
 

 

 

 

 

 

 

共和町学校規模適正化基本計画 
 

計画書（案） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年２月 

 

共和町教育委員会 
 

 

  



共和町学校規模適正化基本計画 

1 

 

計画書（案） ：目次      

 

１．計画の概要                 ・・・・・・2p 

（1）計画の背景と目的 

（2）策定の体制と進め方 

（3）計画の内容 

 

２．新しい学校づくりの目標            ・・・・・・5p 

（1）新しい学校づくりの基本的な考え方  

（2）新しい学校づくりの目標  

（3）開校までの想定スケジュール 

 

３．新しい学校づくりの条件            ・・・・・・9p 

（1）敷地条件  

（2）児童生徒数・施設規模  

（3）求められる活動内容と導入機能の可能性 

（4）地域連携機能の考え方  

 

４．新しい学校像                 ・・・・・・14p  

（1）求められる新たな学校像 

（2）目指す学校像  

（3）学級数設定 

（4）室・スペースの基本的な考え方 

  ■必要諸室リストと概要 

 

５．学校整備基本計画               ・・・・・・28p          

（1）計画敷地の特性と活用方針  

（2）全体配置計画  

  ■配置計画図    

（3）基本計画案概要 

■平面計画図 

 ■室・面積構成表  

 （4）今後の整備課題 

  



共和町学校規模適正化基本計画 

2 

 

１．計画の概要 

（１）基本計画の背景と目的 

共和町（以下「本町」という）におけるこれからの学校づくりにおいては、第８次共和町

総合計画における新しいまちづくりの方向性や教育の基本方針を踏まえた、新しい学校施

設の実現が求められています。 

特に昭和５０年代に整備された学校施設の老朽化に加え、少子化の影響により学校の小

規模化が進み、学校運営や各種教育活動の面で支障が生じていることなどを鑑み、まちの将

来を見据え、時代の変化に適応した学校再編を進めるとともに、児童生徒のより良い教育環

境と学びの充実を図るため、学校施設を新たに整備する必要があります。 

これまでの学校再編に係る協議では、令和２年度から３年度にかけて学校長や教育関係

者などで構成し設置された「共和町立学校適正規模・適正配置検討委員会」からの答申を受

け、これを基にする協議を経て、令和４年１月に「共和町立学校適正規模・適正配置基本方

針」を定めています。 

令和４年度「共和町学校規模適正化基本計画」は、基本方針の実現を図るため、計画、設

計、建設、開校、運営までの一連の工程を定めるとともに、現段階における課題の抽出から

計画条件、計画目標、整備基本計画を定め、本町における新たな学校づくりに向けてさらな

る取組みを推進することを目的とします。 

 

■基本計画の位置づけとその後の取組み 

基本計画 

基本計画は、学校の設計・工事を進めるうえでの基本となる計画です。従前からの協議及び基

本方針を踏まえた「新しい学校づくりの目標」を定め、次に、学校づくりの条件や学校施設の在り

方の検討を踏まえ、学校施設構想としての「新しい学校像」を実現するため、「学校整備基本計

画」を定めます。 

 

基本設計 

基本設計は、基本計画で示された設計に必要な事項を整理したうえで、建物の構造や配置、

各階の基本的なレイアウト、備えるべき機能や設備、建物内外のデザイン等を「基本設計図書」と

してまとめます。学校施設の具体的な完成時の姿が明確になります。 

 

実施設計 

実施設計は、基本設計図書に基づき、安全性、機能性、デザイン性、メンテナンス性、施工性

等について技術・コスト面を考慮したうえで、詳細な設計を進め工事に向けた「実施設計図書」と

してまとめます。さらに、工事費の積算や着工に向けた手続きを行います。 

 

工事 
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（２）策定の体制と進め方 

本計画の策定は、令和４年４月開催の教育委員会議において設置が決定された「共和町学

校規模適正化基本計画検討委員会」において協議を諮ります。 

また、策定の協議においては、教育委員会議における審議に加え、地区住民懇談会や PTA

懇談会における意見交換を行い、パブリックコメントを実施することとします。 

 

■共和町学校規模適正化基本計画検討委員会 委員名簿 

 校区 氏名 備考 

１ 東陽小学校 村 上 克 美 PTA会長 

２ 〃 西 岡 健 幸 校長 

３ 北辰小学校 谷 内    淳 PTA会長 

４ 〃 田 中    豊 校長 

５ 西陵小学校 伊 深    猛 学校運営協議会委員   ＊副委員長 

６ 〃 島    朋 朗 校長 

７ 共和中学校 石 田 大 佑 学校運営協議会委員 

８ 〃 中 村 和 男 校長              ＊委員長 

９ 学識経験者 藤 木 恵 子 人権擁護委員 

１０ 〃 古 谷 美惠子 主任児童委員 子育て支援センターどろんこ 

■策定スケジュール 

年月 検討委員会 関連協議 関連報告 

令和４年 ６月 第１回委員会 
  

７月  
  

８月 
 

第２回委員会 

 

教育委員道外先進地視察 

 

９月  
 

議会中間報告 

１０月  PTA懇談会及び地区懇談会 
 

１１月 
 

第３回委員会 

 

総合教育会議 

 

１２月  
 

 
議会報告 

令和５年 １月  
 

 

２月 
 

第４回委員会 

パブリックコメント 

講演会開催 

 

３月  
 

議会報告 
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（３）計画の内容 

本計画において策定する内容は、次の通りです。 

■共和町学校規模適正化基本計画の内容（令和４年度の取組み） 

（R3 年度までの協議） 

 

（R４年度の協議） 

１．新しい学校づくりの目標（P5～） 

(１)新しい学校づくりの基本的な考え方 

(２)新しい学校づくりの目標 

  (３)開校までの想定スケジュール 

ここでは、今までの協議を踏まえ、新しい学校づくりの基本的な考え方と目標を検討します。  

 

２．新しい学校づくりの条件（P9～） 

（1）敷地条件  

（2）想定児童生徒数及び施設規模  

（3）求められる活動内容と導入機能の可能性 

（4）地域連携機能の考え方 

ここでは、施設計画の前提となる敷地、規模、導入機能等、計画条件を検討します。 

 

３．新しい学校像（P14～） 

（1）求められる新たな学校像 

（2）目指す学校像  

（3）学級数設定 

（4）室・スペースの基本的な考え方 

ここでは、施設整備によって実現しようとする学校像や整備方針を具体的に検討します。 

 

４．学校整備基本計画（P28～） 

（1）計画敷地の特性と活用方針  

（2）全体配置計画  

（3）基本計画案概要 

（4）今後の整備課題 

ここでは、用地活用の検討や新校舎配置のゾーニングの考え方を整理し、面積及び全体、配

置・平面の構成を基本計画案としてまとめ、今後の整備課題を検討します。  

 

①共和町立学校適正規模・適正配置検

討委員会協議 

(テーマ)これからの地域の学校のあり方 

 

・小学校の統合  

・小中学校の一体型建設  

・中学校敷地位置 

 

②共和町立学校適正規模・適正配置基

本方針（共和町教育委員会） 

（テーマ） 新しい学校・教育のあり方 

 

新しい学校づくりの推進 

「小中一体型の義務教育学校」を 

第８次総合計画期間内に設置 

 

答申 
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２．新しい学校づくりの目標  

（１）新しい学校づくりの基本的な考え方  

これからの学校教育においては、世界の情報化やグローバル化が進展する社会の中で生

き抜く力を育む教育がますます求められ、学校制度や教育システム・教育方法の変革を進め

る社会状況にあります。一方、人口減少が進む地域社会においては、学校の小規模化が進み

子どもたちの学びや各種教育活動への影響が顕著であることから、今後の行く末を見定め、

新たな学校像を実現することが喫緊の課題となっています。 

学校は、町の将来を担う人材を育成し、未来を切り拓く子どもたちの資質・能力を育む場

であることから、小中一貫教育による新しい学校の整備は、町づくりの礎として極めて重要

な位置づけにあります。本計画においては、「みんなで生きる、みんなで育む、みんなの学校

づくり」を基本的な考え方とし、地域全体の取組みとして推進することとします。 

 

