋紙」に具体的に記入する。（⇒ SWOT 分析） 

   青色の付箋紙（強み）  

（ア） 厚田区の各学校が持つ“強み”、または学校間連携の“強み”について 

（イ） 各学校を取り巻く地域（保護者を含む）の“強み”について 

 赤色の付箋紙（弱み）  

（ウ） 厚田区の各学校が持つ“弱み”、または学校間連携の“弱み”について 

（エ） 各学校を取り巻く地域（保護者を含む）の“弱み”について 
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（２）設立準備委員会・事務局合同視察 

① 平成 28 年 10 月 3 日（月）～4 日（火） 

② 視察訪問先 

     中標津町教育委員会事務局（3 日：15 時～17 時） 

中標津町立計根別学園（4 日：9 時 20 分～12 時） 

③ 視察者 

設立準備委員会 委員長    佐藤勝彦 

生涯学習部 総務企画課長   安崎克仁 

同     総務企画課主幹  松永 実 

同   学校教育主事   石黒隆一 

④ 視察の内容 

 

  

“ 義務教育学校 ”の先進校、中標津町立計
け

根
ね

別
べつ

学園
がくえん

を視察してきました 

                           （準備委員会だより第２号より） 

新設される（仮称）厚田小中学校は、小中一貫の「義務教育学校」という新しい種類の学校

になります。義務教育学校は、現在全国に 22 校、北海道には、中標津町立計根別学園と斜里

町立知床ウトロ学校の 2 校が設置されています。 

10 月３～４日に、設立準備委員会の佐藤委員長と事務局（市教委職員）で、中標津町教育委

員会と計根別学園を視察してきました。 

義務教育学校は、小学校と中学校を一つにまとめた学校で、9 年間を見通して教育目標を設

定し、教育課程を編成します。独自教科の設定や学年間での指導内容の入れ替えも可能です。 

計根別学園は、中標津町西部にあった計根別小学校、計根別中学校、西竹小学校を統合して、

平成 27 年に開校し、本年４月より学校教育法の改正によって設置が可能になった義務教育学

校になりました。開校と同時に校舎を全面改築しています。 

広々とした校舎では、136 人の子供達が元気に学んでいます。1 年生から 4 年生、5 年生か

ら 7 年生、8 年生・9 年生の三つに区切り、それぞれ「学びや生活の基礎となる力を身につけ

る期間」「学びを追及し、人間関係を結ぶ力をつける期間」「学びを伸ばし、自分の生き方を追

求する力をつける期間」としています。この区切りによって、「中１ギャップ」といわれる様々

な問題に対応でき、各段階で役割を担わせることで子供達の責任感やリーダーシップを高めて

いるそうです。また、毎日の掃除など縦割りの活動を行うことで、学年を超えた仲間意識を育

左が教室、右は特別教室、中間が多目的スペース ９年間の子供の成長を支える工夫に満ちた校舎 
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てているそうです。 

 中学校の先生が、5.6 年生の理科、社会、体育の授業や、算数の TT に入ったり、1 年生から

9 年生の音楽を専門の先生が指導したりするなど、様々な形で先生たちが子供達と関わること

で、9 年間を見通した教育の効果が高まっています。 

 校舎には、義務教育学校の特色を生かす工夫が随所に見られました。南側に普通教室と特別

支援教室、北側に特別支援教室や図書館が配置されています。中央には、多目的スペースがあ

り、子供達の様々な活動が可能になっています。 

 また、新設校でも導入する「コミュニティ・スクール」として、地域と結びついた教育が進

められています。地域の住民や中標津農業高校と連携した『計根別食育教育』は「地域を知っ

て地域を愛し、地域に貢献する子供の育成」に重要な役割を果たしていました。 

 学校の仕組み、具体的な運営、校舎の工夫、地域との連携など、（仮称）厚田小中学校の開設

に向けて、大変参考になる有意義な視察でした。 

 

（３）第 2回会議 

① 日時  平成 28 年 10 月 7 日（金） 18 時 30 分より 

② 会場  厚田保健センター １階多目的ホール 

③ 会議の内容  

ワークショップ SWOT 分析「厚田の地域と学校の強みと弱み」 
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ワークショップの概要（準備委員会便り第１号より） 

 

