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Ⅳ 学 校 教 育 

〔１〕学校教育の主な施策 

 

 

 

 学校安全マニュアルの整備 

 防災意識を高める防災教育の充実 

 避難訓練の充実 

 交通安全教育の充実 

 防犯教育の充実 

 千歳市アクティブスクール事業の推進 

 職場体験・就業体験の推進 

 教員のＩＣＴ活用能力向上支援体制の充実 

 ＩＣＴ機器の整備・活用（再掲） 

 ＡＬＴを活用した英語授業の充実 

 英語の指導方法の工夫 

 千歳市アクティブスクール事業の推進 

 姉妹都市や姉妹校との交流事業の推進 

 帰国・外国人児童生徒への支援の実施 

 「個別の教育支援計画」等の作成と活用 

 教員研修等の充実 

 教育相談、就学相談の実施 

 特別支援教育支援員、児童生徒ヘルパー、学校

看護師の配置 

 特別支援学級・通級指導教室設置校の拡大 

 授業改善の推進 

 個に応じたきめ細かな学習指導 

 公立千歳科学技術大学との連携による学習サポ

ートやｅラーニングの活用 

 ＩＣＴ機器の整備・活用 

 学校目標の実現を目指す学年・学級経営の充実 

 ハイパーＱＵ検査の活用 

 学習規律の徹底 

 自尊感情や自己有用感を高める取組の充実 

認め合い、高め合う学年・学級

経営の充実 

確かな学力の育成 

特別支援教育の充実 

外国語教育・国際理解教育の

充実 

情報教育の充実 

防災・安全教育の充実 

キャリア教育・体験的な活動の

充実 

基本目標１：社会で生きる力を育む教育の推進 



 ２４ 

 
 

 学校健康診断の実施 

 性教育・薬物乱用防止教育の充実 

 学校保健委員会の充実 

 フッ化物洗口の実施 

 感染症の予防に関する指導の実施 

 食に関する指導の充実 

 「早寝早起き朝ごはん」運動の推進 

 学校給食における地産地消の推進 

 安全・安心な学校給食の提供 

 コーディネーション運動の推進 

 新体力テストの実施 

 「新体力テストの実施方法改善に向けた実践事業」

の成果の普及 

 一斉読書の推進 

 学校図書館を活用した学習・読書指導体制の充実 

 家庭・地域・団体などとの連携による読書活動の推

進 

 学校図書館司書の配置の拡充 

 千歳市アクティブスクール事業の推進 

 小学校社会科副読本「私たちの千歳」の活用 

 アイヌ文化学習の推進 

 発展する千歳のまちを知る取組 

 「なかよしさわやかＤＡＹいじめシンポジウム」事業の

実施 

 子どもの人権問題事業の情報提供・教室の実施 

 学校適応指導教室「おあしす」の充実 

 情報モラル教育の推進 

 学校いじめ防止基本方針の推進 

 特別の教科 道徳の指導の充実 

 各教科等における道徳教育の推進 

 人権教室の推進 

道徳教育の充実 

いじめ・不登校に対する取組の

充実 

ふるさと教育の充実 

読書活動の推進 

体力・運動能力の向上 

健康教育の推進 

食育の推進 

基本目標２：豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 



 ２５ 

 

 

 幼児教育と小学校との連携の促進 

 公立千歳科学技術大学との連携の推進 

 小中連携・一貫教育の推進 

 コミュニティ・スクール活動の充実 

 学校からの情報発信 

 「千歳っ子見守り隊」と学校の連携 

 安全に関する児童生徒の自治的な活動 

 「千歳市家庭生活宣言」の普及促進 

 家庭への情報発信 

 授業改善につながる校内研修の充実 

 教職員研修の充実 

 小中学校が連携した研修の充実 

 スクールカウンセラーの配置 

 心の教室相談員の配置 

 専門相談員及びスクールカウンセラーによる教育

相談の実施 

 就学支援の充実 

 奨学金制度の充実 

 学校施設・設備の適切な維持管理 

 学校施設の計画的な改修 

 ＩＣＴ機器の整備・活用（再掲） 

 市内小中学校の適正規模・適正配置 

 カリキュラムマネジメントの推進 

 学校指導訪問の充実 

 教職員の働き方改革の推進 

学校運営の充実 

学校施設・設備の充実 

学びのセーフティネットの構築 

教員の研修の推進 

家庭教育支援の充実 

学校段階等間の連携・交流の

充実 

学校と地域の連携・協働の充実 

基本目標３：学びを支え、つなぐ教育環境の充実 



 ２６ 

 

 

 学習成果を生かして講師や指導者として活躍する

場の充実 

 社会教育事業や地域社会でボランティアとして活

躍する場の充実 

 学習成果を生かした活動のコーディネート体制の整

備 

 地域学校協働活動推進員の配置による地域学校

協働活動の体制整備 

 学校支援や放課後、週末の子どもの体験活動の実

施などの地域学校協働活動の充実 

 子どもたちの活動を支える地域人材の登録と活用

の促進 

 ひと・まちづくりリーダーの養成 

 市民の学びを支える人材の育成と活用 

 学習成果の評価と学習成果を生かした活動の評価

の仕組みの構築 

 情報提供・相談事業など市民活動交流センター機

能の充実 

 学習情報の一元化 

 連携体制の構築と学習機会・学習情報・学習成果

の評価の一元化 

 市民が学び合う活動の充実 

 学習成果を交流する機会の充実 

多様な主体の連携による学び合

いと交流の場の充実 

学習情報と市民活動交流センタ

ー機能の充実 

学びやまちづくり活動を支える人

材の育成や活用の推進 

地域と学校の連携による地域の

教育力を高める活動の充実 

学んだ成果を地域で生かす活

動の充実 

基本目標４：市民が活躍する生涯学習によるまちづくりの推進 



 ２７ 

 
 

 市民ニーズを反映した安全で快適に利用できる施

設の整備 

 公民館教室の実施 

 市民の誰もが親しめる読書環境の充実 

 ふるさと千歳の理解を深める学習機会の提供 

 地域課題解決学習の推進 

 はたちのつどい事業の実施 

 生活課題に対応する学習機会の提供 

 高齢者学級開催事業の実施 

 「青少年指導センター」巡回指導の実施 

 育成相談の実施 

 ネットパトロールの実施 

 青少年の体験活動機会の充実 

 青少年の体験活動情報の提供 

 青少年の体験活動を支える人材の育成・活用と連

携 

 家庭教育に関する学習機会の提供 

 親子触れ合い交流事業の実施 

 子どもの望ましい生活習慣の定着などに取り組むＰ

ＴＡ活動の支援 

 地域社会で家庭教育を支える人材の育成と活用 

乳幼児期からの家庭教育を支

える学びの充実 

青少年の自立と成長を育む学

びの充実 

青少年非行防止への取組の推

進 

成人期や高齢期を誰もが豊かに

過ごす学びの充実 

ふるさと千歳の理解と地域課題

に対応した学びの充実 

社会教育施設機能と読書環境

の充実 

基本目標５：各世代の生活課題や地域課題に対応した社会教育の充実 



 ２８ 

 

 
  

 世界遺産登録に向けた取組の実施 

 包括的保存管理計画に基づく資産の経過観察（モ

ニタリング） 

 遺産影響評価の実施 

 市民団体等との連携・協働による公開・活用の取

組の実施 

 埋蔵文化財センター常設展示室の運営 

 企画展示の実施 

 体験学習会や講演会の実施 

 広報資料の作成 

 埋蔵文化財保護のための事前協議 

 発掘調査 

 遺跡のパトロール 

 市指定無形文化財の保持団体への支援 

 文化芸術活動団体のネットワーク化と活動成果を

発表する機会の支援 

 文化芸術活動を支える人材の育成と活動意欲を

高める取組の実施 

 自主文化事業の実施と子どもたちの文化芸術活動

の充実 

 広域的な連携による文化芸術鑑賞機会の充実 

 文化芸術情報の充実 

 文化芸術施設の機能充実 

文化芸術に親しむ環境の整備 

地域に根ざした文化芸術活動へ

の支援充実 

文化財の保存と調査・研究及び

継承の支援 

文化財の活用の推進 

世界文化遺産登録と資産保護

の取組の推進 

基本目標６：まちの魅力を高め、心を豊かにする文化芸術の振興と文化財の保護・継承 

 スポーツ指導者の配置 

 スポーツ関係団体への支援 

 各種スポーツイベントなどの開催 

 スポーツ教室の開催 

 千歳学出前講座（市役所編スポーツ）の実施 

 学校施設開放の実施 

 スポーツ活動に関する情報提供 

 千歳市スポーツ表彰制度 
スポーツ活動の啓発と参加促進 

スポーツに親しめる機会の充実 

スポーツ活動を支える指導者の

充実と団体の育成 

スポーツ施設の機能充実と利便

性向上 

 スポーツ施設の整備改修の実施 

 スポーツ施設の備品整備の実施 

 スポーツ施設運営 

基本目標７：誰もがスポーツに親しめる生涯スポーツの推進 



 ２９ 

〔２〕児童生徒数の推移 

１ 小 学 校 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 R元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

千歳小 ３４１ ３２５ ３２１ ３０３ ２９６ ３０４ ２７８ ２７３ ２６２ ２５７ ２５１ 

北進小 ３２ ２８ ２９ ３５ ４０ ４３ ３８ ４１ ３２ ３０ ２６ 

北栄小 ２６７ ２６６ ２５２ ２４０ ２３６ ２４８ ２６２ ２６８ ２６４ ２６６ ２４４ 

末広小 ４６７ ４８５ ４９９ ４９７ ５１４ ５２５ ５２６ ５２１ ５１９ ５２４ ５１３ 

緑 小 ３９２ ４１４ ４３０ ４３６ ４２３ ４１３ ４４０ ４６２ ４４３ ４０７ ４０２ 

千歳第二小 ３３９ ３３９ ３２１ ３２４ ３３１ ３３０ ３２６ ３１０ ３２０ ３２１ ３３０ 

駒里小 ９ ８ １０ １２ １１ １４ １４ １４ １３ １６ １７ 

支笏湖小 １１ １３ １５ １６ １３ １１ １０ ９ ８ ９ １１ 

日の出小 ５６４ ５２３ ４９２ ４５４ ４５０ ４５７ ４６７ ４７４ ４８７ ４８４ ４３８ 

信濃小 ４４２ ４３４ ４２６ ４２９ ４１１ ３９３ ３９４ ３７０ ３８０ ３７２ ３７９ 

高台小 ２９９ ３０８ ３０６ ２９０ ２８８ ２６４ ２５５ ２４５ ２４８ ２６２ ２６７ 

東 小 ２７ ２５ ２６ ２８ ２９ ２０ ２５ ２６ ２８ ２６ ２９ 

祝梅小 ３２８ ３１８ ３１６ ３００ ２８３ ２８０ ２７５ ２８１ ２５５ ２４９ ２３８ 

桜木小 ４２５ ４００ ３７１ ３５７ ３３９ ３３７ ３３５ ３３０ ３０９ ３２３ ３２０ 

向陽台小 １６９ １７４ １７７ １６７ １６４ １５６ １５４ １４７ １３６ １４１ １４８ 

北陽小 １,１１７ １,１８５ １２６４ １,３１７ １,３５０ １,３９８ １,３９７ １,４７０ １,４９９ １,４８８ １,４９０ 

泉沢小 ３４１ ３２３ ３０５ ２９９ ３００ ２６７ ２７２ ２６３ ２３９ ２２８ ２０７ 

合 計 ５,５７０ ５,５６８ ５,５６０ ５,５０４ ５,４７８ ５,４６０ ５,４６８ ５,５０４ ５,４４２ ５,４０３ ５,３１０ 

 

２ 中 学 校 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 R元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