■新しい学校づくりのコンセプト 

共和町立学校適正規模・適正配置検討委員会をはじめとする従来の協議においては、小中

学校の適正配置のあり方を中心に検討を進めてきました。また、その経緯においては、新し

い学校のあり方への期待や望みも多く語られてきました。 

新しい学校づくりにあたって、これらの意見や考えを基に、新しい学校づくりの基本コン

セプトは「新しい時代を生き抜くための学校づくり」とします。 

［従来の検討における新しい学校のあり方への期待や望み］ 

・子どもたちが他者を尊重し、温かで笑顔あふれる学校 

・自身の未来を伸びやかに思い描き、夢や希望を叶えることができる学校 

・学びの場として魅力溢れる優れた学校 

・新たな時代に適応した教育環境の整備された学校 

・小中学生が一つの校舎で共に学び、学年を越えた交流で温かな雰囲気が醸成される学校 

・児童生徒がいきいきと安心して学校生活を送ることができる学校 

・一つの職員室に小中学校の教員が集い、思いを一つにする学校 

・子どもたちへのきめ細やかな指導が充実する学校 

・学級担任制と教科担任制を併用する学校 

・小学校教員と中学校教員が相互に授業を見合う学校 

・地域とともにある学校 

 

［ 新しい学校づくりのコンセプト ］ 

 

 

 

 

 

 

  

〈新しい時代を生き抜くための学校づくり〉 

 

 

 

 

みんなで生きる、みんなで育む、みんなの学校づくり 

地域 

学校 
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（２）新しい学校づくりの目標  

基本コンセプトに基づく新しい学校づくりの目標は、従来における議論や令和 3 年３月

に策定された「共和町学校施設長寿命化計画」に示された学校施設の目指すべき姿を参考に、

テーマ別に〈新しい学校づくりの 15 の目標〉を設定します。  

 

〈 新しい学校づくりの 15 の目標 〉 

テーマ 目標 

１． 

小中一貫教育 

■小中９年間の確かな成長を支える学校づくり 

小学校と中学校が一体となる条件を生かし、義務教育９年間を見通し

た指導により、より良い教育環境を実現する学校づくり。 

２． 

少人数教育 

■子どもが主役となる学校づくり 

学校の小規模化により集団活動の機会が減少するなどの課題を解決す

るとともに、少人数教育の長所を最大限生かす教育方法や施設の充実を追

求する学校づくり。 

３． 

交流教育 

■多様性の中で豊かな社会性を育てる学校づくり 

異学年、異世代との交流や学びを促進し、地域を越え国内外の学校との交

流や協同学習などを通して共通の課題への取り組み、学びの喜びを実感でき

る学校づくり。 

４． 

学習環境 

■学ぶ意欲を喚起し、想像力を高める学校づくり 

教師の協働体制のもと、子どもたちが能動的、自律的に学習に向かう

姿勢を育み、社会の変化に対応した ICT 教材の活用を図るなど、実社会と

繋がる学びを実現できる学校づくり。 

５． 

生活環境 

■誰に対しても優しく、多様性を受入れる学校づくり 

多様な学びや交流を図るため、バリアフリーやユニバーサルデザインに

配慮し、障害の有無に関わらず出来るかぎり同じ場で共に学ぶことが出来

る学校づくり。 

６． 

働く環境 

■小中学校教員が集い、教育効果を高める学校づくり 

教育委員会及び学校の教育目標の共通理解のもと、小学校と中学校の

教職員が協働して子どもたちを育むとともに、教職員の働く場としてふ

さわしい快適な職場環境が整備された学校づくり。 

７． 

安全性 

快適性 

■居心地が良く、快適に過ごせる学校づくり 

快適な温熱環境と木材を活かした温かみを感じる落ち着いた空間の中で、

子どもたちが生活を送り安心して過ごすことが出来る学校づくり。 



共和町学校規模適正化基本計画 

7 

 

８． 

地球環境 

脱炭素 

■地球にやさしく教材とする学校づくり 

省エネルギーや再生可能エネルギーの活用等により、地球環境への配

慮や未来への環境負荷を軽減するとともに、学校施設や設備を環境教育

の教材として生かせる学校づくり。 

９． 

地域拠点 

■まちのコミュニティセンター、安心拠点となる学校づくり 

学校教育の場として子どもたちの成長を支えるとともに、いつでも子

どもたちや町民の活動場所となり、防災上の機能を併せ持つ避難施設と

しても機能する学校づくり。 

10． 

地域シンボル 

■子どもと大人が、地域と共にあることを誇りに思える学校づくり 

子どもから大人まで、郷土の歴史や文化を学び、四季折々の景観や自

然環境とふれあい、様々な体験や活動を通して、ふるさと共和町を愛着

深く感じとれる学校づくり。 

11． 

地域連携 

■地域の子どもは地域で育てる「チーム学校」づくり 

コミュニティ・スクールを核として、保護者や地域住民が教職員と力を合わ

せて、地域と共に子どもたちを見守り健やかな成長を育む学校づくり。 

12． 

情報技術 

■共和町の未来を拓く学校づくり 

ICT 等の先端技術を活かした新しい学びが実践されるとともに、学校

運営と地域連携を支えるネットワークと映像システムが構築している学

校づくり。 

13． 

持続性 

■変化への対応力を備えた未来に続く学校づくり 

児童生徒数の変動や未来に求められる教育に対応するとともに、長期

にわたり維持管理が容易で、教育指導体制の変化等に逐次対応できる、

計画的な施設改修を見据えた長寿命な学校づくり。 

14． 

学校制度 

■子どもたちの学びを見守り育む義務教育学校づくり 

 地域全体で子どもたちを見守り育むため、学校組織や地域支援の仕組

みを整え、９年間を見通し新たな教育システムを取り入れた義務教育学

校づくり。 

15． 

コスト 

■地域の将来負荷を軽減する学校づくり 

未来を見据えた適正規模・適正配置の検討に基づく建設・維持管理コ

ストの縮減や、町の財政負担の軽減など、適正なライフサイクルコスト

(LCC)に裏打ちされた学校づくり。 
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（３）開校までの想定スケジュール 

本計画では、令和 9 年度（４月）の開校を目標に、新しい学校づくりを推進します。 

今後の段階的な取組みは、以下に示すスケジュールを想定しています。計画、設計、工事

の各段階において、教職員や PTA、地域の方々との意見交換を継続的に行い、整備事業を

推進します。 

 

■開校スケジュール 

 令和 4年度 

2022 

令和 5年度 

2023 

令和 6年度 

2024 

令和 7年度 

2025 

令和 8年度 

2026 

令和 9年度 

2027 

基本計画      
 

基本設計      
 

実施設計      
 

工事施工      ●開校 

除却整備      
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３．新しい学校づくりの条件  

（１）敷地条件  

イ）計画敷地の設定 

新しい学校の建設箇所は、現共和町中学校周辺を予定しています。 

本計画においては、現中学校敷地内で新校舎を建設することによる工事期間中の中学校

運営への影響や新校舎建設上の制約を検討したうえで、計画敷地を広げることを基本方針

とします。現共和中学校敷地を利用し北側隣接地を加えた敷地を、新しい学校づくりの計画

地と想定し、検討します。（＊敷地範囲は未確定） 

 

■計画地 現況中学校敷地（青枠内）＋北側隣接地（赤枠内） ・敷地面積 約 8.6ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ）敷地概要 

■位置     北海道岩内郡共和町幌似 

■敷地面積   約 86,000 ㎡（今後の測量調査で確定） 

■地域地区等  都市計画区域外 

■接続道路   北側・旧国道、中央・町道中学校中央線、西側・町道中学校線 

■インフラ設備 上水道 ：中央町道より接続 

下水道 ：中央町道より接続 

■地盤状況   未調査（設計段階で地盤調査実施）  

■周辺施設   現中学校西側に隣接して、共和町学校給食センターが位置する。 

        町民プール及びスクールバス車庫は、現状保全とする。 
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（２）児童生徒数・施設規模  