10 月 7 日(金)、第 2 回会議が厚田保健センターで開催されました。 

14 名の委員がワークショップ形式で、厚田区の各学校や各地域が持っている「強み」と「弱み」 

を洗い出して、よりよい学校づくりの提案をまとめました。 

●「強み」としては・・・ 

「学校と保護者・地域の強い絆」「米作り、漁業体験など第一次産業が学べる」「ふるさと学習」「地

域文化の伝承（厚田音頭、獅子舞など）」「小中一貫なので、9 年間を見通した教育ができる」このよ

さを生かすために、「今までの各学校の行事や特色を整理継続する」「地域行事を体験」「地域文化の

伝承」「各地域の良さを体験して学ぶ」ことなどが提案されました。 

●「弱み」として・・・ 

「学校区が広い」「学校までの遠距離」「冬の通学が大変」「少年団・部活試合の送迎が大変」「先生

の人数が少ないので、忙しそう」こうした弱点を克服するために、「スクールバス運行の工夫」「小中

の先生方の連携」「中学校の先生が小学校ＴＴに入る」などが提案されました。 

● 子供達については 

「素直」「仲がいい」「生き生きしている」「挨拶がよくできている」「誠実」「先輩後輩のつながり

が強い」「学年を超えた学び合い」「中学生が小学生を指導、良い手本」などの強みの部分と、「（少人

数のため）人間関係が固定」「集団での経験が少ない」「切磋琢磨の機会が少ない」「多様なグループ

分けが難しい」「部活の選択肢がない」「競争心が育たない」などの弱みの部分が指摘されました。 

これらを踏まえ「全校一緒の活動。縦割りの工夫。6・3 制から□・□・□制へという学年割りの

工夫。」などが提案されました。 

 

 

（４）子どもアンケートの実施（平成 28年 10 月） 

「みんなで考えよう 厚田の新しい学校」をテーマに、厚田区の全児童生徒 95 名から 449 項目 

   の回答（子どもたちからの声）が寄せられ、内容ごとに 33 種類に分類整理した。 

→ http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19656.pdf 

 

（５）第 3回会議 

① 日時 平成 28 年 11 月 10 日（木） 18 時 30 分より 

② 会場  厚田保健センター １階多目的ホール 

③ 会議の内容  

ワークショップ 「各グループによる実効策の検討」 

     ・第２回会議で出されたよりよい学校づくりの提案（各学校や各地域が持っている「強み」

と「弱み」）を基に「提案カード」を作成し、それぞれのカードについて、効果や着手容易

性（実現性）を評価する作業を行った。 

       → http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19724.JPG 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19656.pdf
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19724.JPG
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       → http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19655.pdf 

     ・子どもアンケートや、各学校から寄せられた統合新設校に引き継ぎたい教育活動もカード 

      化し、実効策としての評価を行った。 

       → http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19657.pdf 

 

 

新しい学校づくりの提案 ～各グループからの提案カード（一部抜粋）～ 

 

（６）第 4回会議 

① 日 時  平成 29 年 1 月 18 日（水） 18 時 30 分より 

② 会場  厚田保健センター １階多目的ホール 

③ 会議の内容  

第 3回会議での「実効策検討シート」による全体協議で明らかになった、優先順位の高い取り

組みに配慮して、事務局が取りまとめた「（仮称）厚田小中学校整備基本計画の原案」について

検討協議を行った。 

 

（７）第 5回会議 

① 日時  平成 29 年 2 月 日（ ） 18 時 30 分より 

② 会場  厚田保健センター １階多目的ホール 

③ 会議の内容  

                                      

 

                                      

 

 

 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19655.pdf
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/19657.pdf
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（８）設立準備委員会だより 

 

※第１号から掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 

第６章 （仮称）厚田小中学校の教育の概要 

 

（１）義務教育学校・小中一貫教育の導入 

 

① 義務教育学校の制度上の特色など 

学校教育法の改正により、平成 28年 4月 1 日から、新たな学校種である義務教育学校の設置が

可能となった。 

義務教育学校は、学校教育法 1条に規定される学校であり、設置には条例の改正が必要である。

9 年間通した教育目標や教育課程を編成でき、独自教科の設定や学年間での指導内容の入れ替えも

可能である。一つの組織であるため、卒業は 1回で、校長は一人である。学級編成と教職員定数

は前期課程 6 年で小学校設置基準、後期課程 3年で中学校設置基準を準用して定めるため、複式

学級の基準は小学校、中学校それぞれの基準に準じ、教頭・事務職員・養護教諭は 2名配置され

る。 

平成 28 年時点で、全国で 22校。道内では、計根別学園、知床ウトロ学校の 2校が設置されて

いる。複式の義務教育学校は、知床ウトロ学校、高知県高知市立義務教育学校 行川学園と石川県

珠洲市立大谷小中学校の全国で 3校が設置されている。 

 

② 義務教育学校のメリット 

義務教育学校は、これまでの制度によって小中一貫教育に取り組む学校と同様に、小学校から

中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へ移行する段階で、不登校等の生徒指導上

の諸問題につながっていくいわゆる「中 1ギャップ」といわれる問題に対応し、小学校から中学

校への接続を円滑化することを目指している。児童生徒の心身の発達が早まり、義務教育制度が

始まって以来の「6･3 制」の弊害が指摘される中、9年間の学年割りを、導入事例の多い「4・3・

2」制のように工夫することで、児童生徒の発達段階に適切に対応することが可能である。 

また、少子化の進行や地域コミュニティの弱体化、核家族化の進行により児童生徒の人間関係

が固定化しやすい中、小中一貫教育の実施により、児童生徒が多様な教職員、児童生徒と関わる

機会を増やすことで、小学生の中学校進学に対する不安感を軽減するも可能である。中学生が小

学生との触れ合いを通じ、上級生である自らに自覚的となることで自尊感情を高め、生徒の暴力

行為や不登校、いじめの解消につなげていくことについての効果も指摘されている。 

さらに、義務教育学校においては、小学校課程の教員と小学校課程の教員が一つの学校組織に

所属することが大きなメリットとなる。一般に小学校の教員は全教科を教えるのに対し、中学校

の教員は特定の教科を指導することや、小・中学校では、対象とする児童生徒の発達の段階が異

なることから、学習指導、生徒指導の方法は自ずと異なっている。義務教育学校では、学校長等

の管理職がリーダーシップを発揮することにより、小・中学校両課程の教職員がそれぞれの違い
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を認めた上で互いに学び合い、義務教育 9年間で児童生徒を育てる共通意識によって一つにまと

