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施設整備基本計画策定にあたって 

 

江小・三小統合校の施設整備基本計画策定にあたっては、江別小学校、江別第三小学校のこれ

までの歴史と統合までの経緯を踏まえ、新たな歴史を刻むこととなる小学校にふさわしい施設とな

るよう検討を重ねてきたところであり、今後、統合校の施設整備事業を円滑に遂行するために、学

校の施設・設備に必要な基本的な機能について、基本計画としてまとめたものである。 

今後、基本設計に向けて、魅力ある学校づくりのために、さらなる検討を加えるものとする。 

 

１ 施設整備に関する動向・状況 

 

江別市では、近年の学齢人口の減少に対応す

るために、適正な学校規模の確保を目指して、

平成２１年に江別市学校適正配置基本計画を策

定しており、その中で江別小学校と江別第三小

学校は学校間距離が近接しており、両校とも校

舎が老朽化し耐震性に不安があることから、両

校を統合し改築することとしたものである。 

平成２２年５月から両校の関係者などによる

地域協議会で協議を行い、平成２３年２月に両

校の統合が承認されている。その後、平成２３

年６月からは江別小学校・江別第三小学校統合

委員会で統合校の設置場所、統合時期、統合校

の校名を議題として協議が進められ、平成２４

年１１月の中間報告で、統合校の場所は第三小

学校側とすること、統合の時期については、一

日も早く学校施設を建て替え、早期の統合を目指すべきとの結論に至った。また、平成２５年１月

に、校名については、統合校のあり方に関する検討と併せて、新たな協議の場で検討するとの結論

が出されている。 

教育委員会では、これらの協議結果を受けて、平成２５年２月に統合実施計画を策定した。 

文部科学省においては、平成２７年度末までのできるだけ早い時期に公立学校施設の耐震化を

図るという目標がある。江別小学校と江別第三小学校の統合事業については、関係者ほか多くの

方々の意見を聞く中で、新たな学校づくりに向けて整備内容と建設手順について十分な検証を基に

遂行していく必要がある。 

 

２ 統合校の施設整備に向けて 

 

 文部科学省の小学校施設整備指針における主要な方針 

①高機能かつ多機能で変化に対応し得る弾力的な施設環境の整備 

②健康的かつ安全・安心で豊かな施設環境の確保 

③地域の生涯学習やまちづくりの核としての施設の整備 

 

両校の位置 
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統合校建設の基本的方向 

(1)多様な学びに対応できる学校づくり 

(2)心豊かな人間性を育む学校生活環境づくり 

(3)安全・安心な学校づくり 

(4)地域と歩む学校づくり 

(5)環境にやさしい学校づくり 

 

３ 計画の条件 

 

 ①統合校の児童数・学級数の推移（見込） 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

普通学級児童数（人） 471 450 461 444 440 433 

1 年生 71 72 73 77 72 68 

２年生 75 71 72 73 77 72 

３年生 76 75 71 72 73 77 

４年生 94 76 75 71 72 73 

５年生 62 94 76 75 71 72 

６年生 93 62 94 76 75 71 

現行の学級数 16 15 15 14 14 13 

補助基準の標準学級数 15 14 14 13 13 12 

特別支援学級数 3 ← ← ← ← ← 

◎現行の学級数…公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律により 

３５人編制とされている１年生に加え、地域の実態等を考慮し、各都道府県の裁量で弾力 

的に学級編制基準を設けており、北海道では２年生も３５人編制となっている。 

◎補助基準の標準学級…国庫補助等を受けて校舎建築をする際に交付対象とすることができ 

る学級数。現在は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基 

づき３５人編制とされている１年生を除き４０人編制となっている。 

 

 ②計画施設の規模 

  平成２８年度に竣工するとした場合、統合校の児童数は４４０人となり、普通教室１４クラス、

特別支援教室３クラスが必要なため、国の補助対象となる基準としては、以下の面積が見込まれ

る。（多目的教室割り増し及び寒冷地割り増し含む。） 

○校   舎  ・面 積  ６，１６０㎡程度 

      ・階 数  学校施設に含める機能について検証する中で決定する 

      ・構 造  鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 

○屋内運動場  国の補助基準では、新耐震基準を満たし、耐用年数が到来していない現体育

館は、利用することが基本であるが、校地内配置を検討する中で在り方を検

証していく。 

  ※計画施設の規模は、現時点で想定されるものであり、今後、学校施設の在り方、機能につい

て検討する中で決定する。 



3 

 