本計画では、開設年度(令和９年度)における児童生徒数及び必要とされる施設規模を以下

の通り想定し、新しい学校づくりを検討します。 

イ）想定児童生徒数 

児童生徒数は減少傾向にあり、令和 9(2027)年度の児童生徒数推計は、次の通りです。 

開校時の児童生徒数の推計は、小中併せ 373 名の児童生徒数と約 50 名の教職員を想定し

た新しい学校づくりを検討します。 

■令和 9(2027)年度小学校児童数推計 
   

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計 

児童数 34 45 38 33 44 35 229 

■令和 9(2027)年度中学校生徒数推計 
   

学年  １年生 ２年生 ３年生 合計    

生徒数 44 51 49 144    

ロ）施設規模 

施設規模は、学校整備に関する国庫補助の算定を基準に計画面積を設定します。 

本計画では、令和 9(2027)年度における児童生徒数から設定される学級数（小学校 10 学

級、中学校 6 学級、特別支援学級各 3 学級）を基に算出される国庫補助基準面積から、校舎

9,000 ㎡、体育館 2,400 ㎡、合計面積 11,400 ㎡を学校の計画面積と想定し、新しい学校づく

りを検討します。 

■計画面積 

施 設 計画面積 

校 舎  ９，０００㎡ 

体育館  ２，４００㎡ 

合計 １１，４００㎡ 

 

 

(参考) 

■国庫補助基準面積 

開校年度（令和 9 年度、5 月）想定に基づく文科算定学級数及びその他条件に基づく国庫補助基準面積 

 校舎 

（二級積雪寒冷地、多目的加算なし） 

体育館 

（積雪寒冷地） 

小学校 ４，８６６㎡ １，２５８㎡ 

中学校 ４，２３１㎡ １，２３７㎡ 

合計小中一体型 ９，０９７㎡ ２，４９５㎡ 

＊比較参考：東陽小学校（校舎 3,910 ㎡、体育館 1,031 ㎡）共和中学校（校舎 4,380 ㎡、体育館 1,137 ㎡） 

■事業費の見込み  

令和 3年学校長寿命化計画策定時点における小中一体校の施設建設概算工事費は約 40億円であったが、

施設規模の増加や造成・外構等付帯施設工事費、設計費その他諸費用の加算、さらには近年の物価高騰等の

社会情勢を考慮すると、事業費の高騰が予想される。 
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（３）求められる活動と導入機能の可能性 

新しい学校づくりにおいては、新しい学校でも継承していきたい活動や新しく求められ

る活動について、盛り込んでいくことが大切な課題となります。地域や PTA 懇談会等にお

ける意見を踏まえ、今後の取組みにおいて検討することとします。 

●継承が求められる活動 

【学校教育の活動】 

（教育活動） 

・ALT(外国語指導助手)による教育活動 

・ニセコ方面のスキー場におけるイングリ

ッシュインタビュー 

・「動的ストレッチ」の励行・習慣化 

・ICT を活用した教育活動 

・放課後や長期休暇中の補充学習の充実 

・通級指導教室の開設（継続） 

・小学６年生時の部活動体験 

 

（交流・学校行事・施設） 

・縦割り班などの学年間交流 

・文化祭や体育祭などにおける特色ある協

議やの表現活動（小学校のよさこいソー

ラン演舞、北辰小学校でのかかし山登山

等） 

・独自のキャラクターを設定するなど主体

的な児童会活動（ゴセンゴレイジャー、

セイリョウレンジャー等） 

・学校図書館の活用による教育指導体制の

充実 

 

（教育システム・安全） 

・幼小連携の充実（幼小連絡会の開催、アプ

ローチ・スタートカリキュラム運用） 

・町内の教育資源を活用したふるさと学習 

・児童生徒による地域安全マップの作成 

 

 

【地域参加の活動】 

（教育活動） 

・読み聞かせボランティアによる、本に親

しむための読書イベント 

・地域住民を講師として迎えて行うコミュ

ニティ・スクールの学習機会（木工、洋

裁、語り部等） 

・中学校におけるキャリア教育への支援 

・美術館学芸員による絵画授業 

・日本郵便による手紙の書き方教室の開催 

・地域人材による書初め教室の開催 

・スキー学習への保護者指導員の協力 

・部活動指導員や地域指導者による部活動

の指導 

・人権擁護委員による人権教室や人権の花

提供 

・各種スポーツ・競技大会 

 

（交流・学校行事・施設） 

・校内施設の除草など環境美化活動 

・JA 青年部の協力による学校農園における

スイカ・メロン等の栽培 

・食育としてのメロン・スイカ集出荷施設

の見学 

・地域の農家の協力を得ながらの稲作体験等 

・町内施設の活用や資源を活用した学習の

推進 

・世代間交流会の開催 

・文化活動への地域支援 

・地域子供会活動との連携 

 

（教育システム・安全） 

・地域団体による交通安全指導や防犯パト

ロール 
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・地元警察による交通安全教室の開催 

・町育成協における各種取り組み 

●新しく求められる活動や導入機能の可能性 

【学校教育の活動・機能】 

（教育活動） 

・小中一貫教育の充実 

・小中連携しながらの学習の補填 

・実践的な英会話学習の充実（英語関係資格

支援、中学生英語留学、英語だけのキャン

プイベント、オール英語授業など） 

・タブレット端末を活用した遠隔学習の充実

や家庭学習への支援 

・更なるインクルーシブ教育の実践 

・幼小中の系統的な教育のあり方の検討 

・新たな部活動のあり方への対応 

 

（交流・学校行事・施設） 

・小中学生それぞれのグラウンド整備 

・コロナ感染症対策の充実（換気、暖房） 

・教室内の空調設備の充実（エアコン設置） 

・低学年スキー学習に使える築山 

・多様な意味でのバリアフリー環境 

・自治体間交流を活かした学校間交流（上山

市等対象） 

・学習や指導に関わる地域連携の推進（町内

の学校統合が進むことによる情報交流や

研修の充実） 

 

（教育システム・安全） 

・小中学校での温かな学校づくり 

・就学前教育の充実と幼小連携の充実 

・中等教育との連携と中学生年代の進路選

択・決定への支援充実 

・不登校等への対応として適応指導教室の開設 

・特別支援教育支援員、スクールサポートス

タッフ、学習支援員の有効活用 

・複数学級維持のための町費教員の検討 

・教育委員会における指導主事的職員の検討 

・義務教育学校で活躍する教職員人材の育

【地域参加の活動・機能】 

（教育活動） 

・農業に限らず、他業種の人材を講師とす

る学習 

 

（交流・学校行事・施設） 

・アウトドア活動を取り入れた宿泊イベ

ント 

・老人クラブ等との世代間交流 

・地域人材の再募集及び協力への協議 

 

（教育システム・安全） 

・コミュニティ・スクールの統合再編及び

活動の充実 

・放課後児童クラブ運営体制の再検討 

・避難所としての機能再編 
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成、研修の充実 

・教職員人材確保に向けた職場環境の改善 

・スクールバスの充実 

（４）地域連携機能の考え方 

地域とともにある学校づくりは、地域と連携しながら子どもたちが参加する多様な活動

を行っていくことを想定します。 

イ）地域連携のあり方について ～必要スペースと使い方 

① 地域協働スペースでの活動 

地域や学校の歴史や活動に関する展示や情報発信、地域連携のための活動協議やメン

バーと児童生徒との交流が出来る地域協働スペースを設け、地域と連携した学校活動を

促進します。 

② 交流ホールや多目的ホールの地域活用 

これまでの共和町の学校の歴史等を展示する地域協働スペースと連動させ、地域の老

人や多様な分野の達人たちから話を聞けるような交流スペースや多目的ホールを設け、

地域と連携した教育学習活動を促進します。 

③ 屋外の地域連携スペース 

ゆとりある敷地活用においては、地域の子どもたちが自由に遊べ、PTA の親子レクな

どを行うことが出来る環境学習体験型の屋外環境整備を想定し、子どもと大人がともに

維持管理にも参加できる連携を検討します。 

ロ）地域開放スペースのあり方 ～スペースの整備と使い方 

共和町生涯学習センター利用を補完する施設として学校開放を位置づけます。 

① 体育館の学校開放 

・町民体育館の補完的な体育施設利用として、地域利用に開放します。 

・災害時には、一時避難施設として利用します。 
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４． 新しい学校像  