まることが可能である。 

教職員が義務教育 9年間の教育活動を理解した上で、全体の教育活動において自分の果たすべ

き役割をしっかりと認識することで、9年間の系統性を確保し、平成 18年の教育基本法の改正、

平成 19 年の学校教育法の改正において新たに規定された、義務教育の目的、目標に掲げる児童生

徒の資質、能力、態度等をよりよく養えるようにしていくことが大切である。 

小中一貫教育の効果については、すでに取組を進めているほぼ全ての市町村において成果が認

められている。具体例としては、中学生の不登校出現率の減少、市町村又は都道府県独自の学習

到達度調査、全国学力・学習状況調査における平均正答率の上昇、児童生徒の規範意識の向上、

異年齢集団での活動による自尊感情の高まり、教職員の児童生徒理解や指導方法改善意欲の高ま

り等の意識面の変化といった結果が得られている。 

 

③ 厚田に義務教育学校を導入することで期待できる効果 

（仮称）厚田小中学校は、少人数の学校であり、小学校課程においては、統合によっても複式

学級を解消することが困難な状況である。 

義務教育学校の制度的な特色を生かし、小学校課程の 5年以上に教科担任制を導入することに

よって、一部の教科によって、実質的に単式の授業が可能となる。 

中学校課程も 1学年 1学級の編成となるため、中学校教員の持ち時間数は少ない傾向となる。

小学校の免許を持たない教員であっても、教員免許法の規定により小学校において、所有免許状

の教科に相当する教科を担任することが可能であるため、中学校課程の教員が小学校課程の指導

を行うことが可能である。このことは、一般には中学校教員の負担を増加させることにつながる

が、小中併置校である厚田の聚富小中学校では、小学校･中学校の教員がそれぞれに乗り入れ、大

きな成果をあげている。9年間の教育課程や児童生徒の発達を見通すことで、専門教科の指導力を

向上させることができたという意識が教職員の間で共通化されたことが小中の結びつきを緊密化

することを可能にした。 

統合新設される（仮称）厚田小中学校においても、聚富小中学校の貴重な経験を生かして、義

務教育学校の制度を導入する効果を最大限に発揮させていく姿勢を持つことが大切である。 
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（２）コミュニティ・スクール（厚田モデル）の導入 

 

① 厚田にコミュニティ・スクールを導入することで期待できる効果 

第 2 章で詳述したように、長い歴史の中で地域と深く結びつくことによって、厚田の教育は成果

を挙げてきた。 

今日、学校と地域社会・家庭との関係が重視される中、厚田のこれまでの取組は、コミュニティ・

スクール制度の先行事例として重要である。その実質を、コミュニティ・スクール制度と学校運営

協議会の正式な導入によって、より発展させることが重要である。 

 

 

② 「学校づくりに地域の力を！」出口寿久氏によるコミュニティ・スクール講演会 

石狩市では、平成 28年 8月 2 日、りんくるにおいて、出口寿久氏（北海道大学学務部文部科学

省コミュニティ・スクール推進員 ＣＳマイスター）を講師に、「学校づくりに地域の力を！～

コミュニティ・スクールの仕組みと取り組み～」と題した教育講演会を開催した。この講演会を

通して、多数の市民、教育関係者がコミュニティ・スクールの意義を確認することができた。厚

田統合校の関係者にも多数参加していただいたことにより、その後の設立準備委員会にもコミュ

ニティ・スクールの考え方が繁栄された。 

出口氏から、学校と地域社会・家庭との関係が重視される背景としては次のことが示された。 

・ 学校週五日制で地域や家庭の機能に期待がかけられている。 

・ 地域資源の活用や家庭の協力が重視されている。 

・ 問題行動等への対応として学校が学校外の諸機関と連携を迫られている。 

・ 学校の創意工夫を図るために地域や家庭の意見を反映した学校経営が求められている。 

・ 学校を地域の教育機関に位置づける要請がある。 

・ 地域活性化の中核機関として学校に期待が寄せられている。 

また、地域とともにある学校づくりにより得られる成果としては次のことが指摘された。 

・ 子供たちの「生きる力」を育むことができる（地域の望む子ども像の育成） 

・ 職員・保護者・地域住民等がともに成長していく（地域の教育力の向上） 

・ 学校を核として地域ネットワークが形成される（地域の活力向上） 

・ 地域コミュニティの基礎力が高まる（地域の礎の構築） 

さらに、石狩市にコミュニティ・スクールを導入することについては、次のような点を重視す

るように指摘してくださった。 
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・小中学校の児童生徒は石狩市の将来を担う人材！ 