千歳中 ４７６ ５６７ ５５８ ５５１ ５８４ ５８３ ５９０ ５６０ ５９０ ５８８ ５７２ 

北進中 ３６ ３８ ３０ ３１ ３６ ４１ ４０ ３０ ２９ ２５ ２５ 

青葉中 ４６９ ４５１ ４３１ ４４０ ４３７ ４０７ ３５５ ３４５ ３４２ ３２２ ３２４ 

東千歳中 １３ １２ ８ ７ ８ １３ １１ １２ ９ １３ １３ 

駒里中 ９ ９ ８ １２ ９ ５ ７ ６ ７ ８ １０ 

真町中 ８９ - - - - - - - - - - 

富丘中 ９３６ ５３６ ５３１ ５０２ ５１８ ５３１ ５０８ ５１３ ４８９ ５１５ ５１２ 

北斗中 ３７１ ３７６ ３６０ ３４４ ３３５ ３１３ ３０７ ３１３ ３０２ ２９０ ２７３ 

向陽台中 ３８６ ３４４ ２９６ ２５０ ２４４ ２５７ ２３０ ２２１ ２０７ ２２０ ２２３ 

勇舞中 - ４２６ ４７７ ５１１ ５９１ ６２７ ６７６ ６６０ ６９３ ６９０ ７４９ 

合 計 ２,７８５ ２,７５９ ２,６９９ ２,６４８ ２,７６２ ２,７７７ ２,７２４ ２,６６０ ２,６６８ ２,６７１ ２,６９８ 

                         ※児童生徒数は各年度５月１日現在の学校基本調査による 



 ３０

〔３〕市内小中学校の変遷 

 千歳小学校 駒里小学校 長都小学校 泉郷小学校 幌加小学校 

 

 

明 

 

 

治 

 

(明治１２.１０.１５） 

寺子屋式教育開

始 

     ↓ 

（明治１３.４） 

千歳教育所 

     ↓ 

（明治２２） 

千歳簡易小学校 

     ↓ 

（明治２８） 

千歳尋常小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（明治３１.４） 

寺子屋式私塾 

     ↓ 

（明治３３.６） 

千歳尋常小分教場 

     ↓ 

（明治３９.９） 

阿宇砂里簡易教育

所 

     ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(明治３２.９) 

私立教育所 

     ↓ 

（明治３３.１１.２１） 

長都簡易教育所 

     ↓ 

(明治３４.６.３) 

長都尋常小学校 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(明治３３.６.８) 

嶮淵簡易教育所 

     ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(明治３３.９.２４)   

幌加簡易教育所 

    ↓ 

大 

 

正 

（大正７.１２） 

高等科設置 

 

 

(大正６.４.１) 

阿宇砂里尋常小学

校 

 

             (大正１５.５.１) 

             釜加特別教授場 

(大正６.４) 

嶮淵尋常小学校 

     ↓ 

(大正１２.４) 

高等科設置 

 

(大正５.１０.２５)   

幌加尋常小学校  

昭 

 

 

和 

 

 

 

 

 

（昭和１６.４） 

千歳国民学校 

    ↓ 

（昭和２２.４） 

千歳小学校 

 

 

 

 

 

 

(昭和１６.４) 

阿宇砂里国民学校 

    ↓ 

(昭和２２.４) 

阿宇砂里小学校 

     ↓ 

（昭和２７.４.１） 

駒里小学校 

 

(昭和７)統合 

     ↓ 

(昭和１５.６) 

高等科設置 

     ↓ 

(昭和１６.４) 

長都国民学校 

     ↓ 

(昭和２２.４) 

長都小学校 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和１６.４） 

嶮淵国民学校 

     ↓ 

(昭和２２.４) 

嶮淵小学校 

     ↓ 

(昭和２７.４.１) 

泉郷小学校 

     ↓ 

(昭和４３.３.３１) 

千歳第二小学校へ統合 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和１６.４)     

幌加国民学校   

高等科設置  

    ↓ 

(昭和２２.４)     

幌加小学校    

 

 

 

(昭和４６.１.１)    

東小学校     

 

 

 

 

 

 

平 

 

成 

(平成５.４.１) 

中央小学校を統

合 

 

 

 

現在に至る 

 

 

 

 

 

現在に至る 

(平成１７.３.３１) 

北陽小学校へ統合 

  



 ３１

 協和小学校 中央小学校 水明小学校 東丘小学校 千歳第二小学校 千歳鉱山小学校 

明 

 

 

治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(明治３４.１２.１) 

近唐教育所 

    ↓ 

 

 

(明治２６年ころ) 

説教所で寺子屋 

 

 

 

 

 

(明治３５.４) 

木臼簡易教育所 

     ↓ 

 

 

 

 

  

 

大 

 

 

正 

（大正６.４.１） 

近唐尋常小学校 

 

 

(大正６.４.１) 

木臼尋常小学校 

(大正.１０) 

烏柵舞特別教授所 

     ↓ 

(大正６.１２) 

私立王子尋常小学校 

     ↓ 

(大正１２.４) 

高等科設置 

     ↓ 

 

 

 

 

(大正７.６.６) 

新嶮淵尋常小学校 

 

 

 

(大正９.１２.１３)   

千歳小学校根志越分

教場 

     ↓ 

(大正１３) 

根志越特別教授所 

 

 

昭 

 

 

 

和 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和１６.４） 

近唐国民学校 

    ↓ 

（昭和２２.４） 

近唐小学校 

 

 

 

 

(昭和２７.４.１) 

協和小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和４６.１.１) 

東小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和１６.４) 

木臼国民学校 

    ↓ 

(昭和２２.４) 

木臼小学校 

 

 

 

 

（昭和２６.４.１） 

中央小学校 

 

 

(昭和６.４) 

烏柵舞尋常高等小学校 

     ↓ 

(昭和１１.１１.３０) 

千歳鉱山特別分教場設

置 

     ↓ 

(昭和１６.４) 

烏柵舞国民学校 

     ↓ 

(昭和２２.４) 

烏柵舞小学校 

    ↓ 

(昭和２２.１２.２５) 

支笏湖畔分教場設置 

     ↓ 

(昭和２６.４) 

水明小学校 

     ↓ 

(昭和３４.２.１) 

藤の沢分校設置 

     ↓ 

(昭和３９.３.３１) 

支笏湖小学校へ統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和１６.４） 

新嶮淵国民学校 

高等科設置 

     ↓ 

(昭和２２.４) 

新嶮淵小学校 

 

     ↓ 

 

(昭和２７.４.１) 

東丘小学校 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和４６.１.１) 

東小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和２１.４)     

千歳第二国民学校    

     ↓ 

(昭和２２.４) 

千歳第二小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和４３.４.１)    

泉郷小学校を統合    

 

 

 

 

 

(昭和１１.１１.３０) 

烏柵舞尋常高等小千

歳鉱山特別教授所 

     ↓ 

(昭和１２.１０.１) 

千歳鉱山尋常高等小

学校 

     ↓ 

(昭和１６.４) 

千歳鉱山国民学校 

     ↓ 

(昭和２２.４) 

千歳鉱山小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和５３,３.３１) 

廃校 

平 

 

成 

 (平成５.３.３１) 

千歳小学校へ統合 

   

 

 

 

 

 

 

現在に至る 

 

  



 ３２

 蘭越小学校 支笏湖小学校 千歳第三小学校 北栄小学校 末広小学校 緑小学校 

昭 

 

和 

(昭和２１.１１.２０) 

蘭越国民学校 

     ↓ 

(昭和２２,４) 

蘭越小学校 

     ↓ 

(昭和５３.３.３１) 

緑小学校へ統合 

(昭和２２.１２.２５) 

烏柵舞小学校支笏

湖畔分教場 

     ↓ 

(昭和２４.１.２９) 

支笏湖小学校 

     ↓ 

(昭和３９.４.１) 

水明小学校を統合 

現在に至る 

(昭和２３.６) 

開校 

     ↓ 

(昭和４３.７.１８) 

信濃小学校へ統合 

 

(昭和２８.５.２５) 

開校 

現在に至る 

 

(昭和３１.４.１) 

開校 

現在に至る 

(昭和３２.４.１) 

開校 

     ↓ 

(昭和５３.３.３１) 

蘭越小学校を統合 

現在に至る 

 藤の沢小中学校 北進小中学校 日の出小学校 信濃小学校 高台小学校 東小学校 

昭 

 

 

 

和 

(昭和３４.４.１) 

水明小中学校藤の沢

分校 

    ↓ 

(昭和３９.３.３１) 

水明中藤の沢分校水

明中学校へ統合 

     ↓ 

(昭和３９.４.１) 

千歳小学校藤の沢分

校 

     ↓ 

(昭和４１.４） 

藤の沢小学校 

    ↓ 

(昭和４２.３.３１) 

廃校 

(昭和３５.５.５) 

千歳小学校特殊学

級 

     ↓ 

(昭和３７.４.１) 

千歳中学校特殊学

級併設 

     ↓ 

(昭和４０.１０.１) 

千歳小中北栄分校 

     ↓ 

(昭和４６.４.１) 

北進小中学校 

現在に至る 

(昭和４１.１２.１) 

開校 

現在に至る 

(昭和４３.４.１) 

開校 

     ↓ 

(昭和４３.７.１８) 

千歳第三小学校を統

合 

現在に至る 

(昭和４５.４.１) 

開校 

現在に至る 

(昭和４６.１.１) 

幌加、協和、東丘の

３校を統合して開校 

現在に至る 

 祝梅小学校 桜木小学校 向陽台小学校 北陽小学校 泉沢小学校 長都中学校 

昭 

和

・

平

成 

(昭和５１.４.１) 

開校 

現在に至る 

(昭和５３.４.１) 

開校 

現在に至る 

(昭和５７.４.１) 

開校 

現在に至る 

(平成６.４.１) 

開校 

     ↓ 

(平成１７.４.１) 

長都小学校を統合 

現在に至る 

(平成９.４.１) 

開校 

現在に至る 

(昭和２２.４.１) 

千歳中学校長都分

校として小学校に併

置 

↓ 

(昭和３０.５.２３) 

長都中学校として独

立 

↓ 

(昭和５２.４.１) 

長都中学校 

↓ 

(平成１７.３.３１) 

富丘中学校へ統合 

 

 千歳中学校 東千歳中学校 青葉中学校 千歳鉱山中学校 駒里中学校 泉郷中学校 

昭 

和 

・ 

平

成 

(昭和２２.６.４) 

開校 

     ↓ 

(昭和４１.４.１) 

水明中学校を統合 

     ↓ 

(昭和４３.４.１) 

泉郷中学校を統合 

↓ 

(平成２４.４.１) 

真町中学校を統合 

現在に至る 

(昭和２２.６.５) 

幌加中学校として小

学校に併置 

     ↓ 

(昭和２７.４.１) 

東千歳中学校 

現在に至る 

(昭和３２.８.２９) 

開校 

現在に至る 

(昭和２２.４.１) 

千歳中学校鉱山分校

として小学校に併置 

     ↓ 

(昭和２５.４.１) 

千歳鉱山中学校 

     ↓ 

(昭和５３.３.３１) 

廃校 

(昭和２５.１２) 

千歳中学校阿宇砂

里分校として小学校

に併置 

     ↓ 

(昭和２７.４.１) 

同 駒里分校 

     ↓ 

(昭和３１.１.１) 

駒里中学校として小

学校に併置 

現在に至る 

(昭和２２.４.１) 

千歳中学校嶮淵分

校として小学校に併

置 

     ↓ 

(昭和２７.４.１) 

同 泉郷分校 

     ↓ 

(昭和３１.１.１) 

泉郷中学校 

     ↓ 

(昭和４３.３.３１) 

千歳中学校へ統合 
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 中央中学校 水明中学校 真町中学校 富丘中学校 北斗中学校 向陽台中学校 

 

 

昭 

和 

・ 

平

成 

(昭和２２.５.１３) 

千歳中学校木臼分

校として小学校に併

置 

     ↓ 

(昭和２６.４.１) 

同 中央分校 

     ↓ 

(昭和３１.１.１) 

中央中学校 

     ↓ 

(昭和４７.３.３１) 

真町中学校へ統合 

(昭和２４.４.８) 

千歳中学校烏柵舞

分校として小学校に

併置 

     ↓ 

(昭和２６.４.１) 