（１）求められる新たな学校像 

共和町における新しい学校の整備においては、学校をとりまく環境の変化や、３つの小学

校の統合と中学校との一体化により町内唯一の公立学校として、地域の期待に応える新た

な学校像が求められます。 

イ）教育の大転換期に求められる施設環境が充実した学校                 

義務教育学校においては、9 年間を見通しきめ細やかで温かな指導が可能となり、系統的

な教育課程を編成し、長期的な視点で子どもたちの育成が図られるよう、より良い教育環境

の実現が目標となります。 

また、小規模校の課題でもあった、集団活動の機会の減少や複式学級発生への懸念を払拭

し、少人数指導の長所を生かした学びの実現に向け、今後の学校運営や諸課題の解決に対応

できる施設環境の充実が求められます。 

さらに、子どもたちが ICT を活かしながら、個別最適な学びと協同的な学びに向かう姿

勢を育み、令和の時代に求められる新たな教育指導体制やシステムの構築を図り、時代の潮

流に柔軟に対応できる教育環境づくりがより一層求められます。 

［求められる新たな学校環境］ 

■ゆとりある教室空間 

学級や学年を超えた活動がいつでも展開できるゆとりある教室空間と、それらが連続的に

配置される学校環境。  

■メディアセンター 

これまでの学校図書館に加え、コンピューター室の機能を関連付けて整備し、子どもたちの

遊びと学びの場として小中学生の交流にも活用が図られるよう ICT 化された学習情報センタ

ー（メディアセンター）を中心とする学校環境。 

■校務センターと教職員共有スペース 

小学校と中学校の教職員が協働して子どもたちを育てる学校組織にふさわしい開かれた校

務センター（教職員スペース）や授業準備や教材研究で効率的に活用が図られる教職員共有ス

ペースが充実した学校環境。 

ロ）新たな地域シンボルとなる学校                           

新しい学校は、子どもたちの健やかな成長を支えるとともに、いつで町民を招き入れるこ

とで地域交流活動の拠点として役割を担い、地域と学校の一体感を醸成し、地域とともにあ

る学校づくりが推進されることで、ふるさと教育の充実に繋がるものと期待されます。 

また、ニセコ山系の山並みを背景に四季折々に魅せる新たな学校景観は、子どもたちや町

民一人ひとりの記憶に深く刻まれ、郷土を思い起こす新たな地域シンボルとして位置づけ

されるものと思われます。 

［記憶に残る新たな学校環境］ 

■明快な施設構成とゾーニングの学校 

立地や敷地の特徴を活かした、分かりやすく明解な施設構成とゾーニングの学校 

■地域を身近に感じる学校 

地域の風景や眺望、周囲の自然や住環境と調和を図り、地域を身近に感じる学校 

■地域活動やコミュニティスペースが充実した学校 

住民の活動や地域利用のための、地域活動やコミュニティスペースが充実した学校 
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（２）目指す学校像   

イ）整備テーマ 

新しい学校の整備は、共和町の子どもたちとともに、町民の居場所づくりや活動の場所と

して、幅広い用途で活用を図り様々な交流を生み出すことを目指します。 

こうした学校づくりの基本的な考えは、「みんなで生きる、みんなで育む、みんなの学校づ

くり」です。 

検討委員会や地域懇談会、PTA 懇談会などで出された様々な思いや意見を受け止めた新

しい学校づくりの整備テーマは、次の通りとします。 

 ■整備テーマ  

子どもと大人が未来と可能性を感じ成長できる学校   

ロ）学校整備の基本方針 

新しい学校づくりの 15 の目標を踏まえ、整備テーマを実現するため、次の 7 つの基本方

針を設定します。 

 

 

〈 学校整備の 7 つの基本方針 〉 

 

方針 1 安全・安心に学べる学校 

方針２ 多様な学習を可能にする学校 

方針３ 快適で利便性の高い学校  

方針４ 災害に強い学校  

方針５ 地域に開かれ、地域の愛着と誇りを感じる学校  

方針６ 環境を考えた学校 

方針７ からだとこころに優しい学校 
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基本方針の具体的な内容は、以下の通りです。  

 

方針 1：安全・安心に学べる学校                           

子どもたちが生き生きと学ぶために、安全と安心に最大限に配慮した学校を整備します。  

■歩車分離に配慮した配置計画  

・スクールバスやその他車両と児童生徒動線の区分に配慮した校舎等の配置計画  

・歩道の拡幅などによる、安全な通学動線の整備計画  

■視認性や安全に配慮した施設計画  

・職員室からの見通しに優れ、校舎内外にわたって視認性に優れた平面計画  

・児童生徒の体格差に配慮した施設計画  

（その他、設計における配慮事項） 

＊校舎や敷地内の安全性を高める施設計画の工夫  

＊不審者の侵入を防ぐことのできる施設計画の工夫 

 

方針２：多様な学習を可能にする学校                         

多様な学習形態や時代の変化に対応できるフレキシブルな学校を整備します。 

■フレキシビリティ（変化に対する柔軟性・融通性）の確保  

・学習形態の多様化に柔軟に対応する施設計画  

（例：オープンスペースや多目的スペース、可動間仕切り等の活用、ICT 教育の積極活用）  

■多彩で個性豊かな｢場所づくり｣  

・大小さまざまな変化に富んだ学習諸室の整備計画 

（例：オープンスペース、多目的スペース、多目的ホール、メディアセンター等）  

・内部と外部にわたってさまざまに活用できる空間計画  

（例：テラスデッキやバルコニー等の整備)  

・一人ひとりの個性を尊重した、多彩な｢居場所｣のある環境計画  

(例：デン(隠れ家のような小空間)や小上がり、コーナー等の整備） 

（その他、設計における配慮事項） 

＊学習形態の変化や、時代の変化に対応できる柔軟性のある施設計画上の工夫  

＊多彩な学習環境整備に関する工夫  

 

方針３： 快適で利便性の高い学校                           

子どもがのびのびと過ごせる快適で利便性の高い学校を整備します。  

■自然の採光と通風を活かした快適な施設整備  

・自然の光と風をふんだんに取り入れた、明るく快適で健康的な環境計画  

・断熱性や遮音性にも配慮した、快適で安定した環境計画  

・温かみのある木質系材料を使った環境計画  
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■利便性と安全性を兼ね備えた施設整備  

・見通しがよく、行き止まりの少ない動線計画  

・１年生から９年生までの学年間の体格や活動の差異に配慮したゾーニング計画  

（その他、設計における配慮事項） 

＊自然エネルギーを積極的に取り入れるための工夫  

＊清掃や点検、管理が行いやすく、長く快適に使える施設計画上の工夫  

 

方針４：災害に強い学校                                

災害時における児童生徒の安全確保に加え、地域の避難所としても活用できる学校を整

備します。  

■災害時に児童生徒の安全を守る施設整備  

・十分な耐震性能と耐火性能を有する安全性の高い施設計画  

・複数の避難経路及び安全な避難経路を確保した施設計画  

■「地域の防災拠点」としての施設整備  

・災害時の避難所として対応が可能な施設整備計画 （例：非常用電源装置や緊急貯留槽、

災害用トイレ等の整備など）  

・高齢者や障がい者が安心して利用できる避難所としての施設計画 （例：体育館等の避

難所利用時における安全性やバリアフリー対応など）  

（その他、設計における配慮事項） 

＊様々な災害に対応できる施設整備としての工夫  

 