・若者が戻ってくる地域にするには 

・地域を愛する子供を育てることが地域を救う！ 

・地域住民は、責任を持って意見を述べ、責任を持って学校を支援しましょう！ 

・地方創生の取り組みが進められる中、教育にできることは子供たちに生まれ育った地域を愛

する気持ちを育むこと！ 

このことは、厚田において特に重要な指摘である。地域を愛する子どもを育てることは、厚田

の地域教育力の伝統であり、現在の保護者・地域の具体的な活動の精神である。 

 

③ 厚田型コミュニティ・スクールのあり方 

 

コミュニティ・スクールを導入することは、厚田の良き伝統を将来にわたって引き継ぐための

制度として大切な意味を持つ。 

厚田におけるこれまでの地域と保護者による学校支援が各学校ですでに定着している。しかも、

支援の主体は、次のように保護者、保護者 OB・OG、地域住民が混在する中で行われている。 

（資料）各学校・学校区における地域・保護者の学校支援 

検討課題 厚田小 望来小 厚田中 聚富小中 

・ 体 力 向 上 

小中連携 サ

ーキット 

 

・小中合同運動会

（厚田小・厚田中） 

・元厚田スキー場

でのスキー学習 

・体力づくり発表

会…保護者に発

表。保護者も長縄

跳びに挑戦 

・指導員資格を持

つ地域住民がスキ

ーＳＡＴ支援。 

・望来小学校・地

区合同運動会 

・小中合同運動会

（厚田小・厚田中） 

・運動会（聚富地区

体育振興会との合

同開催） 

・ふるさと教

育 （厚田各

地区フィール

ドワーク。各

地区児童が案

内） 

 

・海から厚田を見

る会。 

 

・砂の造形、保護

者もサンドアート

を制作。 

・出前授業 

・「厚田・港・朝市」、

「石狩湾漁協」との

連携（案内及び啓発

看板作成） 

・厚田夏祭りへのみ

こし行列 

・厚田ウィンターフ

ェスティバル、雪像

づくり。 

・地域を生かした体

験学習・体験学習。

地層見学、販売体

験、乗馬体験など。 

・聚富神社祭「よさ

こい踊り」を披露。 
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・伝統芸能の

重視 

・地域の伝統

文化の体験活

動を通じ、地

域への愛着を

生む指導 

運動会の「厚田音

頭」 

・厚田区・ふるさ

とあきあじ祭り 

よさこい 

厚田音頭 

・出前授業「望来

獅子舞について」 

・望来小学校・地

区合同運動会 

厚田音頭。 

・地域文化の伝承

「獅子舞学習」 

望来獅子舞保存会

歴史講和 

各部門指導 

・地域盆踊り参加 

・和楽器演奏会 

講師の先生方によ

る三味線や琴の演

奏会。 

 

・キャリア教

育 

 

・地域学習厚田朝

市でお店の方に質

問。・4 メロン栽培

に挑戦。 

 ・職場訪問…地域、

石狩市内の保育所、

公共施設などで職

場体験 

・聚富保育園での保

育実習…中学校 3

年生が家庭科の学

習として実施。 

（ 農 漁 業 体

験） 

 

・米作り体験 

・もちつき大会 

・漁師さんの出前

授業（漁連主催） 

・田植え農園活動 

・運動会もちまき 

・「収穫祭」でのカ

レーライスづくり 

 ・稲作・稲刈り・畑

作（小学校） 

・「収穫を祝う会」 

福祉教育 ・みよし園訪問 

・「音楽のおくりも

の」 

 

 ・特別養護老人ホー

ム「みよし園」との

交流、ボランティア

活動。 

・希久の園訪問 

・手話教室 

・読書指導（本

館、あいかぜ

図書館、司書

教諭、ボラン

ティア） 

 

・厚田区読み聞か

せサークルの皆さ

んが「あいかぜ図

書館」で、定例の

読み聞かせを実

施。 

・「童話を読む会」

の方々による読み

聞かせ 8 名の方 

 

 ・地域ボランティア

による読み聞かせ

…「おひさまの会」 

・国際理解育 ・出前授業の具体例「国際理解教育」  

・ボランティ

ア活動 

・厚田海浜プール合同清掃（厚田小・厚田中） 

・生徒会・児童会活動の連携……リングプル・ボトルキャッ

プ回収での協力（厚田小・厚田中・望来小） 

・校外清掃ボランティア…小学校、地域住民と連携 

・クリーン作戦…自

分の住む地域を保

護者の方と協同で

清掃。 

その他特色あ

る教育 

・親子文集「みよ

し」の編集・発行。 

 

・出前授業テーマ

「つながり」 

・地域住民や保護者

を学校に招く「厚中

へ行こう」企画 

・水彩画展鑑賞 

 