同 水明分校 

     ↓ 

(昭和３１.１.１) 

水明中学校 

     ↓ 

(昭和３４.２.１) 

藤の沢分校設置 

     ↓ 

(昭和３９.４.１) 

藤の沢分校を統合 

     ↓ 

(昭和４１.３.３１) 

千歳中学校へ統合 

(昭和４７.１.１) 

開校 

     ↓ 

(昭和４７.４.１) 

中央中学校を統合 

↓ 

(平成２４.３.３１) 

千歳中学校へ統合 

 

(昭和５０.４.１) 

開校 

↓ 

(平成１７.４.１) 

長都中学校を統合 

現在に至る 

 

(昭和５９.４.１) 

開校 

現在に至る 

(昭和６２.４.１) 

開校 

現在に至る 

 勇舞中学校      

平

成 

(平成２４.４.１) 

開校 

現在に至る 

     

 

 



 ３４ 

〔４〕学校の概要（令和３年５月１日現在） 

１ 小 学 校 

  

 

千 歳 小 学 校  

所在：千歳市本町３丁目４番地の１ 

電話：０１２３-２３-２１８１ 

創設：明治１２年１０月１５日 

面積：敷地１５,０８９㎡、建築５,０６５㎡ 

校長名 今村 敏之 教頭名 澤口 敏之 

教職員数 
教員１４名 養護 １名 

事務 １名 栄養 １名 

学級数 

児童数 

１０学級 

２５１名 

教育目標 

歴史と伝統 未来へつなぐ 

私たちは、誇り高い千歳小学校の子どもです。 

かしこく やさしく たくましく 
～ 学ぼう つなごう やりぬこう ～ 

【重点目標】 つながり合って学ぶ 千小の子 

研究主題 
自分の思いや考えをもち、表現できる子の育成 

～資質・能力を育成する学びの過程の工夫を通して～ 

特色ある  

教育活動 

１ 「共に生きる～地域から世界へ～」を総括テーマとする総合的な学習の時間「あおば学習」
の推進 

  ○３年～「バリアフリーについて考えよう！（福祉）」「世界のくらし」 
 ○４年～「防災について考えよう！（防災）」「千歳の魅力発見！（郷土理解）」 

  ○５年～「千歳市の自然 ～他の町と比べてみよう」「守ろう、地球の宝物」 
  ○６年～「北海道の歴史」「世界の人と手をつなごう」 
  ○アメリカアラスカ州サンドレイク小学校との交流（日常的なSkypeを活用しての交流） 
２ 全校朝学習「きらめきタイム」の実践 
３ 体力向上チャレンジ「朝チャレ」「みんなであそぼう」 
４ 無言清掃の実施（月２回 ピカルンデー） 

沿 革 

明治１２年１０月 寺子屋式教育を始める 
明治１３年 ４月 千歳教育所となる 
明治２８年 ３月 千歳尋常小学校となる 
昭和２２年 ４月 千歳小学校となる 
昭和５３年１０月 開校１００年記念式典挙行 
平成元年  ２月 開校１１０年･体育館完成記念式典挙行 
平成 ６年 ６月 サンドレイク小学校児童他２９名来校 相互訪問開始 
平成 ９年 ３月 本校児童他５４名、サンドレイク小学校訪問 
平成１０年 ５月 石狩教育研究所「総合学習」研究協力校 
平成１５年１１月 石教研学校課題研究発表会開催 
平成２１年 ６月 サンドレイク小学校児童他４２名来校 

１０月 耐震化大規模改修工事完了 
平成２３年 １月 サンドレイク小学校訪問（本校児童他２４名）  
平成２４年 ６月 サンドレイク小学校児童他３５名来校 
平成２６年 １月 サンドレイク小学校訪問（本校児童他２２名）  

６月 サンドレイク小学校児童他３５名来校 
平成２８年 １月 サンドレイク小学校訪問（本校児童他１５名）  

６月 サンドレイク小学校児童他４６名来校 
       １１月 北海道道徳教育推進校事業 千歳小学校公開授業研究会開催 
平成３０年 １月 サンドレイク小学校訪問（千歳市事業へ移行；本校児童他３９名）  

２月 北海道教育実践表彰受賞（学力向上、道徳教育の充実） 
６月 サンドレイク小学校児童他２８名来校 

             １０月 開校140年記念集会開催  同窓会総会開催 
令和２年  １月 サンドレイク小学校訪問（本校児童他２４名） 
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北 進 小 学 校 
 

所在：千歳市北栄１丁目２番６号 

電話：０１２３-２３-３４３９ 

創設：昭和３５年５月５日 

面積：敷地１０,６４２㎡、建築２,８５３㎡ 

校長名 佐藤   貢 教頭名 杉原 大樹 

教職員数 
教員 ７名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

知的障がい      ３学級２１名 

自閉症・情緒障がい １学級５名 

計  ４学級２６名 

（通級指導教室    ２学級１９名） 

教育目標 

～２１世紀を、自分のよさを発揮し、広く豊かに生きる子どもの育成～ 

・たしかに学ぶ子（知） ・かかわりをもてる子（情） ・たくましく生きる子（意・体） 

【重点目標】 

かかわりの中で自立しようとする子どもの育成 

～「決める」「伝える」学びの継続～ 

 

研究主題 
「伝えることができる」を目指した授業の研究 

～発達段階に応じた支援のあり方～ 

特色ある  

教育活動 

１ 特別支援学級のみの学校としての特徴を生かした小中一貫教育の推進 

２ 自己決定や社会参加を見通した教育活動 

  （体験学習、ソーシャルスキルトレーニング-SST-） 

３ 個別の指導計画の作成とインフォームドコンセントおよびアカウンタビリティの推進 

４ 児童一人一人の個性を生かし、かつ、大きな集団の良さを生かした教育活動 

５ 健常者との交流学習 

６ 他校の児童を含めた教育相談・通級指導 

 

沿 革 

 
昭和３５年 ５月 児童会館内に千歳小学校特殊学級として発足 

昭和３８年１２月 北栄１丁目２番６号に新校舎落成移転（現校舎） 

昭和４１年 ４月 千歳小の北栄分校と称する 

昭和４６年 ４月 北進小学校と称する 

昭和４９年 ４月 言語治療教室緑小に移設  

       １０月 開校１５周年記念式典挙行 

昭和５３年 ４月 情緒障害学級開設認可 

平成 ３年 ３月 開級３０周年･校舎増築･新体育館 完成記念式典挙行 

平成１４年 ２月 開級４０周年記念祝賀会、開校３０周年記念祝賀会 

平成１８年 ２月 北海道教育実践表彰受賞 

４月 通級指導教室を開設 

平成２３年１２月 開校４０周年をお祝いする会 

平成２４年 ８月 花いっぱいコンクール優良賞受賞 

平成２６年 ９月 花いっぱいコンクール優秀賞受賞 

平成２７年 ９月 花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 

平成２８年 ８月 体育館非構造部材耐震工事、花いっぱいコンクール優秀賞受賞 

平成２９年  ８月 花いっぱいコンクール優秀賞   校長住宅解体 

平成３０年 ８月 花いっぱいコンクール優秀賞受賞 

令和 元年 ８月 花いっぱいコンクール優良賞受賞 

令和 元年１０月 市内音楽発表会（小・中）初参加 

 



 ３６ 

 

  

 

 
北 栄 小 学 校  

 

所在：千歳市北栄１丁目１０番２号 

電話：０１２３-２３-４１３８ 

創設：昭和２８年５月２５日 

面積：敷地３０,３０２㎡、建築６,０３５㎡ 

校長名 森  正彦 教頭名 作田  稔 

教職員数 
教員２０名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

１５学級 

２４４名 

（うち特別支援学級５学級２５名） 

教育目標 

○主体的に工夫して学習する子ども     （主体的な子） 

○情操に富み創造的な子ども         （創造的な子） 

○連帯感を深め責任ある行動をする子ども （責任ある子） 

○体力の向上に努め、健康で明るい子ども （明るく元気な子） 

○勤労を愛する子ども             （働く子） 

【重点目標】 自分で考え、行動し、仲間と共に成長する子ども 

研究主題 
主体的に取り組み、互いに認め合い学びを深める子どもの育成 

～ユニバーサルデザインの視点を効果的に生かした授業を通して～ 

特色ある  

教育活動 

１ 特別支援学級「たんぽぽ学級」（知的、情緒、難聴）を併設し、普通学級との日常的な交

流のほか、総合的な学習の時間に位置づけた交流の機会をもち共に生きるための相互理

解の場としている。 

２ 縦割り班を活用した異学年交流活動を推進している。 

・遊び活動(年３回)  ・全校集会(年２回)  ・弁当交流（２回） 

３ 全校道徳を実施し、言葉遣いや友達に対する思いやりを考える機会を意図的に設け、児

童の心の育成を図っている。 

４ 管内屈指のスクールバンドを有し、情操豊かな子どもの育成に努めている。 

・定期演奏会、校内諸行事での発表、各種コンクール、地域行事への参加 

沿 革 

昭和２８年 ５月 千歳小学校より分離し９学級で開校 

昭和４８年 ５月 情緒障がい児学級新設 

昭和５５年 ６月 スクールバンド結成 

平成１５年１１月 開校５０周年記念式典挙行 

平成１８年 ３月 「北栄小子どもを見守り隊」発足 

平成１９年１０月 緑化事業「げん気の森」完成式典 

平成２１年１１月 全日本小学校バンドフェスティバル全国大会出場 

平成２２年１１月 全日本小学校バンドフェスティバル全国大会出場 

平成２４年 ７月 中西圭三＆ＳＥＡＳＯＮＳ、スクールバンドによるジョイントコンサート 

８月 全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会金賞受賞 

平成２９年 ２月 ＪＩＣＡ国際交流（ウガンダ共和国） 

平成２９年 ５月 図書ボランティア｢希望が丘｣設立 

平成２９年 ８月 全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会銀賞受賞 

平成３０年 ２月 ＪＩＣＡ研修員との国際交流 

平成３０年 ６月 特別支援難聴学級開設 

平成３０年 ８月 全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会銀賞受賞 

平成３１年 １月 特別支援病弱学級開設 

平成３１年 ２月 ＪＩＣＡ研修員との国際交流 

令和 元年 ５月 北栄小コミュニティースクール(学校運営協議会)発足 

令和 元年 ６月 ＪＩＣＡ研修員との国際交流 

令和 元年 ８月 全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会銀賞受賞 
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末 広 小 学 校 

 

所在：千歳市富丘２丁目６番２号 

電話：０１２３-２３-４１２７ 

創設：昭和３１年４月１日 

面積：敷地２１,４６９㎡、建築５,９３３㎡ 

校長名 横山 浩之 教頭名 水元 康公 

教職員数 

教員１８名 主幹 １名 

養護 １名 事務 １名 

栄養 １名 

学級数 

児童数 

１６学級 

５１３名 

教育目標 

○進んでやりぬく子    ○えがおで元気な子 

○広い心でやさしい子  ○六年間を自ら学ぶ子 

【重点目標】自分の良さを活かし、支え合いながら力を高める子を育む 

～ わたしいっていいな！ きみってすごい！ ～ 

研究主題 
文章を主体的に読み、活用する力を身につけた子どもの育成 

～教材文と言語活動をつなぐ「読むこと」の学習を通して～ 

特色ある  

教育活動 

１ アイヌ文化学習（総合的な学習・生活科）  

   全学年のカリキュラムを編成し、本物に触れる体験重視の活動を軸に、ふるさとを愛し、

自然や命を大切にする心を育み、生き生きと学習する子どもの育成に努めている。また、地

域人材導入や保護者・地域の人々の学習支援を目指し、学校・家庭・地域が一体となった

教育活動に努めている。 

２ 福祉・交流学習や、ユネスコスクールとしての取組 

障がい者体験や市の福祉の工夫に関する学習、地域のお年寄り等との交流、リサイクル

やアイヌ文化学習の取組等を通して、人と人とのふれあいを深めるとともに、人と自然と関

わり、社会の一員としてできることを考え実践する力の育成に努めている。 

３ 授業の工夫改善 

算数科での習熟度別指導による基礎基本の定着やきめ細かな指導の充実、地域人材

活用やゲストティーチャーによる多様な学習の充実を図る。 

沿 革 

 
昭和３１年 ４月 新設開校 

８月 開校記念式典挙行 

昭和４９年 ３月 現在地に校舎移転 

平成１０年 ３月 北海道教育実践表彰受賞 

平成１８年１２月 開校５０周年記念式典挙行 

平成１９年 ２月 石狩教育局 教育実践奨励表彰 

        ５月 千歳市「花いっぱいコンクール」最優秀賞受賞 

平成２０年 ５月 北海道教育実践表彰受賞 

平成２１年 ３月 多目的トイレ完成 

９月 「ねんりんピック」参加 

平成２２年 ９月 全国人権教育指導主事研究協議会にて発表 

平成２３年 ６月 ユネスコスクール認定 

１０月 ふるさと教育推進事業実践校(～平成25年) 