方針５： 地域に開かれ、地域の愛着と誇りを感じる学校                          

学校をより身近なものにし、地域を支え、地域に支えられる学校を整備します。  

■学校と地域の交流につながる施設整備  

・地域開放の可能性を最大限に引き出す諸室計画  

（例：地域協働スペースや多目的ホール、メディアセンター（図書）など）  

・地域に開かれ、多様な地域活動に対応できる外構計画  

（例：地域連携スペースなど）   

■地域利用を促進するゾーニング（区域・区画）計画  

・地域開放を見据えたアクセスしやすいゾーニング計画  

・地域利用者の動線を明確に分離し、管理の容易さと使い易さに配慮した動線計画  

■周辺環境や地域とも調和した良好な環境の整備  

・地域の愛着と誇りを創出する施設計画 

・背景の山並みや周囲の田園風景と調和する学校景観を創出する景観計画 

（その他、設計における配慮事項） 

＊周辺からの建物の見え方や建物の向きへの工夫  

＊地域開放時における学校エリアへの不審者侵入対策への工夫 
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方針６：環境を考えた学校                                             

地球環境負荷への配慮とともに、次世代を担う子どもたちが、五感で体感できる環境教育

の場となる学校を整備します。 

■サスティナブルスクール （持続可能な学校づくり）  

・耐久性と維持管理に配慮した施設計画 

・建物の長寿命化に配慮した施設計画  

■五感で感じる環境教育の場となる施設整備  

・使用エネルギー表示や環境技術など“エネルギーの見える化”の取り組み 

・日常生活の中で、児童生徒の目に触れやすく、直接自然に触れ、観察できる環境計画 

（例：菜園やビオトープ、太陽光発電パネルや風力発電風車など）  

（その他、設計における配慮事項） 

＊省エネルギー化をはじめとする、環境負荷低減への工夫  

＊耐久性の向上や長寿命化、施設の容易な維持管理などへの工夫  

 

方針 ７： からだとこころに優しい学校                             

地域の拠点として、ノーマライゼーションの理念に基づき、児童生徒ひとりひとりの成長

や発達の違いを受け入れる学校として、ユニバーサルデザインを取り入れた施設整備を行

います。  

■バリアフリーに配慮した施設整備  

・児童生徒はもとより、地域の拠点としてだれもが安心して使える施設計画  

・手すりや段差解消、EV、多目的トイレの設置等、利用者全体に配慮した施設計画  

・だれにでもわかりやすいサイン計画  

■児童生徒にとって快適な生活環境となる施設整備  

・シックスクールに配慮した内装材の選択  

・手触りがよく、温かみのある木質系材料の選択  

・学年ごとの児童生徒の体格とスケール感に配慮した空間計画  

■多様な人々が安心して過ごせる施設整備  

・LGBTQ をはじめとした、様々な人たちに配慮された施設計画 

（その他、設計における配慮事項） 

＊木質系材料採用に関するコスト、維持管理計画上の工夫  

＊学年ごとに成長を感じることができるゾーン別の内装計画上の工夫  
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（３）学級数設定 

 本計画における学級数は、少人数教育環境を活かした学校づくりへの要望が高いことを

踏まえ、開校予定である令和 9 年度の児童生徒数推計から導き出される学級数(文部科学省

基準に基づく学級数)に予備室を含め、全学年 2 学級編成の学級数設定とします。 

また、特別支援学級は小中各々に 3 学級設定（5 学級分の面積を確保）とします。 

 ■計画における各学年学級数設定 

■小学校  

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計 

学級数 ２ 2 2 ２ 2 2 １２ 

         

■小学校特別支援学級数  3 
＊5 学級分の面積を確保する計画

とする 

         

■中学校  

学年  １年生 ２年生 ３年生 合計    

学級数 2 2 2 6    

         

■中学校特別支援学級数  3 
＊5 学級分の面積を確保する計画

とする 

 

 

 

 

 

（参考：文部科学省基準に基づく学級数算定） 

■令和 9(2027)年度児童数推計に基づく小学校学級数編成  

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計 

児童数 34 45 38 33 44 35 229 

学級数 1 2 2 1 2 2 10 
         

■小学校特別支援学級数     3 
         

■令和 9(2027)年度生徒数推計に基づく中学校学級数編成  

学年  １年生 ２年生 ３年生 合計    

生徒数 44 51 49 144    

学級数 2 2 2 6    
         

■中学校特別支援学級数  3    
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４）室・スペースの基本的な考え方 

整備方針を具体化する主要な教室やスペースの基本的な考え方は、次の通りとします。 

（写真引用：「板橋教育改革 新しい学校はこうしてつくる（板橋区・板橋区教育委員会監修・著作 2017.3.31 発行）」から） 

イ）基本事項 

① 教室構成・学級運営方式 

普通教室をホームルームとする「普通教室型」を基本としつつ、教科担任制の中学校の教

室構成において、教科の充実を図ることを目的とする「教科教室型」の構成とする等、教室

構成と学級運営の在り方についての検討を継続し、今後の計画に反映することとします。 

(教室構成参考例） 

●学級運営 

・小学校は普通教室をホームルームに割り当てる。 

・中学校は教科教室をホームルームに割り当てる。 

●中学校について 

・各クラス専用でロッカースペースを兼ね備えたホームベースを用意する。 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教科教室まわり/教科専用の学びの空間     ■ホームベース/クラス専用の生活空間 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 教室配置とゾーニング 

教師の協働体制のもとクラスや学年を超えた活動がいつでも展開できるよう、開放的で

ゆとりある教室空間を連続的に配置します。 

・学校全体が開放的につくられた図書館と考え

た学びの場とする。 

・わかりやすい空間構成や動線計画とします。 

  

■教科教室型 

・教科ごとに専用の教室（教科教室）がある構成。 

・従来の特別教室に加え、国語・社会・算数・英語教

科も専用の教科教室で学習を行う。 

・その他に学級専用スペースとして、ロッカーや椅子

テーブルを備えたホームベース（HB）を設ける。 

・教科教室は、ホームルームとしても利用する。 

<教室構成：HB＋教科教室＋特別教室 

 

 

 

 

 

ホーム 

ベース 

（HB） 

 

特別教室 
教科教室 

（ホームルーム） 

■普通教室型 

・一般的な、普通教室と特別教室による構成。 

・普通教室では、国語・社会・算数・英語などの複数

の教科学習を行う。 

・普通教室に学級を割り当て、ホームルームとして利

用する。 

 

<教室構成：普通教室＋特別教室> 

 

 

 

 

 

普通教室 
（ホームルーム） 

特別教室 

メディア 

センター 

特別教室ゾーン 

共有学習ゾーン 

普通教室ゾーン 

■空間構成の基本イメージ 
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ロ）学習関係 

① 教室まわり 

１学年 2 学級編成に対応できる教

室計画とし、1 学年 2 学級のまとま

り、2 学年で一つのまとまりを単位と

する教室構成とします。 

・学年 2 学級を単位としてオープ

ンスペースを設け学年ごとのま

とまりをつくる。 

・オープンスペースは、家具を充実し多様な学習形態に対応した利用を可能にする。 

・2 学年ごとに多目的スペースを設け、少人数や習熟度別学習などに対応する。 

・充実した ICT 設備を備え教材や学習成果物が用意された博物館やギャラリーのような環

境で教室周りの空間を整備する。 

・教室には個別教師用スペースを設け、オープンスペースには持ち物スペース(ロッカー、

コート掛け)を確保する。 

 

■オープンスペースと教室           ■オープンスペースでの様々な学習 

 

 

 

 

 

 

 

■低学年オープンスペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オープンスペースの設え 

 

  

テラス 

 

2学年のまとまり 

普通教室 

オープンスペース 
多目的 

スペース 

オープンスペース 

普通教室 普通教室 普通教室 

1学年のまとまり 

■教室単位：学年単位と 2つの学年利用の多目的スペース 
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② 特別支援教室 