コミュニティ・スクールと学校運営協議会の形態は、地域や学校の実態や導入の目的によって

多様であるため、厚田の伝統を将来に引き継ぐ「厚田型コミュニティ・スクール」のあり方を検

討することが必要である。 
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このことを考えると、学校のほか、家庭、地域をユニットとして、２者の連動、３者の連動を

志向する組織ではなく、機能を整理統合することによって、保護者と地域住民が一体となったい

くつかの「部」を組織するコミュニティ・スクールの形態を参考にすることが望ましいと考える。 

 

 

④ 厚田型コミュニティ・スクールの学校運営協議会各部の構成例 

 

 

評価部 

・学校評価の実施・分析 

・各種プランの企画・立案 

支援部 

・学習ボランティアの管理運営（補習教室）の推進 

・図書ボランティアによる読み聞かせ支援、読書活動推進 

・体力づくり支援 

・文化活動支援 

・ボランティア活動支援 

・ICT 教育のサポート 

地域コーディネート部 

・伝統芸能のコーディネート、指導 

・産業教育（農漁業）食育、観光（道の駅活用）などの教育のコーディネート、 

支援 

・地域人材を学校へつなぐためのコーディネート 

・学校を核とした地域のつながり、人のつながりをコーディネート 

   

 それぞれの部は、行事や活動の精選という視点を大切にし、学校の教育目標具現化を支援する

活動を行っていく。それぞれの部の活動によって、学校、家庭、地域の結びつきが強まり、厚田

型コミュニティ・スクールが「厚田ならではの教育」を充実・発展させる役割に期待したい。 
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（３）複合機能を有した学校施設 

 

① 地域開放型図書館（現・あいかぜ図書館） 

統合新設校の開校に伴い、現在、厚田小学校の体育館に併設している「あいかぜ図書館」を移

設する。なお、閉校する既存校（望来小、厚田中、聚富小中）からの蔵書が加えられることを想

定し、収蔵可能な書庫スペースを確保する。 

 

② 厚田保育園 

    現在の保育園施設（厚田2番地4）について、建物全体及び設備機能が老朽化していることを踏

まえ、統合新設校の開校を機に、幼児期から義務教育段階までの子ども達の発達・成長に対応し

た学び環境を整備する。（※保育対象児童年齢については検討中） 

 

③ 放課後児童クラブ（学童保育） 

厚田地域の子育て支援に寄与するため、保護者の就労等によって適切な保護を受けられない

児童の安全を確保し、遊びや学習などを行う生活の場として整備する。 

 

④ 福祉避難所 

現在、厚田中学校が福祉避難所に指定されていることから、介護の必要な高齢者や障害者など

への適切なケアが行えるよう、施設のバリアフリー化等を図る。 
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第７章 （仮称）厚田小中学校の施設設備基本計画 

 

（１）文部科学省「学校施設整備指針」の改訂（平成 28 年 3 月 25 日） 

 

① 「学校施設整備指針」の改訂の趣旨 

義務教育学校制度の創設や学校施設と他の公共施設等との複合化に取り組む地方公共団体の増

加など近年の社会変化に対応する改訂。 

 

② 主な改訂内容 

・小中一貫教育に適した学校施設に関する計画・設計上の留意事項 

・学年段階の区切りを越えた、児童生徒が日常的に交流できる空間の計画が重要 

・学校施設の複合化に関する計画・設計上の留意事項等 

・児童生徒と幼児や高齢者など多様な世代と交流できる場としての計画 

・多様な利用者を考慮した、ユニバーサルデザインの採用やバリアフリー対策 

・学校施設における児童生徒の学習と生活に支障がないような計画が重要 

 

参考 

（小学校学校施設整備指針） 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/

1368763_04.pdf 

（中校学校施設整備指針） 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/

1368763_06.pdf 

 

 

（２）施設設備基本計画の基本的な考え方 

 

① 「学校施設整備指針」の改訂の趣旨をふまえた基本的な考え方 

 

・９年間一貫性のある教育活動を含めた学校運営ができる施設環境を確保する。 

・義務教育学校と小中一貫教育のねらいを十分に理解し、区切りに対応した校舎のゾーニングや

教室環境の計画を行う。 

・学年や学年段階の区切りを越えて年齢の異なる児童生徒が日常的に交流できる各室・空間や動

線を意図的に計画する。 

・特別教室、屋内・屋外運動施設等については、教育上、安全上支障が生じない範囲で、教科指

導の連携や異学年交流の充実等が進むよう、義務教育学校の前期・後期課程又は小・中学校段

階の間で共同利用できる計画とする。 

・児童生徒が９年間同一施設を利用するため、児童生徒の発達段階、利用内容に応じ、安全性を

備えた施設環境を確保する。 

・保護者、地域住民等が学校運営や様々な学校の教育活動を支援するコミュニティ・スクール 

など、学校と地域の連携・協働のための施設についても計画する。 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/1368763_04.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/1368763_04.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/1368763_06.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/1368763_06.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/1368763_06.pdf
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② 厚田の独自条件をふまえた基本的な考え方 