平成２４年 ２月 朝日のびのび教育賞受賞 

平成２５年 ４月 学童・生徒のボランティア活動普及事業協力校 

平成２６年 １月 アイヌ文化資料室「チセ」の茅葺き全面改修及び復元完了 

平成２７年 ８月 教育公務員弘済会実践助成で教授用パソコン購入 

平成２８年     開校６０周年記念事業実施 

平成３０年 ４月 北海道ふるさと教育・観光教育等推進事業実践校 

令和 ３年 ２月 タブレット型児童用ＰＣ160台導入 
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緑 小 学 校 
 

 

所在：千歳市緑町４丁目４番１号 

電話：０１２３-２３-４１０７ 

創設：昭和３２年４月１日 

面積：敷地１７,９０１㎡、建築６,５００㎡ 

校長名 渡會 朋広 教頭名 笠井 賢吾 

教職員数 
教員２５名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

１４学級 

４０３名 

（うち特別支援学級 ２学級５名） 

（通級指導教室 ５学級 ６８名） 

教育目標 

～ 私たちは 未来を創りともに進む 緑小の子ども ～ 

・なかよく元気に遊びます ・・・・・・か ら だ （ 体 ） 

・すすんで学び考えます ・・・・・・あ た ま （ 知 ） 

・めあてをもって努力します・・・・・・生きる力（意）  

・人や地球にやさしくします・・・・・・こ こ ろ （ 情 ） 

【重点目標】『自ら学び、共に高め合い、より確かな学力と豊かな心を育む子ども』 

研究主題 
「表現する力」を育てる算数科授業の創造 

 ～問いから学びを深める児童の育成～ 

特色ある  

教育活動 

１ 地域の施設・人材を活用した検定支援事業 
２ ＰＴＡと共同で進める確かな学力の育成  

～マイディクショナリー事業・ディクショナリースタート事業～ 
３ ボランティア活動（地域別異学年グループによる清掃・美化活動） 
４ 公立千歳科学技術大学の教授や学生との交流授業～理科・算数 プログラミング学習～ 
５ プールや河川の水に対する安全教育～千歳川 川の安全学習体験～ 
６ 全学年でのアイヌ文化学習 
７ ユネスコスクールとしての活動 

沿 革 

昭和３２年 ４月 新設開校 
昭和４９年 ４月 言語治療教室開設 
昭和５２年 ９月 開校２０周年記念式典挙行 
昭和５３年 ４月 蘭越小学校と統合 
昭和５９年 １月 校舎増改築工事完了・引っ越し 
昭和６２年１１月 開校３０周年記念式典挙行 
平成 ７年 ４月 言語通級指導学級開始 
平成１７年１０月 文部科学省指定 心に響く道徳教育研究会開催 

石狩管内教育実践奨励表彰受賞 
平成１８年 ５月 千歳っ子見守り隊発足 
平成１９年１２月 開校５０周年記念式典挙行 
平成２０年 ３月 北海道PTA広報誌コンクール審査員特別賞（北海道新聞社賞） 

お話会「ぴっころ」開始 
１２月 千歳市学校課題研究発表会開催 

平成２１年 ５月 あそびの日in千歳会場 
８月 花いっぱいコンクール「優秀賞」受賞 

平成２３年 ３月 ユネスコスクールに加盟 
平成２４年 ４月 「学校力向上に関する総合事業」における近隣校に指定 
        ５月 千歳市人権委員会から「人権の花」の贈呈 
       １０月 お話会ぴっころ１０周年記念 
平成２５年 ９月 車椅子１台を千歳市社会福祉協議会へ寄贈（リングプル回収取組） 
平成２８年 １月 校内放送設備更新（デジタル化対応） 
平成２９年１２月 開校６０周年記念集会の開催 
平成３１年 ３月 「緑小おやじの会」による６年生児童へのキャリア教育「おやじトーク」開催 
令和元年  ６月 ボイスワークトレーナー古田さんによる６年生の歌唱・発音指導 
令和 ３年 １月 GIGAスクール構想に向けた校内無線LAN設置完了 
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千 歳 第 二 小 学 校 
 

所在：千歳市清流１丁目４番１号 

電話：０１２３-２３-２０６２ 

創設：大正９年１２月１３日 

面積：敷地２４,１０７㎡、建築５,６６２㎡ 

校長名 澁谷 拓 教頭名 鈴木 輝光 

教職員数 
教員１６名 養護１名 

事務１名 

学級数 

児童数 

１３学級 

３３０名 

教育目標 

○よく考え 進んで学習する子  ○明るく 思いやりのある子  ○ねばり強く たくましい子 

【重点目標】 

・学力と体力・運動能力のさらなる向上    ・人間性豊かな心の育成 

・家庭・地域から信頼される学校づくり ・教員としての指導力向上と長時間勤務の改善 

研究主題 
『自分の考えをもち、学び合いを通して学習を深める児童の育成』 

～「プログラミング的思考」を育む指導の工夫～ 

特色ある  

教育活動 

１ ＴＴ・少人数指導の実施 
（１）学習意欲の向上、個人差の解消を目指すと共に、基礎的・基本的な知識・技能の確実
な定着を図る。（算数科） 

（２）千歳市学習支援員配置事業による少人数指導の実施（算数科） 
２ 特別支援教育の充実 
（１）校内の特別支援体制の整備と共に、スクールカウンセラー・特別支援教育支援員・心の
教室相談員を効果的に活用し、子どもや保護者に対する教育相談の充実を図る。 

３ 放課後補充学習の取り組み 
（１）放課後を活用して集中して取り組むことにより、学習のつまずきの克服や学習活動への意
欲向上を図る。 

４ 地域の人材や団体との交流を通した豊かな体験の機会の拡大 
（１）地域の老人クラブ（清流親和会）との交流（昔の遊び・花壇づくりなど） 
（２）地域の人材を講師として、サケのふるさと千歳水族館（学芸員）の協力により、サケの誕
生と成長（受精卵→艀化→稚魚）の体験学習と千歳川への稚魚放流活動。 

（３）アイヌ文化の学習・・伝統楽器（ムックリ）の演奏体験など。 
（４）幼稚園（児）との交流・・近隣の幼稚園との相互交流。 
（５）キウス周提墓群の学習…縄文時代の史跡の見学学習 
５ 異学年交流 
（１）縦わり班による清掃や体力づくりの実施 

沿 革 

大正 ９年１２月 千歳尋常小学校根志越分教場として開校 

昭和２１年 ４月 千歳第二国民学校として独立 

昭和２２年 ４月  千歳第二小学校となる 

昭和４３年 ４月  泉郷小学校統合 

昭和４５年１２月 開校５０周年記念式典挙行 

平成 ４年 ２月  石狩管内教育実践奨励表彰受賞 

平成１１年 １月 サケの稚魚の飼育開始 

３月 増築校舎完成（第１期） 

平成１２年１１月 開校８０周年記念公開授業研究会 

平成１５年 ４月 少人数指導開始 

平成１８年 ４月 二学期制実施 

平成２２年１２月 開校９０周年記念集会 

平成２３年 ７月 東日本大震災にかかわり仙台市教育委員会へ教員派遣 

           （平成２３年７月１日～平成２４年３月３１日） 

平成２６年 ２月 第１回千歳市エコアクション賞受賞 

平成２７年 ２月 第５１回千歳市社会福祉善行表彰賞受賞 

平成３０年 １月 岡山市西大寺南小学校との交流会参加 

令和 ２年１２月 開校１００周年記念 タイムカプセル記念碑 建立 
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駒 里 小 学 校 

 

所在：千歳市駒里９４５番地 

電話：０１２３-２３-３２３７ 

創設：明治３９年９月１日 

面積：敷地３７,６５２㎡、建築２,３６８㎡ 

校長名 松原 謙二 教頭名 佐藤 崇徳 

教職員数 
教員 ３名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

３学級 

１７名 

教育目標 

◎ やさしい子 （広い視野をもち、ふるさとや人を愛する子ども） 

◎ 進んで学ぶ子（進んで学び、自ら考え、行動する子ども） 

◎ 元気な子  （たくましい心と体をもった、元気な子ども） 

【重点目標】 

地域とともに 子どもの夢を育み 笑顔あふれる学校 

        ～自信をもって主体的に活動する子どもの育成～ 

研究主題 
「主体的に考え、表現できる子どもの育成」 

～各教科での言語活動の工夫・充実を通して～ 

特色ある  

教育活動 

◎ 学校環境を生かした教育活動の充実・推進 
１ 「総合的な学習の時間」～地域の中での学びをつくる 
（１） 農園活動 
（２） 地域の自然、産業、生活、文化等に関する内容に基づいた学習 
（３） 保小中の連携のもと､ＰＴＡ・地域が一体となって行う各種行事 
２ ボランティア活動 
（１） 交通安全キャンペーン 
（２） 学校祭・餅つき会への地域の皆様の招待活動 
（３） リングプル、ペットボトルのキャップ、ベルマーク等の回収 
３ 体力づくり 
（１） パークゴルフ 
（２） 歩くスキー 
（３） 中学校部活との連携（バドミントン） 

沿 革 

明治３３年 ６月 千歳尋常小学校阿宇砂里分教場として開校 

明治３９年 ９月 阿宇砂里簡易教育所となる 

大正１２年 ９月 阿宇砂里尋常小学校として独立 

昭和２２年 ４月 阿宇砂里小学校となる 

昭和２７年 ４月 駒里小学校となる 

昭和２９年 ９月 開校５０周年記念式典 

昭和６１年11月 開校８０周年記念式典 

平成 ８年 ９月 開校９０周年記念式典 

平成１０年１０月 全道へき地複式教育研究大会石狩大会会場 

平成１５年 ４月 交通安全キャンペーン表彰 

平成１６年 ９月 交通安全キャンペーン２０年達成 

平成１７年 ８月 校舎外壁大規模補修完了 

平成１８年１１月 小学校開校１００周年記念式典、祝賀会開催 

平成１９年 ５月 石狩管内複式校新任者研究大会 

平成２０年 ７月 文科省指定 豊かな体験活動 

平成２１年 ９月 交通安全キャンペーン２５年達成 

平成２６年１０月 交通安全キャンペーン３０年達成 

平成２８年１０月 小学校開校１１０周年・中学校開校６０周年記念行事実施 

平成３０年 ６月 コミュニティスクール導入 
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支 笏 湖 小 学 校 

 