特別支援学級は、小学校と中学校ごとにまとめ、人数に応じ

た広さを持つ複数教室とオープンスペースを組み合わせます。 

・教室は、可変間仕切り等により 3～５区分を可能にする。 

・オープンスペースには、教員・教材スペースやシャワー室、

プレイスペースを設ける。教室近くに、多目的便所を配置。 

③ 特別教室とメディアスペース（展示学習室） 

 特別教室は開放的な教室計画とし、教室

前廊下は展示スペースの様に活用し、教科

の充実を図るためのメディアスペースを設

けます。 

・メディアスペースは、芸術や科学、生

活、社会、英語、情報などの分野ごと

の展示や学習・発表の場とする。             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

④ メディアセンター（図書室）  

図書室はコンピューター教室と連続する構成とし、読書センター・学習センター・情報セ

ンターとして、学校の中心に配置するとともに充実した面積を確保します。 

・学校の中心と位置付け、本の世界で学ぶ子どもたちの居場所、小学生と中学生の交流場

所とする。また、コンピューターを関連付け、ICT 化して学習と情報の拠点とする。 

 

■様々なたたずまいのあるメディアセンター（図書室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教室 

オープンスペース 

教室 

■特別支援教室のまとまり 

教室 

■開放的な特別教室 

■教室と一体利用ができる教科メディアスペース 
準備室 特別教室 特別教室 

展示スペース 

教科メディアスペース 

（教科ごとの展示・学習室） 

準備室 

■特別教室の基本構成 
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■様々な場所で読書を楽しめるコーナー      ■図書ラウンジ 

 

 

 

 

 

 

 

ハ）生活・交流空間 

① 多目的ホール 

新しい学校の異学年交流や地域学習・交流の場として様々な多目的ホールを設けます。 

・学校の中心に配置するシンボルとなる大階段のある交流ホール 

・小学校ゾーンの中心に配置する食育をテーマとするランチルーム 

・低学年用プレイルームやステージホールなど 

■多目的オープンスペースを中心とするゾーン構成 

 

 

 

 

 

 

■大階段オープンスペースイメージ           ■多目的オープンスペース（ランチルーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■様々な利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校ゾーン 中学校ゾーン 

昇降口 

ホール 

中心ゾーン 

ランチ 

ルーム 
大階段 

交流ホール 

プレイルーム 

ステージホール 
中アリーナ 

大アリーナ 
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二）共通空間 

① 昇降口 

校舎の中央部に、玄関を配置するとともに、学校の情報が常時発信され、その日の行事や

雰囲気を知ることが出来る、子どもたちを気持ちよく迎える入れる昇降口を配置します。 

・昇降口まわりには待合スペースを設け気軽に滞在できるスペースとする。 

② 便所 

各階の複数学年のまとまりごとに、ストレスなく利用出来るようトイレを配置します。 

・トイレ、手洗い、水飲み場は清潔な空間とし、使いやすい場所にする。 

・1 階の特別支援教室近くに多目的トイレを配置し、一般利用も兼用する。 

③ 廊下、階段、エレベーター 

学校各室の位置関係がわかりやすく移動しやすい動線計画とし、単なる通行のための空

間だけではなく、展示や交流の空間としても活用の図れる廊下、階段とします。 

・展示ギャラリーや会話の弾む空間となるよう廊下を整備する。 

・配膳室近くにエレベーターを設け、車椅子利用等と共に配膳機能も担う。 

ホ）地域連携 

① 地域活動スペース 

コミュニティ・スクール(学校運営協議会）、保護者、地域住民が教職員と力を合わせて子

どもたちを育てる“チーム学校”をつくるため、校務センターと連携し易いよう整備する。 

・昇降口ホール近くに地域協働スペース(地域・学校ギャラリーや交流ラウンジ)を設ける。 

② 地域開放空間 

学校施設が住民の活動場所や地域コミュニティの核となるよう、セキュリティ面を確保

がしやすいよう配置するとともに、利便性の高い特色ある施設とします。 

・体育施設には専用玄関を設け、地域開放施設として利用する。 

・メディアセンター（図書）や多目的ホール、特別教室、屋外運動施設等について、生涯

学習センターと機能が重複するため地域開放は想定しない 

・屋外では、国道側シンボルアプローチ横に、地域連携スペース(芝生広場)を設ける。 

へ）教職員スペース 

事務・校務スペースは小中学校教職員で共用し、機能の充実を図ります。 

・校務スペース前には、児童生徒の相談の場を設ける。 

・校務スペースに隣接し、リフレッシュできる環境とし、作業の場として教職員共有スペ

ースを設ける。 

・印刷スペースを含めた教材製作・カリキュラム研究のスペースを設ける。 

■教職員スペースの基本構成 

 

 

 

校長 
事務・校務 

スペース 

児童生徒相談対応 

共有スペース 

教材制作スペース 

会議 
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ト）体育館 

授業時数や子どもの体格差に応じた活動に対応するため、屋内体育館とする。 

運動だけでなく、観戦・集会・発表・公演等、多目的な利用に応えられるような施設・設

備とします。 

・アリーナ内にはステージを設けて、講堂的機能を確保する。 

・地域体育館の機能も担えるようにする。 

・備蓄スペースを備え、災害避難スペースの機能も担う。 

チ）屋外体育施設 

学校と地域のこれまでの利用状況を踏まえるとともに、小中一体の学校施設となること

を生かし、それぞれにとって活動の幅を広げる施設種類、面積、形状を確保し、安全性に留

意します。 

・既存の中学校 200m トラック、野球場については、新設せず再整備する。 

・現中学校跡地は、小学生利用を想定し、150ｍトラックとサブグラウンド、遊びの広場

を整備する。 

・低学年のスキー学習に活用できるように築山を整備する。 

リ）環境教材 

省エネルギー、再生可能エネルギーの活用等により、地球環境に優しい施設・設備・シス

テムを採用します。 

・施設・設備自体が環境教育の教材として生かされるよう整備する。 

・エネルギーの見える化として、エネルギー表示や見える機械室などを整備する。 

・環境学習体験フィールドとして、地域連携スペースの整備を検討する。 

ヌ）児童クラブ 

児童クラブの設置や事業内容の検討については、施設管理の管轄や運営時間が学校と異

なることなどを考慮しつつ継続して検討します。 
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■必要諸室リストと概要 