・厳しい自然条件に立地することを踏まえ、児童の安全と健康を最優先する。 

・義務教育学校の良さ、学校規模、少人数の特性を生かすことができる合理的な教室配置とする。 

・確かな学力の定着、豊かな心の育成、健やかな体づくりを実現する充実した教育環境を構築す

る。 

・地域と共にある学校として、地域の教育力を十分に発揮できる校舎とする。 

・設立準備委員会で明らかになった地域、児童生徒、学校の要望と提案に配慮する。 

 

 

（３）計画の条件 

 

① 統合新設校の児童生徒数・学級数の推計 

 

 

 

②  計画施設の規模 

 

平成 32年度に開校する時点で、前期課程の人数は 30人台前半から後半、後期課程は 20人前後、

合計で 50 人から 60 人程度と想定される。 

学級数は前期課程が 3～4 学級の複式、後期課程は 3 学級、それぞれ特別支援学級の設置が見込

まれる。 
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（４）施設設備基本計画 

 

① 普通教室  

１ 普通教室 

・児童生徒が学習に集中できるよう、入り口を閉めた場合に廊下はじめ他の空間から独立した

環境とし、遮音性に配慮する。 

・多目的教室と連携可能な配置が望ましい。 

・推計される児童生徒数を考慮して、適正な面積とする。 

・児童生徒の体格向上や、学校家具新 JIS 規格に合わせて必要な面積を確保する。 

・前期課程（小学校）の教室は複式指導に配慮し、前面と背面に黒板を配置し、テレビ・電子

黒板が前面と背面に配置できるようにするとともに、そのために必要な前後長を確保する。 

・児童生徒の道具入れ等に必要な収納を窓側側面下部に設置する。（背面に黒板を配置するため） 

・機能的な教室環境を実現する掲示スペースと共有収納スペースを廊下側側面に設置する。（同） 

・教室における ICT 機器の利用を充実させるため（コンピュータ室は設置しない）、無線 LAN

アクセスポイントを設置する。 

・別記する特別活動室と相談室に黒板等を設け、小学校高学年で教科担任制を実施する場合の

単式指導に対応できるように配慮する。 

・教室配置については次の 2 案について、学校の意見を聞いて検討する。 

（Ａ案）前期課程（小学校）を 1 階、後期課程（中学校）を 2 階に配置する。 

（Ｂ案）1.2 学年と 3.4 学年を 1 階、5.6 年・7 年・8 年・9 年を 2 階に配置する。 

 

② 特別支援教室 

２ 特別支援教室  

・前期課程と後期課程の 2 教室を配置する。 

・教室配置については次の 2 案について、学校の意見を聞いて検討する。 

（A 案）インクルーシブ教育充実のため、交流学級との交流学習・共同学習に配慮した教

室配置。前期課程（小学校）を 1 階、後期課程（中学校）を 2 階に配置する。 

（Ｂ案）前期課程と後期課程の特別支援学級同士の連携を重視した教室配置。ともに 1 階

に配置して、職員室と保健室に近い場所に設置する。 

・障がいの特性を考慮し、安全性を十分に確保できる位置に配置する。 

・各教室はそれぞれ廊下側にオープンスペース、奥側に取り外し可能な間仕切りを設けたスペ

ースを設ける。 

・手洗い場を教室内に設置するのが望ましい。 

・無線 LAN のアクセスポイントを設置する。 

 

③ 多目的教室 

３ 多目的教室 

・開放的な空間となるよう、壁や戸を設けずに、1 階と 2 階に１箇所ずつ配置する。（吹き抜け

による共有空間の可能性も検討する） 

・前期課程（小学校）、後期課程（中学校）または、１～４年、5～７年、８･９年が、合同で活

用可能な広さを確保する。 
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・小学校高学年における教科担任制の単式授業、少人数指導、習熟度別指導などの多様な形態

の学習活動に対応できるように配慮する。 

・地域住民と児童生徒の交流や、学校運営協議会など地域住民の活動が可能なように、多目的

教室は開放玄関に近い場所に設置する。 

・無線 LAN のアクセスポイントを設置する。 

 