所在：千歳市支笏湖温泉２番地 

電話：０１２３-２５-２７２９ 

創設：昭和２３年１２月１日 

面積：敷地１３,２７７㎡、建築１,６４３㎡ 

校長名 鈴木 直道 教頭名 瀬野 裕子 

教職員数 教員 ３名 養護 １名 
学級数 

児童数 

３学級 

１１名 

教育目標 

「たくましい心と体をもった 人間性豊かな児童の育成」 

・自ら考え、創造する子ども（知） 

・明るく、協力する子ども （情） 

・根気よく、実行する子ども（意） 

・心身をきたえる子ども  （体） 

【重点目標（学校課題）】 『あきらめず ともに学び 行動できる 子ども』の育成 

研究主題 
「自分の考えを持ち、自分の意志や判断に基づいて学習に取り組もうとする子どもの育成」 

～「主体的な学び」の視点に立った複式学級の授業改善～ 

特色ある  

教育活動 

１ 愛鳥モデル指定校～地域の豊な自然環境を生かし、毎朝の給餌・観察等の活動を通し、
環境問題について学習を深める。 

２ ヒメマス学習    ～地域の特産であるヒメマスについて、理科、社会科、生活科、総合学
習等と関連付けて学習し、地域の自然環境や産業についての理解
を深める。 

３ 鼓笛隊       ～全校児童で組織した鼓笛隊が、地域行事に参加し支笏湖地区に貢
献することで自尊感情や自信、挑戦の意欲を育てる。 

４ 公園清掃      ～国立公園の清掃を地域住民、敬老会などの人々と行い、環境美化
に努め、美しい自然環境を保つことの誇りを育てる。 

５ 「心の直行便」活動～高知県南国市立奈路小学校と、一年おきに相互学校訪問交流を行っ
ている。手紙、作品類、収穫物交流などを通して気候や文化の違いを知り、
離れた地域の友達、父母との「心の交流」により、豊かな情操を育んでいる。 

沿 革 

昭和２２年１２年 烏柵舞小学校支笏湖分教場開校 

昭和２３年１２月 支笏湖小学校の認可（現在のユースホステルに校舎完成） 

昭和２４年 １月 支笏湖小学校の開校式 

昭和２９年 ７月 現在地に校舎完成 

昭和４３年１１月 開校２０周年記念式典挙行 

昭和４９年 ７月 湖水まつり鼓笛パレード出演 

       １２月 開校２５周年記念式典挙行 

昭和５４年１２月 開校３０周年記念式典挙行 

昭和５７年 ２月 現校舎防音・体育館完成 

昭和６０年 ９月 道複連石狩大会分科会、授業公開 

昭和６２年 ２月 石狩管内教育実践奨励賞受賞 

平成１０年  ８月 南国市立奈路小学校との交流 

         １１月 開校５０年記念式・祝賀会挙行 

平成１８年 ５月 北海道社会貢献賞 (野生鳥獣保護功労）受賞 

平成１９年 ５月 野生生物保護功労者表彰 

平成２５年 ５月 愛鳥週間野生生物保護功労者表彰 環境大臣賞 受賞 

平成２８年１１月 南国市立奈路小学校交流開始２０周年 

平成３０年１１月 開校７０周年記念式典・祝賀会挙行 

令和元年  ９月 国立公園指定７０周年記念「支笏湖学」環境大臣賞記念講演（若松幹男氏） 

令和 ２年１１月 奈路小学校訪問中止 オンライン交流 



 ４２ 

 

  

 

日 の 出 小 学 校 

 

所在：千歳市日の出２丁目３番２０号 

電話：０１２３-２３-２６７０ 

創設：昭和４１年１２月１日 

面積：敷地２０,７０６㎡、建築５,８９１㎡ 

校長名 加藤 敏幸 教頭名 山本 武 

教職員数 
教員２２名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

１６学級 

４３８名 

（うち特別支援学級１学級１名） 

教育目標 

◎進んで学習する子 （知） 

◎思いやりのある子 （情） 

◎考えて行動する子 （意） 

◎元気に活動する子 （体） 

 

【重点教育目標】  進んで学習に取り組み、優しさと思いやりのある児童の育成 

研究主題 
課題意識をもち、自ら思考し行動できる子の育成 

～深い学びを通して～ 

特色ある  

教育活動 

１ 小中一貫教育の推進 

 ・青葉っ子スタンダードの実践 

 ・青葉中教諭による理科専科授業 

 ・青葉中・祝梅小両校教諭との共通理解（小中交流会） 

 ・青葉中に於いて英語検定・漢字検定の受験 

 

２ 読書週間の形成 

 ・学力の基盤づくり（朝読書、家読） 

 ・豊かな心の育成 

 

３ 総合的な学習の推進 

 ・地域の教材や施設・設備を効果的に活用し、児童の資質能力を高める。 

 

４ コミュニティ・スクール 学校支援事業 

 ・地域学校協働本部との連携によるボランティアの派遣・教育活の支援 

  （図書館ボランティア、マルつけボランティア、水泳指導ボランティア、スケート指導ボラン

ティア） 

沿 革 

 
昭和４１年１２月 新設開校 

昭和４２年 １月 開校記念式挙行 

昭和５１年 ３月 祝梅小学校分離 

６月 開校１０周年記念式典挙行 

昭和６１年１１月 開校２０周年記念式典挙行 

平成 ８年１２月 開校３０周年記念式典挙行 

平成１８年１２月 開校４０周年記念事業 

平成２４年１０月 千歳市学校課題研究発表会開催 

           北海道算数数学教育研究大会石狩・千歳大会（小学校会場）開催 

平成２７年 ４月 地域の学力向上支援事業拠点校 

平成２８年１２月 開校５０周年記念式典挙行 

令和元年  ５月 あそびの日inちとせ 会場校 



 ４３ 

 

  

 

信 濃 小 学 校 

 

所在：千歳市信濃２丁目３４番１２号 

電話：０１２３-２３-４７５２ 

創設：昭和４３年４月１日 

面積：敷地１９,４１３㎡、建築５,６４５㎡ 

校長名 髙 橋   真 教頭名 三田村 要 

教職員数 
教員１９名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

１５学級 

３７８名 

（うち特別支援学級２学級９名） 

教育目標 

○考える子    ○やさしい子    ○がんばる子   ○じょうぶな子 

【重点目標】 

笑顔でチャレンジしなのっ子 

〇進んで学習する子 〇進んでなかよくする子 〇進んで運動する子 

研究主題 正確に読むことができる「信濃っ子」の育成 

特色ある  

教育活動 

１ ふれあい活動を通して思いやりの心や実践力の育成 

・見守り隊、幼稚園、保育園との交流 

２ 異学年交流を通して心の交流を図るとともに、自分達で遠足を企画させることにより、自覚

と責任感を養う活動 

・ジャンボタイム～子ども達の手でつくりあげる異学年のふれあい活動 

３ ＡＬＴによる英語を使った様々なゲームや歌、外国の文化(衣食住)に触れるクラブ活動 

４ 危険予測力を高めることに重点を置いた安全指導の積極的展開 

・引き渡し訓練、災害図上訓練とそなえーる見学 

５ 家庭との連携による体づくりの習慣化～「しなトレ」の推進 

６ 協働体制による基礎基本の確実な定着～習熟度別少人数指導、マッスルプリントの取組 

沿 革 

昭和４３年 ４月 新設開校 

昭和４７年１２月 体育館（講堂）完成 

昭和４８年 ７月 開校５周年記念式典 

昭和５３年 ３月 桜木小分離 

        １０月 開校１０周年記念式典挙行 

昭和６３年 １月 「信濃の森」購入 

        １０月 開校２０周年記念式典挙行 

平成 ２年１１月 学校プール完成 

平成 ６年 ４月 北陽小分離 

平成１０年 ８月 開校３０周年記念式典挙行 

平成２０年１１月 開校４０周年記念事業学校課題研究発表会 

平成２４年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業近隣校 

平成２５年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業近隣校 

平成２６年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業近隣実践校 

平成２７年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業近隣実践校 

平成２８年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業近隣実践校 

平成２９年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業近隣実践校 

           道徳教育推進事業指定校（１２月公開研究会） 

平成３０年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業近隣連携校 

平成３０年 ８月  開校５０周年記念式典挙行 

平成３０年１１月 石教研学校課題研究発表会 

平成３１年 ４月  特別支援学級開設 

令和 ２年 ４月 学校運営協議会発足 



 ４４ 

 

  

 

高 台 小 学 校 

 

所在：千歳市富丘１丁目１９番４号 

電話：０１２３-２３-９１００ 

創設：昭和４５年４月１日 

面積：校地２１,８４４㎡、校舎５,０６８㎡ 

校長名 安栄 智裕 教頭名 伊藤  学 

教職員数 
教員２３名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

１４学級 

２６７名 

（うち特別支援学級４学級２４名） 

教育目標 

広く深く豊かに生きぬく高台の子の育成を目指す 

１．深く考え 学び合う子   ２．広い心で 助け合う子   ３．心豊かに 生きぬく子 

【重点目標】 「自他の思いを大切に協議する子どもの育成」 

～どの児童にもおおむね満足の状態（子どもの変容）を保証する教育の推進～ 

研究主題 
子どもに資質・能力を身につけさせるための授業つくり 

〇指導力の向上と授業改善につながる研修 
〇主体的で対話的で深い学びを目指した授業つくり 

特色ある  

教育活動 

１ 縦割り活動を通して、自主的・実践的な態度を育てる 
   昼休み時間を活用した６年生リーダーの異学年集団の活用 
   縦割り遊び・縦割りランチ・縦割り遠足・縦割り掃除・ふれあいフェスティバル 
２ 豊かな心を育成するために道徳教育の充実を図る 
   「生活アンケート」による実態把握、花壇づくり・ボランティア活動の推進・異学年交流 
   サケの稚魚を育てる・放流、ＮＯ!いじめ集会 
３ 健やかな体を育成するために健康安全指導の充実を図る 

全学年による体力テストの実施、各種体力テスト記録掲示、体力向上WEEK設定 
「生活ノート」を活用した実態把握基本的生活習慣づくり 

沿 革 

昭和４５年  ４月 新設開校 

昭和５４年  ５月 肢体不自由児訓練室｢そらまめ｣学級開設 

昭和５５年 １１月 開校１０周年記念式典祝賀会挙行 

平成 ２年 １１月 開校２０周年記念式典挙行 

平成１２年  ９月 小学校英会話学習モデル事業開始 

１０月 開校３０周年記念式典挙行 

平成１５年  ３月 平成１４年度北海道公立学校教育課程実践・石狩教育局長表彰 

平成１６年 １１月 千歳市学校課題研究発表会 

平成１８年  ２月 石狩管内教育実践奨励表彰受賞 

平成２０年  １月 岡山市立西大寺南小と、サケ飼育を通し交流 

平成２１年  ５月 人権の花贈呈式 

平成２２年  ５月 「あそびの日ｉｎちとせ高台小学校」会場校 

平成２３年  ５月 非行防止教室開催 

平成２４年 １２月 冬休みの勉強会開催 

平成２５年  ８月 夏休みの勉強会開催 

平成２６年  ２月 全学級に電子黒板配備 

平成２７年 １１月 なかよしさわやかDAYいじめシンポジウム児童会による提言発表 

平成２８年 １１月 特定防衛施設周辺整備外壁工事終了 

平成２９年  ２月 千歳市コミュニティ・スクール研究指定校 

平成３０年 １２月 北海道道徳教育推進校事業 公開授業研究会開催 

平成３１年  ４月 特別支援学級開設（知的・情緒・病弱） 

令和 ２年 １２月 開校５０周年記念事業 航空自衛隊北部音楽隊演奏会開催 



 ４５ 

 

  

 

東 小 学 校 

 

所在：千歳市東丘８２４番地の３０ 

電話：０１２３-２１-３２００ 

創設：昭和４６年１月１日 

面積：敷地１６,６７５㎡、建築２,１８４㎡ 

校長名 村田 敏彰 教頭名 藤井 康博 

教職員数 
教員 ６名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

４学級 

２９名 

教育目標 

「思いやる心で たくましく 学びつづける 東っ子」 

 【重点目標】 全ての東小の子どもが、自己肯定感・成就感を高め、生き生きと学校生活を 

         送るために、一人一人の子どもの理解に努め、情報を共有し、子どもに寄りそっ 

         た指導を行う。 

研究主題 
「主体的に考え、互いに考えを伝え合い、すすんで学ぶことのできる子どもの育成」 

～ 一人一人の学びを広げる「国語」の授業づくり  ～ 

特色ある  

教育活動 

１ 農業体験活動 
・学校田（米）を活用して、田植え・観察・収穫・脱穀・もちつきまでの活動 

２ ボランティア・交流活動 
・地域清掃（小中合同） 
・千歳小・北進小学校や市内小規模２校（駒里小・支笏湖小）との交流活動 

３ ふるさと教育 
・東千歳合同運動会（中学校、保育所、地域）、学芸会など、地域と一体の行事 
・栽培活動集会、もちつき集会、百人一首集会など、地域の方の協力による活動 