区

分 
分類室・スペース名 

室

数 
概要 

普

通

教

室 

小学校普通教室+OS 12 
・各学年 2学級ごとにオープンスペースを設ける。 

・オープンスペースには、ロッカースペースや水飲み・流し、低

学年ではデン、中高学年では談話コーナーや小部屋、教材

室等を設置する。 

・中学校の教室まわりは、教室構成と学級運営の体制に応じ

た検討を行う。 

中学校普通教室+OS 

（教科教室＋HB） 
６ 

多目的スペース ５ 

・2学年ごとに多目的スペースも設け、学年段階に応じ、プレイ

スペース、ラウンジ、少人数学習やグループ活動等、様々な

活用を想定する。 

特

別

支

援

教

室 

小学校特別支援教室＋OS １ 
・小中学校ごとに、教室とオープンスペースをユニットとして一

体的に計画する。 

・小中学校ごとの学級は、３～5教室への分割も可能にする。 

・身体・知的障害のある生徒に対応した授業を行うのに必要

な設備を装備する。 

・孤立せず学校生活が出来る配置とする。 
中学校特別支援教室＋OS １ 

特

別

教

室 

理科 
理科１・準備 1 

・小中のカリキュラムに合わせた設備を整備する。 
理科２・準備 1 

音楽 
音楽１・楽器庫 1 ・楽器の演奏や歌唱等、授業スタイルに合わせた仕様とす

る。 音楽２・楽器庫 1 

美術 
図工・準備 1 

・図画工作や展示等、授業スタイルに合わせた仕様とする。 
美術・準備室 1 

技術 技術・準備室 1 ・木工や金工など、授業スタイルに合わせた仕様とする。 

家庭 
家庭科１・準備 1 

・調理実習や手芸など、授業スタイルに合わせた仕様とする。  
家庭科２・準備 1 

共

通

学

習 

メディアセンター（図書） 1 

・メディアセンターは、多種多様なメディアが充実した場、多様

な学習の中心として設ける計画とする。 

・時間割を検討した地域開放を検討する。 

・誰もが使い易く身近に感じられるように工夫する。 

コンピューター室 １ ・メディアセンターと一体的に計画する 

メディアスペース 6 ・特別教室や教科教室と連動する展示・活動スペース 

そ

の

他 

児童会・生徒会 2 ・児童生徒活動の準備  

放送室 １  

放課後活動室 1 ・放課後児童生徒の待機・学習の学童保育的スペース。 ※ 

生

活

交

流 

交流ホール 1 

・異学年交流や縦割り活動にも対応できるスペースとする。 

・文化活動や表現活動の場として、適切な規模のスペースを

確保する。交流給食（ランチルーム）、音楽活動、異世代交流 

プレイルーム（多目的ホール） 1 ・小学低学年用プレイスペース 

ステージホール(多目的ホール) 1 ・ステージホール。異学年交流、発表会等 

ランチルーム(多目的ホール) 1 ・食育、ランチルームとしても使用。 

配膳 2 ・1，2階に配置 

地

域 
地域協働スペース 1 

・地域連携した「チーム学校」のための展示・活動スペース。 

・地域ギャラリー、地域活動準備、交流ラウンジ機能 
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※今後の基本設計段階で詳細を検討する。  

共

通

空

間 

昇降口 1 ・小中学校、一般玄関で共用 

児童生徒用トイレ 5 ・2学年のまとまりごとに設置 

廊下・階段   

エレベーター 1 ・配膳兼用。 

管

理

諸

室 

職員 

事務・校務 1 ・学年間で連絡が取り合える家具レイアウト。相談テーブル 

職員コモン 1 ・給湯、作業、打合せ、ラウンジを一体化したゾーニング  

印刷 1 ・印刷のある教材製作、カリキュラムの研究スペース 

授業・教材研究 1  

管理 

校長 １ 

・小中学校で共用 

会議 1 

相談室 ２ 

職員休憩 1 

職員ロッカー更衣 2 

職員・一般トイレ 1 

保健 

保健 1 
・小中学校で共用  

・感染症対応や健康診断実施など、分割利用を可能にする。 

相談 2 
・学校生活の様々な相談に対応するため、各階に設置。 

・進路指導のための資料の保管。 

他 

用務作業 1 ・用務員室 

職員・一般玄関 1 ・生徒用昇降口に併設する。 

学校用備蓄庫 1 ・学校用 

屋

内

体 

育

施

設 

体育館 

大アリーナ 1 ・バスケ 2面（14＊24ⅿ）、正規バスケ 1面（15＊28ｍ） 

中アリーナ 1 ・講堂（400人程度）、バレーコート 1面 

ステージ 1 ・中アリーナ、放送機材、舞台備品、ピアノ庫含む 

ギャラリー 1 ・2階 

器具庫 1  

付帯施設 

更衣室 2 ・学校と地域兼用 

体育準備室 1 ・避難時は指令室 

トイレ・流し 2 ・集中利用を考慮。多目的トイレ 

地域開放玄関 1   

備蓄庫 1 ・地域用 

屋

外

施

設 

地域連携スペース １ ・屋外活動スペース、開放屋外空間  

グラウンド 1 ・中学用グラウンド（トラック・野球場） 

サブグラウンド 1 ・小学用グラウンド 

多目的グラウンド 1 ・多目的な利用を想定 

遊びのひろば 1 ・屋外遊具、築山 

学校農園 １ ・農園、温室 

駐輪場    

駐車場   
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計画地 

旧国道側からの学校風景 

５．学校整備基本計画                

（１）計画敷地の特性と活用方針  

計画敷地の特性は次の通りです。新しい学校づくりにあたっては、敷地特性を踏まえ周辺

環境と調和する施設整備とします。 

【計画敷地の特性】 

■気候特性 

・冬は北西の季節風が強い。積雪は平野部で１ｍを越え吹きだまりが生じる。 

・気温は４月以降の上昇が早く夏季は高温で、道南地域とほぼ同様の気候となる。 

■周辺環境・景観 

・南側緑地やニセコ山系の山並みを背景とする旧国道側からの学校景観は、大人になって

からも中学校生活を想起させる象徴する記憶に残る風景となっている。 

■地形・高低差 

・ほぼ平坦な敷地であるが、堀株川に向かって緩やかに傾斜する地形となっている。 

・現中学校グラウンドは洪水浸水区域指定となっている。 

■周辺施設 

・現中学校西側に隣接して、町民プール、スクールバス車庫、教職員住宅、共和町学校給

食センターが位置する。なお、各施設は保全・活用とする。 

・共和町役場、挌技場がある生涯学習センターまで約 1ｋｍの距離にある。 

■計画地特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■旧国道側か

らの学校風景 
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【計画敷地の活用方針】 

新校舎の整備にあたり工事期間の仮設校舎利用は 2 億円以上の支出が予想されることか

ら、新校舎整備は新規取得の北側隣接地に行い、仮設校舎利用を前提とする新校舎整備は想

定しないこととする。 

敷地活用の方針は、次の通りとする。 

 

■敷地活用の方針 

①新校舎建設は新規取得の北側隣接地とし、仮設校舎利用は想定しないこととする。 

②既存中学校グラウンドと野球場は、再整備の後「中学用屋外運動スペース」として活用

する。 

③中学校跡地は、再整備の後「小学用屋外運動スペース」として活用する。 

④なお、新校舎整備は、学校のシンボル動線である正面アプローチを軸に構成する。 

⑤歩行者動線の安全に配慮し、歩車分離を原則とするスクールバス旋回待機場や駐車ス

ペースを確保する。 

⑥国道側に地域連携スペースを確保する。 

■敷地活用方針イメージ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●スクールバス転回待機 

駐車駐輪スペース  
 

●新校舎整備スペース 

●小学生用屋外運動スペース 

●中学用屋外運動スペース 

（トラック、野球場） 

 

●シンボル的なアプローチ空間 

●地域連携スペース 
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（２）全体配置計画 

敷地活用の方針を踏まえ、全体配置の整備ケースを設定し、検討します。 

【全体配置計画の方針】 

 

イ）新校舎の配置：新校舎は、国道側の新規取得用地内に建設し、学校景観のシンボル

である背景の山並みやアプローチ動線を意識した配置とする。 

アプローチ動線正面に中心ゾーンを配置し、新校舎を構成する。 

ロ）屋外運動施設：校舎南側にグラウンド・野球場、サブグラウンド、多目的グラウン

ドを配置する。 

ハ）地域連携オープンスペース：国道側に地域連携オープンスペースを配置する。 

ニ）スクールバス転回待機場、来客用・職員駐車場：アプローチ動線からの進入とし、

歩行動線と分離した配置とする。 

ホ）学校給食の配膳：既存学校給食センターからの給食車配膳とし、西側町道から管理

用道路を利用する。 

ロ）その他：校舎棟：9,000 ㎡ 2 階建て、体育館棟 2,400 ㎡を条件とする。 

■新校舎全体配置ゾーニング（イメージ） 
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■配置計画図 （イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