④ 特別教室  

４ 図書室 

・現あいかぜ図書館を移設し、学校図書館と開放図書館を併設する。 

・厚田中学校・望来小学校・聚富小中学校図書館からの蔵書が収蔵可能なように、現あいかぜ

図書館よりも面積を広げる。 

・児童生徒が読書に興味・関心が持てるように十分配慮する。 

・読書活動を支える掲示が行われるよう、壁面配置に配慮する。  

・無線 LAN アクセスポイントを配置し、児童生徒が調べ学習に利用しやすいよう配慮する。 

・現在、小学校 3 校で活動する図書ボランティアのお話会などが可能なように、書架、机、い

す、フロアスペースの配置を行う。 

・住民が利用しやすいように駐車場と開放玄関に近い位置に設置する。また、本の日焼けを避

けるため、北側に配置する。 

５ 音楽教室・視聴覚教室  

・視聴覚室の機能を兼備させるため、音楽や映像資料の視聴が可能な設備を設ける。 

 （例：JFE ビューボード。ホワイトボードと兼用できる鉄板のボード。前面の広い面積に貼

り付け、固定式のスクリーンとして活用する） 

・小中学生全員による全校合唱の練習が可能な広さを確保する。観客を入れての発表は体育館。 

・他の教室や近隣への音の影響に十分配慮する。 

・室内音響に配慮する。 

・準備室、楽器収納庫を設置する。 

・無線 LAN のアクセスポイントを設置する。 

６ 家庭科教室 

・学校園、学校田で収穫した作物や、水産学習で学んだ水産物を調理し、その際に児童生徒だ

けではなく、保護者や指導に当たる地域住民も加わることを想定して、充分なスペースを設

ける。 

・開放玄関や体育間に近い位置に配置する。 

・調理と被服に必要な設備を設けるとともに、十分な換気を確保する。 

・用具収納設備を設置する。 

７ （コンピュータ教室） 

・設置しない。 

（理由：無線 LAN 環境を導入することによって、普通教室における通常の学習ツールとして、

ノートパソコン（または分離可能タブレット）を電子黒板や書画カメラと連動して活用でき

る環境を構築することによって、PC 操作中心の学習環境としての旧来の PC 教室を廃止する

ことが可能となるため。文科省の教育情報化の手引きの方向性と民間 ICT 関連企業（マイク

ロソフト、東京書籍、NTT 等）が提唱する Windows クラスルーム協議会の動きを背景とす
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る。）先行事例あり。 

８ 技術科教室・図画工作教室  

・中・技術家庭（週 5 時間）中・美術（週 3.3 時間）、小・図工（複式 AB 年度前提・週 6 時間

+）を考え、技術科教室と図工美術教室を共用することも検討する。 

・学習環境に必要な設備を設けるとともに、集塵装置を設置して十分な換気を確保する。 

・作品保管のスペースを設置するのが望ましい。 

・隣接する廊下等も活用し、展示スペースを設けるのが望ましい。 

９ 理科教室  

・学習環境に必要な設備を設けるとともに、十分な換気を確保する。 

・準備室、薬品庫を設置する。 

10 特別活動室  

・児童生徒会室として、委員会活動等の作業がしやすいスペースとする。 

・放送室としての機能を設ける。無線 LAN のアクセスポイントを設置する。 

・児童生徒数の増加に対応できるよう、普通教室への転用が可能な配置と形態とする。 

・黒板等を設け、小学校高学年で教科担任制を実施する場合の単式指導に対応できるように配

慮する。 

11 教育相談室  

・リラックスして話せる空間とするのが望ましい。 

・児童生徒・保護者が周囲に気兼ねなく出入りできる配置とする。 

・プライバシーに配慮した空間とする。 

・黒板等を設け、小学校高学年で教科担任制を実施する場合の単式指導に対応できるように配

慮する。 

12 （資料室機能） 

・特別の部屋は設けず、玄関周辺または多目的教室の壁面を活用する。 

・これまでの歴史を尊重するため、各校の校旗等や厚田小明治期の校名板などの資料を展示す

る。 

・各校閉校記念誌から、沿革に関するパネルを作成し、掲示する。 

・旧各学校の校長や PTA 会長等の写真は、縮小した上で１枚のパネルにまとめ一括して掲示す

る。 

 

⑤ 体育館 

13 体育館 

・現有体育館を大規模改修して使用する。 

・厳しい自然環境に対応できる暖房機器を整備する。 

・避難所となることを想定し、無線 LAN のアクセスポイントを設置する。 

・運動時の発熱を考慮し、十分な換気を確保する。 

・ＬＥＤ照明を導入する。 

 

⑥ 管理諸室 

14 職員室 

・児童生徒の安全に配慮した配置とする。 
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・児童生徒・保護者が気軽に入りやすいように、配置動線や開放性に配慮する。 