４ 建て替えスケジュール 

 

以下の条件で建て替えを行うと仮定した場合のスケジュールであり、今後の協議により、諸条件

が確定していく中でスケジュールが決まっていくこととなる。 

【設定条件】 

・既存の体育館を利用する。 

・第三小学校の現在の敷地を利用する。 

・校舎建設中もグラウンドを利用できるようにする。 

 

平成平成平成平成    ２５２５２５２５    年度年度年度年度    

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

            

平成平成平成平成    ２６２６２６２６    年度年度年度年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

            

平成平成平成平成    ２７２７２７２７    年度年度年度年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

            

平成平成平成平成    ２８２８２８２８    年度年度年度年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

            

◎改築にあたっての留意事項・検討事項 

・校舎周辺の樹木は建て替えの支障となる可能性があるため、樹木の伐採や最低限の移植につ

いて検討を要する。 

・建て替え中の学校開放が可能な場合には、出入り口・駐車場スペースをどうするか検討を要

する。 

・工事にあたっては、周辺への騒音・振動に十分配慮し、工事車両と児童の出入りなど、安全

確保に向け動線分離や交通整理員配置の検討を要する。 

・工事期間中は、保護者や地域、近隣校を含めた多くの人たちの協力を得ながら、学習や遊び

の場を確保するなど、児童が可能な限り安定した学校生活が送られるよう、安全と学習環境

に十分配慮する。 

実施設計 

プール解体 

仮設校舎建設 仮移転/円形校舎解体 新校舎建設 

新校舎建設 

 

新校舎への引越し 

旧校舎解体その後外構 

 

基本設計 基本設計のための条件整備 
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５ 統合校施設整備基本計画  

 