共和町学校規模適正化基本計画 

32 

（３）基本計画案概要 

本計画では、施設規模や機能構成の検討スタディとして基本計画案を作成しています。基

本計画有案の概要は以下のとおりであり、今後の整備課題を踏まえ、基本設計段階において

内容の再検討を行います。 

（イ）ゾーニング計画 

校舎・体育館のゾーニングにあたっては、次の方針とする。 

［学校の中心をつくる］ 

・学校の中央に交流の〈中央ゾーン〉を設け、昇降口、交流ホール、メディアセンターを

集約し、動線、交流、学習活動の中心をつくる。 

［小学・中学ゾーンを意識したゾーニングを行う］ 

・中央ゾーンの左右に小学校ゾーンと中学校ゾーンを配置し、移動距離を短縮するととも

に各々で学習活動が完結する構成とする。 

［安心の中心をつくる］ 

・1 階中央ゾーン横に管理ゾーンを設け、内外を見通せる配置とし安心の中心をつくる。 

［学校全体のまとまりや結びつきをつくる］ 

・学習と生活の場となる学校を東西に貫くギャラリー通路(    ）は、分かりやすい

構成と開放的な空間を実現する。 

［開放的な体育館をつくる］ 

・体育館は校舎端部に配置し、地域開放玄関を設け、開放的な利用を可能にする。 

 

■ゾーニング図（イメージ） 
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（ロ）ルーム配置計画 

各諸室配置にあたっては、次の方針とする。 

［普通教室・特別支援教室は南面配置とする］ 

・教室は山並みを望み、太陽の恵みを享受できる南面配置とする。 

［学年単位、2 学年単位のまとまりをつくる］ 

・オープンスペースを持つ学年単位のまとまりと、多目的スペースのある 2 学年のまと

まりを単位として、配列する。 

［特別教室は北面配置とする］ 

・特別教室は、開放的なギャラリー通路を挟み、校舎北側に配置する。 

・特別教室と連携する教科メディアスペース(  )は、ギャラリー通路に沿って配置する 

［体育館はまとめて配置する］ 

・ステージのある中アリーナと大アリーナはまとめて配置する。 

 

■教室・スペース配置図（イメージ） 
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■平面計画図（イメージ）  
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■諸室・面積構成表 

種類 区分 分類 室名 

計画目標 

備考 単

位 

室

数 
面積 

校舎 

小学校 

普通学級 

教室 64 12 768 1学年 2 クラス構成 

OS（オープンスペース） 80 6 480 1学年に 1箇所／教員・教材スペース 

多目的スペース 72 3 216 2学年に 1箇所 

少人数学習室 32 2 64   

特別支援 
小学校特別支援教室 

176 1 176 
・教室と多目的スペースを一体的に計画／教員・教

材スペースやシャワー室、プレイスペース等を配置 OS（オープンスペース） 

特別教室 
図工・準備室 128 1 128   

音楽 1・準備室 128 1 128   

中学校 

普通教室 

教室 64 6 384 ・普通教室型での面積設定（1学年 2クラス構成） 

・教科教室型の採用においては、これら面積を基準

に教科教室＋HB(ホームベース)の構成を検討する。 

OS（オープンスペース） 80 3 240 

多目的スペース 72 2 144 

少人数学習室 32 2 64   

特別支援 
中学校特別支援教室 

176 1 176 
・教室と多目的スペースを一体的に計画／教員・教

材スペースやシャワー室、プレイスペース等を配置 OS（オープンスペース） 

特別教室 

音楽 2、準備・楽器庫 128 1 128   

美術・準備室 128 1 128   

技術・準備室 128 1 128   

共通 

特別教室 

理科１・準備室 128 1 128   

理科２・準備室 128 1 128   

家庭科１・準備室 128 1 128 調理。ランチルームとの組合せを検討 

家庭科２・準備室 128 1 128   

共通学習 

メディアセンター(図書) 288 1 288 
・メディアセンターとして一体的に検討 

コンピューター室 96 1 96 

メディアスペース 64 6 384 ・特別教室と連動する情報展示活用スペース 

特別活動 

特別活動室（和室）        

児童会室・生徒会室 32 2 64   

放送室 32 1 32   

生活交流 

交流ホール 240 1 240 大階段ホール。交流、音楽、発表等。地域連携活動 

プレイルーム 128 1 128 小学校低学年プレイスペース、多目的利用スペース 

ステージホール 128 1 128 ステージホール。異学年交流、発表、多目的スペース 

ランチルーム 272 1 272 交流給食（ランチルーム）、多目的活用。 

配膳室 32 2 64 小中共用。１、2階設置。 

地域連携 地域協働スペース 128 1 128 地域ギャラリー、地域活動スペース、交流ラウンジ 

共通空間 
昇降口 192 1 192 生徒用、一般、教職員玄関併用。風除室。 

児童生徒用トイレ 64 5 320   

保健相談 
保健室 64 1 64   

相談室 12 2 24   

職員 
事務・校務室 

192 1 192 
相談テーブル 

職員コモン 給湯、作業、打合せ、ラウンジ、印刷・教材研究 

管理諸室 

校長室 

192 1 192 

  

会議室   

相談室   

職員・一般トイレ   

職員ロッカー更衣室   

公務補 
公務補室 

48 1 48 
  

学校用備蓄庫   

室面積 合計  6720   

その他廊下・階段・機械室・倉庫等の面積 2216 床面積の約 25％  

床面積 8936 計画面積 9,000㎡ 
        

体育館 

アリーナ 

大アリーナ 924 1 924   

中アリーナ 560 1 560   

ステージ 100 1 100   

器具庫 64 1 64   

付帯施設 

更衣室 64 1 64   

体育準備室 32 1 32   

トイレ・流し 64 1 64   

備蓄庫 64 1 64   

室面積 合計  1872   

廊下・機械室等の面積  524 床面積の 22％ 

床面積  2,396 計画面積 2,400㎡ 
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（４）今後の整備課題 

 検討委員会及び地域懇談会、PTA 懇談会、庁内協議を踏まえ今後の整備課題として、

次の項目が挙げられます。 

イ）小中一体化からの課題 

① 学年段階の違いからの課題 

 学年の段階に応じた体格差や学習方法の違いなどに対する配慮とともに異学年間の交

流を促進するための工夫が必要です。具体的な教室まわりのあり方や、ホール、多目的ス

ペース、廊下、階段などの共有学習スペースのあり方について、新校舎の設計と並行して

検討します。 

【整備上の対策】 

・まとまりと多様な学習形態を意図した教室まわりの設計。 

・どこでも集まれる、居場所を発見できる多彩な環境づくり。 

・衝突すると危険な場所の回避。 

・見通しの良い共用空間づくりと、活動に対応した一時的な遮音間仕切りなどの整備。 

② 教職員環境の改善からの課題 

０小中一貫教育を支える教職員環境の充実に対する新たな取組みが必要です。具体的な

０教職員環境のあり方について、新校舎の設計と並行して検討します。 

【整備上の対策】 

・先生が身近に感じる職員室の環境づくり。 

・机まわりの開放感や執務機能の充実。 

・独立したスペースで、作業、研究、リフレッシュ、職員間交流が出来る環境づくり。 

ロ）施設管理・運営・活用からの課題 

① 地域開放からの課題 

 施設の地域開放にあたっては、授業が円滑に行えることを前提に、地域の誰もが気軽に

利用できるような配慮が必要です。具体的な地域開放の時間設定や、利用上のルール、セ

キュリティの考え方について、新校舎の設計と並行して検討します。 

【整備上の対策】 

・セキュリティラインの設定と地域開放スペースの区画。 

・地域開放玄関の管理システムの設定。 

② 給食配膳からの課題 

０給食にあたっては、配膳が円滑に行われることが出来る様な配慮が必要です。具体的な

０給食の場所や食事のルール、食育や学年交流からのランチルームの活用、の考え方につい

０て、新校舎の設計と並行して検討します。 

【整備上の対策】 

・各階配膳室や配膳エレベーターの整備 

・家庭科調理室と連動したランチルームの整備 
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③ 維持管理費削減からの課題 

０施設の管理運営の視点からは維持管理費の削減への取組みが必要です。LCC（ライフサ

０イクルコスト）の検討を基に、具体的な維持管理費削減に向けた取り組みの整備について、

０新校舎の設計と並行して検討します。 

【整備上の対策】 

・省エネルギー対策（必要エネルギーの削減）の徹底 

・創エネルギー（必要エネルギーの創出）の検討 

・高耐久型建築の検討 

・更新費用削減の徹底 

 