・公務処理等を支援するため、教育用と独立した校内ＬＡＮを構築する。また、将来の情報技

術・機器の変化・発展に対応できるよう、二重床、床ピットなどを設置する。 

・スクールカウンセラー、支援員等、教職員以外の教育活動に関わる者にも配慮するのが望ま

しい。 

15 校長室  

・会議、応接のスペースを確保し、沿革史や指導要録などの重要書類を保管するための金庫を

設置する。 

・職員室と隣接した配置とする。 

・想定される各種視察に対応できるよう、常時映像による説明が可能な設備を設ける。 

16 保健室  

・静かで採光や通風などの良好な環境とする。 

・個人の健康記録等書類の保管に配慮する。 

・シャワー室の併設が望ましい。 

17 会議室  

・会議の場は目的に応じて他のスペースを活用することを検討する。 

・職員会議は、ペーパーレスでパソコンを利用するため職員室、PTA、学校運営協議会等は多

目的教室、プレゼンテーションによる説明が中心の会議は視聴覚室機能を有する音楽教室、

PTA 総会など多人数の会議は体育館を使用するなど、会議の参加者と内容・性格によって、

各種のスペースを活用することが望ましい。 

18 印刷室  

・職員室との動線に配慮する。 

・機器配置スペース・作業スペース・用紙・教材保管スペースを確保する。 

19 （放送室・スタジオ） 

    ・特別の部屋は設置しない。  

・双方向通信が可能なシステム（例：花川南小に設置実績がある未来スクールステーション）

を前提として、機器設置場所やスタジオなどを設けず、情報伝達に必要な最小限のスペース

とする。 

・放送室機能は、児童会室に設ける。 

・スタジオ機能が必要な場合は、多目的教室を利用する。 

20 職員更衣室  

・職員室との動線、防犯に配慮する。 

21 学校公務補室  

・作業のしやすさや工具等の収納スペースに配慮する。 

・ボイラー等の運転や管理のため、機械室に隣接した配置とするのが望ましい。 

22 倉庫・教材室・用品庫 

・共通の教材室・備品倉庫を動線に配慮し設置する。 

・目的別・収納品ごとに配置するのが望ましい。 

 

⑦ その他諸室 

23 防災備蓄庫  
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・出入り口や道路、体育館に近接した位置に設置し、備蓄品の搬入搬出に配慮する。 

・必要な量の毛布、非常食の備蓄保管及び搬入搬出のスペースを確保するのが望ましい。 

24 電気室・機械室 

・必要最小限のスペースを確保する。 

・学校公務補室に隣接した配置とするのが望ましい。 

 

⑧ 共通部分  

25 エントランスと校舎周辺  

・進入車両と児童生徒の動線が極力交差しないよう校舎や駐車場のレイアウトに配慮する。 

・南側を児童生徒の動線として、通常は車止めフェンスを配置して、不要な車両が進入しない

ようにする。 

・北側は、車両の進入を前提として、駐車場を設置する。 

・給食車は現行のルートを変更せずに南側から進入し、食材の搬入と給食の搬出等を行う。給

食車の旋回場所の奥側に、前記仮設の車止めフェンスを設置する。 

・スクールバスは児童玄関に隣接した場所で児童生徒を乗降させるため、給食車に準じたルー

トを利用することを原則として、調整する。 

26 児童生徒玄関 

・児童玄関は校舎南側に設置する。 

・雪の吹き込みに対処できる構造とする。 

・下足箱は、長靴を無理なく入れることができる高さとする。 

27 職員玄関・開放玄関 

・職員玄関は校舎北側に設置する。 

・開放玄関は、体育館、あいかぜ図書館に近い位置で、かつ、駐車場に近い北側に設置する。 

・北側駐車場奥は、一部擁壁を設けずに、傾斜地として駐車場等の積雪を蓄積できるようにす

る。 

・フェンスや防球ネットなどをグラウンド及び校舎敷地の適切な箇所に配置し、安全面に配慮

する。 

28 廊下・階段 

・必要な広さを確保する。 

29 トイレ  

・明るく清潔で誰でも使いやすいものとする。 

・児童生徒やその他の利用者数を考慮し、利用しやすい位置に設置する。 

・和・洋式トイレブースの割合に配慮する。 

・教職員・来賓用トイレは管理諸室の設置に配慮する。 

・車いす対応のトイレは、各階に配置するのが望ましい。 

30 エレベーターまたはスロープ 

・給食配膳とバリアフリーのために設置する。 

31 手洗い場 

・各室からの動線に配慮する。 

・児童生徒の手洗やうがいのために必要な水栓の数を確保する。 
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⑨ その他の配慮事項 

32 その他 

・児童生徒の安全確保を最優先とした施設・設備とする。 

・塩害と強風に耐える建築材を用い、シンプルで耐久性のある構造とする。 

・可能ならば、厚田の歴史を象徴するモチーフを取り入れる。 

・暖房は厳しい自然環境に対応できることを優先し、安全性、省コスト及び環境負荷への配慮

を総合的に判断し選択する。 

・太陽光発電システム及び蓄電池導入については、メリットと塩害強風地域に設置する管理上

のデメリットを検討して設置の可否を決定する。 

・ＬＥＤ照明等の省エネ機器の導入について検討する。 

・施設全体のバリアフリーに配慮する。 

・隣接した位置に学校菜園を確保する。 

 

 

 

（５）校舎の配置、工事期間中の仮設校舎について 

 

  前述の（４）施設設備基本計画の中で、「⑤体育館」は「現有体育館を大規模改修して使用する。」  

 と示している。 

  また、現在の厚田中学校校舎の西側に併設している「厚田学校給食センター」について、統合新設  

 校においても給食コンテナを直接校舎内へ運搬できるようにするため、体育館と給食センターとの接

続を考慮し、新校舎の配置については、現校舎の位置を基準とする。 

  よって、新校舎の建設は、現校舎の解体工事の完了後に着工することとし、工事期間中における厚

田中学校（生徒及び教職員）の仮設校舎については、平成 30 年 8 月中旬（夏期休業終了後）より現在

の厚田小学校校舎の空き教室等を活用して取り進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 55 - 

（６）工程表 
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