４ パレットタイム 
・「国語・算数を中心としたくり返し学習」「朝読書」「体力づくり」を実施 

５ 縦割り班(異学年)活動 
・花壇作業、らんらん給食、稲作体験 

６ 小中連携・一貫教育 
  ・東千歳中学校との連携 
・合同行事・授業、教職員研修の実施 

沿 革 

昭和４６年 １月 幌加小、協和小、東丘小の３校統合開校 

昭和５５年１１月 開校１０周年記念式典挙行 

平成 ２年１１月 開校２０周年記念式典挙行 

平成１０年１０月 全道へき複大会第５分科会会場校 

平成１２年１２月 開校３０周年記念式典挙行 

平成１３年 ９月 コンピューター室整備 １０月 学校林記念植樹 

平成１４年１０月 石教研へき複部会研究集会 

平成２３年 １月 開校４０周年記念を祝う会開催 

９月 全道へき複研究大会石狩プレ大会第４分科会会場校 

平成２４年 ９月 全道へき複研究大会石狩大会第４分科会会場校 

平成２７年 ４月 電子黒板設置・デジタル教科書導入 

平成２８年 ７月 校舎大規模改修 

        ８月  花いっぱいコンクール 最優秀賞 

平成２９年 ８月 体育館耐震改修工事 

平成３０年 ９月 台風２１号被害（学校林 倒木・伐採）   

平成３１年 ３月 コンピュータ－室パソコン更新 

令和 ２年 １月 職員室校務用パソコン更新 

令和 ２年１１月 開校５０周年記念植樹 



 ４６ 

 

  

 

祝 梅 小 学 校 

 

所在：千歳市梅ヶ丘３丁目２番１号 

電話：０１２３-２３-１１１０ 

創設：昭和５１年４月１日 

面積：敷地２０,５７１㎡、建築６,３７１㎡ 

校長名 橋本 由美 教頭名 中村 達矢 

教職員数 
教員１９名 養護 １名 

事務 １名 栄養 １名 

学級数 

児童数 

１１学級 

２３８名 

（うち特別支援学級３学級１９名） 

教育目標 

  『すくすく のびのび』 

    みとめ合い、まなび合い、たかめ合い、きたえ合う 祝梅っ子 

【重点教育目標】  夢を持ち 主体的に 行動する子を育む 

      ～言葉 ＆ 思いやり ＆ 健康 ～ 

 

研究主題 
学びに向かう力を身に付け、共に高め合う子どもの育成 

～思考力・判断力・表現力を育む主体的・対話的な深い学びを生かして～ 

特色ある  

教育活動 

１ 環境教育 
（１）植物栽培活動（学校花壇、教材園） 
（２）飼育活動（サケの飼育活動、サケの交流事業、金魚の飼育活動） 
２ 人権教育 
（１）道徳教育の充実（特別な教科「道徳」、各教科、人権教室、福祉体験学習、ありがとう集会） 
３ 学力向上の取組 
（１）自学ノート、新聞 DAY、定期テスト、祝梅タイム（学力向上 DAY等） 
４ 体力向上の取組 
（１）授業前の分間走、コーディネーション運動、体力アップチャレンジの実施 
５ ４期のサイクル 
（１）わくわくステージ（ ４月～ ６月）自分の目標を意識し、進んで取り組む期 
（２）のびのびステージ（ ７月～ ９月）自分の良さを伸ばす期 
（３）じっくりステージ（１０月～１２月）前期を振り返り、自分を見つめじっくり取り組む期 
（４）しっかりステージ（ １月～ ３月）今までの自分を振り返り、新学年につなげる期 

沿 革 

昭和５１年 ４月 新設開校 

昭和５５年 ９月 開校５周年記念式典挙行 

昭和６０年１１月 開校１０周年記念式典挙行  

平成 ６年 １月 豊かな学校創生事業によるサケ飼育開始 

平成 ７年１１月 開校２０周年記念式典挙行 

平成１０年 １月 岡山県西大寺南小学校とサケ飼育を通しての交流を始める 

平成１７年１２月 開校３０周年記念式典挙行 

平成２２年 ３月 多目的トイレ完成 

平成２３年 ４月 学校教育目標の改訂、新しい図書スペース「図書の森」完成 

平成２４年 ９月 体育館耐震改修工事完了 

平成２５年 ４月 あさがお(知的、情緒)学級開設 

平成２５年１１月 校舎改修工事（外壁塗装・防水・普通教室改修等） 

平成２７年 ９月 千教振学校課題研究発表会 

平成２７年１１月 開校４０周年を祝う会挙行 

令和元年 １０月  体育館暖房機入替工事完了 

令和 ２年 １１月 管理棟・東校舎暖房機入替 

       １２月 校内無線LAN設置、教室PC、児童タブレットPC４０台設置完了 



 ４７ 

 

 

  

 

桜 木 小 学 校 

 

所在：千歳市自由ヶ丘７丁目１番１号 

電話：０１２３-２２-３３０１ 

創設：昭和５３年４月１日 

面積：敷地２４,３７０㎡、建築５,５５０㎡ 

校長名 近藤 弘隆 教頭名 重山 麻人 

教職員数 
教員１６名 養護 １名 

事務 ２名 

学級数 

児童数 

１３学級 

３２０名 

（うち特別支援学級１学級１名） 

教育目標 

自ら学び心豊かでたくましい桜木の子 

○進んで学ぶ子    ○思いやりのある子    ○明るくたくましい子 

 ＜重点教育目標＞ 

『すべては子どもたちの笑顔のために』 ～日々成長を実感できる学校～ 

★基礎基本や学び方を重視し、自ら学び自ら考える力をはぐくむ教育の推進 

★豊かな心を培い、社会性を育む教育の推進 

研究主題 
確かに読み取る力を育てる学習指導の工夫 

〜 国語科の音読・書く学習活動を通して〜 

特色ある  

教育活動 

〇学力向上を目指して 
・「学びの約束」の提示と定着  ・補充学習（チャレンジタイム）の実施 
・自主的に取り組む学習プリント（チャレプリ）の活用   
・朝の読書活動の推進  ・学生ボランティアを活用した長期休業中の補充学習の実施 
・生活リズムチェックシートを活用した家庭での生活習慣の改善 
・工夫した学習ノートの掲示と意欲喚起（キラリノート） 
〇体力向上を目指して 
・空き教室を利用した運動スペース（桜ＵＰルーム）の設置 

沿 革 

 
昭和５３年 ４月 新設開校 

昭和６２年１０月 開校１０周年記念式典挙行 

平成 元年１１月 桜木博物館、桜木学習公園完成 

平成  ８年 ２月 サイパン島ガラパン小学校と姉妹校盟約締結 

平成１０年１１月 開校２０周年記念式典挙行 

平成１６年 ２月 石狩教育実践奨励表彰受賞 

５月 すこやか農園造成 

平成１９年１０月 石教研学校課題研究発表会 

       １２月 開校３０周年記念式典挙行 

平成２０年 ８月 ミレニアムタイムカプセル開封式 

平成２１年 ３月 環境省｢こどもホタレンジャー｣優秀賞受賞 

平成２２年１１月 第一回桜木メッセージ開催 

平成２４年 ４月 学校力向上に関する総合実践事業指定校（道教委） 

平成２４年 ８月 花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 

平成２５年 ８月 花いっぱいコンクール優秀賞受賞 

平成２６年 ４月 学校の教育目標の改訂 

        ６月 引き渡し訓練の実施 

平成２７年１２月 学校力向上に関する総合実践事業研究協議会開催 

平成２８年 ４月 平成２８年度千歳市体力向上実践指定校 

平成２９年 ８月 花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 

平成３０年１２月 学校力向上に関する総合実践事業地域連携研修講演会開催 

令和元年１２月 桜木小学校授業改善研修会開催 



 ４８ 

 

  

 

向 陽 台 小 学 校 

 

所在：千歳市若草５丁目１番地 

電話：０１２３-２８-２１１１ 

創設：昭和５７年４月１日 

面積：敷地２８,４６８㎡、建築６,７６１㎡ 

校長名 木谷 金吾 教頭名 鳴海 孝則 

教職員数 
教員１２名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

１０学級 

１４７名 

（うち特別支援学級４学級６名） 

教育目標 

『明るく豊かな心とたくましい体を持ち、進んで自ら創造し実践する子どもの育成をめざす』 
○すすんで  考える子    ○すなおで  思いやりのある子 
○ねばり強く  やりぬく子   ○明るく たくましい子 
 

【重点教育目標】 自ら学び思いやりをもってたくましく生きる向陽っ子 

研究主題 
『自ら学び、心豊かに表現できる子どもの育成』 

  ～伝え合って学ぶ国語科の授業作りを通して～ 

特色ある  

教育活動 

１ 花と小鳥と緑を愛する活動（北海道愛鳥モデル指定校） 
２ 異学年集団活動（向陽っ子タイム） 
３ 地域の人材を生かした活動（千歳市学校支援地域本部事業～水泳・スケート指導補助） 
４ 地域高齢者とのふれあい活動（特別支援学級ミニ運動会） 
５ 家庭学習の習慣化（家庭学習手引の配布、自学ノートの表彰） 
６ 可能性を伸ばす特別支援教育（交流・体験学習等を取り入れた教育活動） 
７ 図書室の地域開放（ＰＴＡ図書ボランティア「森ック」との連携） 

沿 革 

昭和５７年 ４月 新設開校 
平成 ４年１０月 開校１０周年記念式典挙行 
平成 ５年～   毎年、市や北海道の花いっぱいコンクールに応募し、優秀賞・優良賞・奨励

賞等を受賞 
平成 ６年 ４月 北海道愛鳥モデル校指定 
平成 ９年 ３月 泉沢小学校分離 
平成１０年 ４月 あおぞら(情緒、知的障害)学級開設 
平成１１年 ３月 全道ＰＴＡ広報紙コンクール優秀賞受賞 
平成１３年１１月 開校２０周年を祝う集い 
平成１４年 ６月 学校図書館地域開放結構優劣 
平成１５年 ４月 難聴学級開設 
平成１６年 ４月 肢体不自由学級開設 
平成１８年 ９月 千歳市「花いっぱいコンクール」最優秀賞受賞 
平成１９年 ５月 北海道社会貢献賞 野生鳥獣保護功労者受賞 
平成２０年 ２月 文部科学省指定 

「小学校における英語活動等国際理解活動推進事業」公開研究会開催 
平成２３年１２月 北海道花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 
平成２１年 ８月 千歳市花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 
平成２２年 ８月 千歳市花いっぱいコンクール特別賞受賞 
平成２３年１０月 文部科学省 読書活動優秀実践校表彰 
           １２月 開校３０周年記念式典 
平成２４年 ４月 北海道愛鳥モデル指定校 
平成２６年 ８月 千歳市花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 ２年連続受賞 
平成２７年 ７月 大規模改修開始（～平成２８年１月） 

８月 千歳市花いっぱいコンクール優秀賞受賞 
平成２８年 ２月 千歳市社会福祉協議会「社会福祉善行表彰（ボランティア活動）」受賞 
平成２８年１１月 体力向上パートナーシップ形成事業実践研究指定校 
平成２９年 ７月 校舎給水管改修工事（～８月） 

８月 千歳市花いっぱいコンクール優秀賞受賞 
平成３０年１０月 平成３０年度千歳市学校課題研究発表会 
令和 ２年１０月 地域社会貢献工事施行（グラウンド暗渠工事、駐車場ライン引き等） 



 ４９ 

 

 

 

北 陽 小 学 校 

 