機能 No. 室名 配慮事項 

普通教室 １ 普通教室 ・同一学年の教室は同一階にするなど、まとまりのある教室

配置とするのが望ましい。 

・学習への興味・関心を高めるよう、掲示スペースの設置

や、視聴覚機器の充実、情報機器が接続可能な設備を設

けるよう配慮する。 

・児童の道具入れ等に必要な収納を確保する。 

・児童の体格向上や、学校家具に関するＪＩＳ規格の改正に

合わせて十分な面積を確保する。 

・心の居場所としての教室となるよう、色彩の工夫、収納スペ

ースや家具の形状などに配慮する。 

特別支援

教室 

２ 特別支援教室 ・プレイルームと相互の連携を図りながら、まとまりのある教

室配置とするのが望ましい。 

・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。 

・通常学級との交流学習・共同学習に配慮した教室配置が

望ましい。 

・各教室は取り外し可能な間仕切りや、収納スペースを設置

するのが望ましい。 

・手洗い場を教室内に設置するのが望ましい。 

・近接トイレ内に介助用トイレやシャワーを設置するのが望

ましい。 

特別教室 ３ 理科教室 ・機能の充実を図る。 

・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。 

４ 音楽教室 ・機能の充実を図る。 

・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。 

５ 図画工作教室 ・機能の充実を図る。 

・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。 

・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。 

６ 家庭科教室 ・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、用具収納庫を設置する。 

・隣接する廊下等も活用し、作品展示スペースを設けるのが

望ましい。 
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機能 No. 室名 配慮事項 

 ７ コンピューター 

教室 

・総合的な学習の時間等、多様な学習形態に対応するため

図書室や多目的教室と連携可能な配置が望ましい。 

・将来の情報技術・機器の変化や発展に対応できるよう配線

は増設・変更しやすい設計とし、二重床等による配線のため

の空間を確保するのが望ましい。 

８ 図書室 ・コンピューター教室と連携して、児童が調べ学習や読書活

動の空間として利用しやすい配置が望ましい。 

・書架、机、いすの配置や読み語りスペースなど、児童が読

書に興味・関心が持てるように十分配慮する。 

９ 特別活動室 ・委員会活動等の作業がしやすく、子どもたちが作成した作

品・資料などを収納しやすいスペースとする。 

・児童数の増加に対応できるよう、普通教室への転用が可

能な形態とする。 

１０ 教育相談室 ・リラックスして話せる空間とし、保健室と隣接した配置とす

るのが望ましい。 

・児童・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。 

多目的 

教室 

１１ 多目的教室・ 

オープン 

スペース 

・少人数指導、習熟度別指導などの学習活動に柔軟に対応

できるようなスペースとする。 

・普通教室等と連携した利用に配慮する。 

・学年全体で利用する広い面積の多目的なスペースを計画

する場合には、利用方法などに応じ、適宜、空間を分割で

きるようにするのが望ましい。 

・児童数の増加に対応できるよう、普通教室への転用が可

能な形態とする。 

管理諸室 １２ 校長室 ・会議、応接のスペースや各種資料を保管するための棚な

どを設置するとともに、職員室と隣接した配置とする。 

１３ 職員室 ・グラウンド、正門などへの見通しを考慮した配置とする。 

・児童・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。 

・校務処理等を支援する校内ＬＡＮを構築し、情報環境を整

えるのが望ましい。また、将来の情報技術・機器の変化・発

展に対応できるよう配線等は増設・変更しやすい設計とし、

二重床、床ピットなどによる配線のための空間を確保する

のが望ましい。 

・スクールカウンセラー等、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。 

１４ 業務主事室 ・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。 
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機能 No. 室名 配慮事項 

 １５ 保健室 ・静かで採光や通風などの良好な環境とする。 

・グラウンドや体育館と近い配置とするのが望ましい。 

・保健室登校の児童への配慮をする。 

・救急車との連携に配慮する。 

・個人の健康記録等書類の保管に配慮する。 

１６ 会議室 ・校長室・職員室との動線に配慮する。 

・情報機器が効果的に活用できる環境整備をするのが望ま

しい。 

１７ 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。 

１８ 放送室 ・騒音・遮音対策を講じる。 

・校庭への見通しが容易な配置とするのが望ましい。 

１９ 職員更衣室 ・職員室との動線、防犯に配慮する。 

２０ 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。 

その他 

諸室 

２１ 防災備蓄庫 ・出入り口や道路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。 

・災害時の拠点として、電源やLAN 環境が整備されているの

が望ましい。 

・避難対象の人数を整理し必要分の資材を保管できるように

する。 

共通部分 ２２ 廊下・階段 ・児童がほっとできる場所や居場所を設けるように配慮す

る。 

・異学年交流や特別支援学級との交流スペースとして活用し

やすいように工夫する。 

・配膳車プールは、動線や衛生面に配慮し、各階の廊下に

隣接したスペースに配置する。 

・階段は、児童がグラウンドや体育館、特別教室などを利用

する場合の動線に配慮し設置する。 

２３ トイレ ・トイレは乾式とし、明るく清潔で誰でも使いやすいものとす

る。 

・児童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。（洋式主体） 

・室内照明や手洗水栓などに人感センサーの設置等を検討

し、節電・節水に配慮する。 

・教職員・来賓用トイレは管理諸室との動線に配慮する。 

・車いす対応のトイレは、利用者に配慮し各階の利用しやす

い位置へ配置するのが望ましい。 
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機能 No. 室名 配慮事項 

 ２４ エレベーター ・バリアフリーのために設置する。 

・給食配膳との併用について検討する。 

２５ 手洗い場 ・各室からの利用動線に配慮する。 

・児童の手洗やうがいのために必要な水栓の数を確保する。 

その他 ２６ 体育館 ・国の補助基準では、新耐震基準を満たし、耐用年数が到

来していない現体育館は、利用することが基本である

が、校地内配置を検討する中で在り方を検証していく。 

２７ 校舎周辺 ・進入車両と児童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。 

・夏の草刈り及び冬の除雪や吹き溜まり、雪庇対策などに配

慮する。 

・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 その他 ・太陽光発電システム及び蓄電池導入について検討する。 

・LED照明等の省エネ機器の導入について検討する。 

・暖房は安全性や快適性、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。 

・児童の安全確保を最優先とした施設・設備とする。 

・施設全体のバリアフリーに配慮する。 

・放課後児童会（最大定員７０名）のための専用スペースを

検討する。 

・郷土資料館と共用できる講堂又はミニホールの設置を検討

する。 

・地域住民が利用できる会議室の設置を検討する。 

・機能的な土地利用計画とする。 

・菜園や駐車場などは、近傍の市有地などの活用を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 