所在：千歳市北陽３丁目９番１号 

電話：０１２３-４２-３４４１ 

創設：平成６年４月１日 

面積：敷地２６,０５６㎡、建築９,６１９㎡ 

校長名 野尻 一裕 教頭名 八木橋 桂二  林 克哉 

教職員数 
教員５７名 養護 ２名 

事務 ３名 

学級数 

児童数 

４５学級 

１,４９０名 

(うち特別支援学級２学級８名) 

教育目標 

◎自分や友だちのよさを生かし、心を豊かにしようとする子どもの育成 

(情)思いやりをもち、助け合う子  (やさしい子)  (意)目標に向かって、努力する子 (がんばる子)  

(知)自ら学び、深く考える子    (考える子)  (体)進んで体をきたえる子     (元気な子)  

【重点教育目標】 『自己有用感の向上』 

進んで学び、自他のよさを認めなかよく活動できる子どもの育成 

～支持的風土の学級づくりと授業改善を通して～ 

研究主題 
「すてきな自分」「すてきな友達」に気付くことができる児童の育成 
～児童が多面的・多角的な見方で納得感をひねり出そうとする「道徳の時間」の授業づくりを通して～ 

特色ある  

教育活動 

○認め・励ます支持的風土の学級づくりと児童の自己有用感を高める取組 
○自己の生き方を考え深める道徳の授業づくりと道徳教育の充実 
○コーディネーショントレーニングの活用と教科体育の充実 
○専科教員による外国語活動・外国語科授業 
○健康、安全に関する指導の充実（食物アレルギー対応、スクールバス運行含む） 

沿 革 

平成 ６年 ４月 新設開校 
平成 ９年 ３月 世界児童画展都道府県団体賞受賞 
平成１１年 １月 増築校舎完成 
平成１１・１２年度 千歳市学校課題研究指定校 
平成１１年１２月 プール完成 
平成１２・１３年度 石狩教育局 地域教育推進事業「学社融合推進モデル事業」校 
平成１４年 ７月 学校図書館地域開放開始 
平成１５年１１月 開校１０周年記念式典 
平成１８年 ５月 千歳っ子見守り隊対面式 
平成２０年 ３月 増築校舎完成 
平成２１年 ３月 全道ＰＴＡ広報紙コンクール大賞受賞 
平成２２年 １月 新校舎１・２階教室改築工事完了 
平成２３年 ３月 図書室・図工室・普通教室改築、校長室移設、職員室拡充工事完了 
平成２４年 ３月 プレハブ校舎増築完了 
        ６月  保護者引取型下校訓練実施  
平成２５年１１月 開校２０周年記念式典 
平成２６年 ３月 職員室拡充・第二児童玄関・第二理科室・普通教室他増築 
        ８月 新校舎外構整備工事完了 
       １１月  児童用タブレット端末導入 
平成２７年 ６月 午前・午後による二部制の運動会実施 
平成２９年 ８月 児童トイレ拡充工事完了 
平成３０年 ８月 バックネット、グラウンドへの通路舗装工事完了 
           千歳市花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 
令和元年 １２月  分離校校名「千歳市立みどり台小学校」に決定 
令和 ２年 ８月 千歳市花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 
        ３月 全道ＰＴＡ広報紙コンクール審査員特別賞受賞 



 

 ５０ 

 

  

 

泉 沢 小 学 校  

 

所在：千歳市柏陽２丁目９番地 

電話：０１２３-２８-５８３０ 

創設：平成９年４月１日 

面積：敷地３２,０２２㎡、建築５,４０９㎡ 

校長名 安部 由里香 教頭名 西島 進一 

教職員数 
教員１５名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

児童数 

 １１学級 

２０７名 

教育目標 

「明るい笑顔、響き合う心、瞳輝く泉沢」 

○思いやりをもち、助け合う子（情）  ○ねばり強く、がんばりぬく子（意） 

○進んで学び、深く考える子 （知） ○明るく元気で、たくましい子（体） 

【重点目標】 「笑顔と思いやりを育てるたくましい心」 

           ～自分にも 他人にも 何に対しても 全力です～ 

研究主題 
学習の基盤となる言語能力の育成を目指して 

～各教科等における言語活動の充実～ 

特色ある  

教育活動 

＜地域を生かした教育活動の推進＞ 

（１）総合的な学習の時間･･･地域素材（人・社会・自然）を活用した探究的な学習 

（２）泉沢小の「かがやきの森・学校林」を生かした自然体験活動や環境教育 

（３）臨空工業団地を生かした教材づくりと教育活動 

（４）向陽台の諸施設（リハビリ学院・航空学園など）を生かしたキャリア教育 

（５）老人ホーム・車椅子体験等、福祉教育・ボランティア活動の推進 

（６）サケのふるさと千歳水族館の協力による、サケの採卵・飼育・放流体験学習 

沿 革 

平成 ９年 ４月 新設開校 
平成１０年 ９月 泉ザ・ワールド開催 
平成１１年 ６月 卒業記念植樹 
平成１４年１１月 千歳市学校課題研究指定発表会 
平成１５年 ９月 英会話学習開始 
平成１６年１０月 台風により学校林２０本倒木 
平成１７年１０月 開校１０周年記念事業準備委員会発足 
平成１８年 ５月 開校１０周年記念大運動会実施 
       １０月 開校１０周年記念・石教研指定学校課題研究発表会開催 
       １１月 開校１０周年記念式典挙行 
平成１９年１１月 全校道徳実施 
平成２０年 ２月 石狩管内教育実践奨励賞受賞 
        ５月 第２回全校道徳実施 
平成２１年 ２月 「遊々の森」認定書締結式 
     ５～１１月 「かがやきの森」整備開始 
平成２２年 ２月 第３回全校道徳実施 
平成２３年１１月 第４回全校道徳実施 
平成２５年 ２月 第５回全校道徳実施 
平成２６年 １月 第６回全校道徳実施 
        ９月 千歳市学校課題研究発表会・石狩管内教育機器活用研究大会 
平成２７年 ２月 第７回全校道徳実施 
平成２８年 ２月 第８回全校道徳実施 
平成２８年１２月 開校２０周年を祝う会 第９回全校道徳実施 
平成２９年１２月 第１０回全校道徳実施 
平成３０年 7月～９月 体育館屋根耐震工事 
令和 ２年 １月 コンピュータ室パソコン更新 
令和 ２年 ２月 職員用パソコン更新 
令和 ３年 ４月 特別支援学級開設（知的・情緒各１学級） 



 

 ５１ 

２ 中 学 校 

  

 

千 歳 中 学 校 
 

 

所在：千歳市栄町４丁目３５番地 

電話：０１２３-２３-３１６１ 

創設：昭和２２年６月４日 

面積：敷地２４,４８２㎡、建築６,７８２㎡ 

校長名 三浦 利章 教頭名 杉浦 浩 

教職員数 
教員３５名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

生徒数 

１９学級 

５７２名 

(うち特別支援学級２学級１５名) 

教育目標 

柏葉の精神を育み、信愛を深める教育 

豊かな心、確かな力、健やかな心身、広い視野の育成 

〈重点教育目標〉  主体的に学び 心豊かに行動し 最後までやり切る生徒の育成 

                 ～夢や希望をもち、未来をたくましく生きる～ 

研究主題 
「ICTを活用した授業展開による、将来に生きる学びができる生徒の育成」 

～GIGA スクール構想を踏まえた、ICT等を活用した、生徒への学習支援や対話的学習方法の検討を通して～ 

特色ある  

教育活動 

１ 公立千歳科学技術大学との連携による学習活動（ＳＰＰ）：1年生を対象にした理科の実験授業  
２ ＰＴＡの活動  環境整備、地域との交流、研修活動、親睦活動、バザーへの協力 
３ 地域との交流、ボランティア活動  生徒会による各種募金活動、地域清掃 
  地域の方々と共に花を植える花壇ボランティア活動、落ち葉拾い 

沿 革 

昭和２２年 ６月 新設開校 
        ９月 校章を制定 
昭和２４年 ６月 校歌制定 
昭和２６年 ３月 新校舎完成（現在地） 
昭和２９年 ３月 体育館完成  
昭和３７年１１月 鉄筋コンクリート三階建校舎完成 
       １２月 完全防音、温風暖房機付講堂（兼体育館）完成 
昭和５２年１０月 開校３０周年記念式典挙行「記念誌発行」 
平成 元年 ４月 はまなす学級開設   
平成 ５年 １月 コンピューター教室工事完了   
平成 ９年１１月 開校５０周年記念式典挙行「記念誌発行・校旗更新」   
平成１０年 ２月 石狩管内教育実践奨励表彰受賞   
平成１２年 ２月 平成１１年度北海道教育実践奨励表彰受賞   
平成１４年 ２月 安全対策整備工事完了（玄関オートロック式施錠、テレビドアホン等) 
平成１６年 ３月 はまなす学級改修工事完了 
平成１８年 ８月 ２階東校舎教室改修工事完了 
平成１９年１０月「柏葉の像」修復・塗装完了（奈良昌美先生・同窓会協賛事業） 
平成２０年 ３月 開校６０周年記念講演会   
平成２１年 ９月 管理棟・教室棟・西校舎ボイラー交換（天然ガス化） 
平成２２年 ８月 生徒用トイレ改修工事完了 
       １０月 耐震工事（東・西・管理棟・体育館）完了 
平成２３年 １月 理科室、水飲み場、防火扉改修工事完了 
平成２４年 ４月 真町中学校と統合 
平成２６年 １月 平成２５年度千歳市体育協会スポーツ奨励賞受賞（卓球） 
平成２７年 ９月 体育館天井耐震化工事完了 
平成２８年 １月 平成２７年度千歳市体育協会スポーツ奨励賞受賞（野球部） 
平成２９年 １月 平成２８年度千歳市体育協会スポーツ奨励賞受賞（野球，剣道） 
平成２９年１０月 開校７０周年記念式典挙行 
平成３０年 １月 平成２９年度千歳市体育協会スポーツ奨励賞受賞（剣道） 
平成３１年 １月 平成３０年度千歳市体育協会スポーツ奨励賞受賞（剣道） 

３月 絵画「秋日和・柏の大地」寄贈（伊藤光悦先生作 第21期卒業生寄贈） 
令和 元年１０月 西校舎外壁・廊下天井、調理室下配管、エレベータ機器刷新工事終了 
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北 進 中 学 校 

 

所在：千歳市北栄１丁目２番６号 

電話：０１２３-２３-３４３９ 

創設：昭和３７年４月１日 

面積：敷地１０,６４２㎡、建築２,８５３㎡ 

校長名 佐 藤   貢 教頭名 杉 原 大 樹 

教職員数 教員９名 
学級数 

生徒数 

知的障がい      ２学級１４名 

自閉症・情緒障がい  ２学級１１名 

計  ４学級２５名 

教育目標 

～２１世紀を、自分のよさを発揮し、広く豊かに生きる子どもの育成～ 

・たしかに学ぶ子（知） ・かかわりをもてる子（情） ・たくましく生きる子（意・体） 

【重点目標】 

かかわりの中で自立しようとする子どもの育成 

～「決める」「伝える」学びの継続～ 

 

研究主題 
「伝えることができる」を目指した授業の研究 

～発達段階に応じた支援のあり方～ 

特色ある  

教育活動 

１ 特別支援学級のみの学校としての特徴を活かした小中一貫教育の推進 

２ 自己決定や社会参加を見通した教育活動 

  （体験学習、ソーシャルスキルトレーニング-SST-） 

３ 個別の指導計画の作成とインフォームドコンセントおよびアカウンタビリティの推進 

４ 生徒一人一人の個性を生かし、かつ、大きな集団の良さを生かした教育活動 

５ 健常者との交流学習 

６ 他校の生徒を含めた教育相談・通級指導 

沿 革 

 
昭和３７年 ４月 千歳中学校に特殊学級設置認可 

昭和３８年１２月 北栄１丁目２番６号に新校舎落成移転（現校舎） 

昭和４１年 ４月 千歳中の北栄分校と称する 

昭和４６年 ４月 北進中学校と称する 

昭和４７年 ３月 北進中学校第１回卒業式 

昭和４９年 10月 開校１５周年記念式典挙行 

昭和５３年 ４月 情緒障害学級開設認可 

平成 ３年 ３月 開級３０周年･校舎増築･新体育館 完成記念式典挙行 

平成１４年 ２月 開級４０周年記念祝賀会、開校30周年記念祝賀会 

平成１８年 ２月 北海道教育実践表彰受賞 

       １０月 コンピューター入れ替え 

平成２３年１２月 開校４０周年をお祝いする会 

平成２４年 ８月 花いっぱいコンクール優良賞受賞 

平成２６年 ９月 花いっぱいコンクール優秀賞受賞 

平成２７年 ９月 花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 

平成２８年 ８月 体育館非構造部材耐震工事、花いっぱいコンクール優秀賞受賞 

平成２９年 ８月  花いっぱいコンクール優秀賞   校長住宅解体  

平成３０年 ８月 花いっぱいコンクール優秀賞受賞 

令和 元年 ８月 花いっぱいコンクール優良賞受賞 

令和 元年１０月 市内音楽発表会（小・中）初参加 
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青 葉 中 学 校 

 

所在：千歳市豊里４丁目１番１号 

電話：０１２３-２３-４１４７ 

創設：昭和３２年８月２９日 

面積：敷地２５,６０１㎡、建築６,５３３㎡ 

校長名 小笠原 輝幸 教頭名 佐々木 厚志 

教職員数 
教員２３名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

生徒数 

１３学級 

３２４名 

（うち特別支援学級３学級８名） 

教育目標 

「２１世紀の担い手として活躍する人間性豊かな生徒の育成」 

すぐれた知性（知）       豊かな情操（徳） 

強靱な意志と体力（体）   主体的な行動力（生きる力） 

教育課題（本年度の重点課題） 青中一丸となって、「学びの自己ベスト更新」を！ 

研究主題 
主体的に努力し、自ら学びに向かう生徒の育成 

～生活習慣を整え、先を見通す力の育成を目指して～ 

特色ある  

教育活動 

１ 学力の向上に向けたとりくみ 
スケジュール手帳を用いた自己開発力の育成、学習規律および学習環境整備の徹底、家

庭における学習習慣の確立と連携、数学科におけるＴＴ・少人数指導、ＩＣＴ機器の活用、授
業展開の改善を通し、学力の育成を図っている。 
２ 自治活動 
あい活（挨拶運動）、ありがとうフェア、各種募金活動、学習点検やＧＢ（ゴミ バスターズ）ク

ラブ、ＪＪ(給食準備１０分)キャンペーン、青葉の一等生（頑張る生徒を選出）、「いじめ撲滅
宣言」採択など自治活動の高揚に向けた生徒会による取組を実施している。 
３ コミュニティスクールを基盤とした小中連携・一貫教育の推進 
  ゴミ拾い活動や避難所運営訓練など地域と共に行う活動など、地域の人材を生かした活動
をすすめるとともに、小中一体となった学習規律の統一や学習環境の整備、教育課程の接
続などをすすめている。 

沿 革 

昭和３２年 ８月 千歳中学校より分離 新設開校 
昭和４７年 １月 真町中学校新設のため分離 
昭和４８年 １月 現在地に校舎移転 
昭和５０年 ３月 富丘中学校新設のため分離 
昭和５６年 ２月 生徒増に伴い増築校舎完成 
平成 ２年１２月 プレハブ校舎完成 
平成 ５年 １月 コンピューター室完成 
平成１９年 ６月 耐震工事、大規模改修工事 

１０月 開校５０周年式典、祝賀会 
平成２１年 ３月 全道ＰＴＡ広報誌コンクール特別賞受賞 
平成２２年 ４月 穂積雅子氏凱旋報告会（バンクーバー五輪銀メダリスト） 
平成２４年１２月 毎日カップ｢中学校体力づくり｣コンテスト優秀賞 
平成２５年  ７月 全道中体連陸上大会男子砲丸投げ優勝 
        ８月 全国中体連陸上大会出場 

大規模改修工事（体育館壁面・放送機材等） 
平成２６年 ２月 全国中体連スケート大会女子１５００ｍ・３０００ｍ優勝 
平成２６年 ４月 北海道教育委員会地域の学力向上支援事業拠点校 
平成２７年 ２月 全国中体連スケート大会女子１５００ｍ・３０００ｍ準優勝 

１０月 ジュニアオリンピック女子共通ジャベリックスロー 出場 
平成２８年 ２月 全国中体連スケート大会女子 ５００ｍ ５位入賞 
平成２９年 １月 千歳市コミュニティスクール調査研究指定 

12月 千歳市小中連携・一貫教育調査研究実践モデル校区指定 
平成３０年 ４月 北海道教育委員会小中一貫教育支援事業指定校 
平成３１年 ４月 新体力テストの実施方法改善に向けた実践事業指定校 
令和元年 １１月 石教研学校課題研究発表 
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東 千 歳 中 学 校  

 
所在：千歳市幌加７３１番地の１１７ 
電話：０１２３-２１-３３００ 

創設：昭和２７年４月１日 

面積：敷地２０,２３７㎡、建築１,９８６㎡ 
校長名 加藤 暢 教頭名 和田 啓司 

教職員数 
教員８名  養護１名 
事務１名 

学級数 

生徒数 

４学級 
１３名 

（うち特別支援学級１学級１名） 

教育目標 
◎確かな学力（知）  ◎豊かな心（情）  ◎責任ある行動（徳）  ◎たくましい心身（体） 

【重点目標】 主体的に考え、他者を尊重しながら、見通しを持って適切に表現ができる生徒の育成 

研究主題 
主体的に学びに向かう生徒の育成 

～各教科における「見通し」「振り返り」を重視した学習の工夫を通して～ 

特色ある  

教育活動 

・柏タイム（総合的な学習）   ・パークゴルフ大会   ・地域の人たちとの校外清掃 
・地域保育所への訪問活動  ・地域の人を講師に迎え、全校道徳    ・アイヌ文化学習 
・学校農園作り   ・地域の人を講師に迎え、陶芸教室   ・花壇整備活動 
・地域の人を講師に迎え、かるた大会   ・小中合同運動会   ・ボランティア活動(国際協力) 

沿 革 

昭和２２年 ６月  幌加中学校として幌加小学校に併設して開校 
昭和２７年 ４月 東千歳中学校として独立 
昭和３１年１２月 屋内体育館完成 
昭和３８年１２月 東雲寮完成 
昭和４５年１２月 スクールバス運行開始･東雲寮閉鎖 
昭和４９年 ３月 校舎改築完成 
昭和５１年 ３月 防音講堂（屋体）完成 
昭和５７年１１月 開校３０周年記念式典挙行 
平成 ４年 ７月 開校４０周年記念事業、パークゴルフ場完成 
平成 ５年 ４月 学校教育目標改定 

７月 学校給食センター東千歳調理場閉鎖 
平成 ６年 ９月 ふるさとふれあいパークゴルフ場完成 
平成 ７年 ２月 コンピューター教室設置 
平成２０年 １月 第６回全道壁新聞コンクール「準大賞」受賞 
平成２４年 ８月 千歳市「花いっぱいコンクール」中学校の部名誉花壇賞受賞 
       １２月 平成２５年用国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール 
            「農林水産大臣賞」受賞 
平成２５年１２月 アートクラブグランプリin ＳＡＫＡＩ 「文部科学大臣賞」「読売テレビ賞」受賞 
           国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール「林野庁長官賞」 
           「国土緑化推進機構理事長賞」受賞 
平成２６年 ３月 税のポスターコンクール 「北海道知事賞」「石狩振興局長賞」受賞 
        ７月 全国学校秀作美術展 「読売新聞社賞」「特選」受賞 
       １０月 馬の絵作品「北海道知事賞」受賞 
       １２月 国土緑化運動・育樹運動ポスターコンクール「農林水産大臣賞」受賞 
平成２７年 １月 アートグランプリinSAKAI「毎日新聞社賞」受賞 
        ３月 玄関オートロック工事完了 
        ７月 全国学校秀作美術展 「文部科学大臣賞」受賞 
       １１月 校舎・講堂ボイラー入れ替え工事終了 
平成２８年 ３月 税のポスターコンクール 「北海道知事賞」「石狩振興局長賞」受賞 
        ６月 全国学校秀作美術展 「日本美術教育理事長賞」「特選」受賞 
        ９月 馬の絵作品「文部科学大臣賞」受賞 

11月 アートグランプリinSAKAI「堺市教育委員会教育長賞」受賞 
平成２９年 １月 放送施設設備工事完了 

７月 我ら海の子展「山縣記念財団理事長賞」 
１１月 アートグランプリinSAKAI「堺市文化振興財団賞」受賞 
１２月 北海道赤レンガ建築賞30周年記念ｱｰﾄｺﾝﾃｽﾄ「最優秀賞」受賞 

平成３０年 ３月 税のポスターコンクール 「北海道教育長賞」「石狩振興局長賞」受賞 
       ６月 リサイクルアート・エクスハイビジョン2018「優秀賞」受賞 

７月 馬の絵作品展「学校賞」受賞 
        ８月 我ら海の子展「金賞」受賞 
             １１月 牛やミルクのある風景画コンクール「北海道知事賞」「北海道教育長賞」受賞 
           緑化活動啓発ポスターコンクール「北海道教育長賞」受賞 
平成３１年 ３月 税のポスターコンクール 「北海道教育長賞」「石狩振興局長賞」受賞 
令和 元年  ７月 リサイクルアート展２０１９ 「優秀賞」受賞 
       １１月 全国書画展 「内閣総理大臣賞」受賞 
       １２月 アートグランプリin SAKAI 「堺ライオンズクラブ賞」受賞 
令和 ２年１２月 アートグランプリin SAKAI 「堺９ロータリークラブ賞」受賞 
令和 ３年 １月 緑化活動啓発ポスターコンクール（全国）「国土緑化推進機構理事長賞」受賞 
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駒 里 中 学 校 
 

 

所在：千歳市駒里９４５番地の６ 

電話：０１２３-２３-３２３７ 

創設：昭和３１年１月１日 

面積：敷地３７,６５２㎡、建築２,３６８㎡ 

校長名 松原 謙二 教頭名 佐藤 崇徳 

教職員数 教員 ６名 
学級数 

生徒数 

３学級 

１０名 

教育目標 

◎ やさしい子（広い視野をもち、ふるさとや人を愛する子ども） 

◎ 進んで学ぶ子（進んで学び、自ら考え、行動する子ども） 

◎ 元気な子（たくましい心と体をもった、元気な子ども 

【重点目標】 地域とともに 子どもの夢を育み 笑顔あふれる学校 

           ～自信をもって主体的に活動する子どもの育成～ 

研究主題 
「主体的に考え、表現できる子どもの育成」 

～各教科での言語活動の工夫・充実を通して～ 

特色ある  

教育活動 

◎ 学校環境を生かした教育活動の充実・推進 

１ 「総合的な学習の時間」～地域の中での学びをつくる 

（１）農園活動学習、農業体験学習 

（２）地域の自然、産業、生活、文化等に関する内容に基づいた課題解決学習 

（３）保小中の連携のもと、ＰＴＡ・地域が一体となって行う各種行事 

２ ボランティア活動 

（１）交通安全キャンペーン 

（２）学校祭・餅つき会への地域の皆様の招待活動 

（３）ベルマーク等の回収 

３ 体力づくり  

（１）パークゴルフ    

（２）部活動（バドミントン・卓球） 

沿 革 

 
昭和２４年１２月 千歳中学校阿宇佐里分校設置 

昭和３１年 １月 駒里中学校として独立･小学校併置 

昭和３２年 ７月 校旗・校歌を制定 

昭和３６年１２月 屋内体育館落成 

昭和５１年 ８月 グラウンド整地工事完了 

昭和５５年 ２月 新校舎開設 

昭和６１年１１月 中学校開校３０周年記念式典 

平成 ５年１０月 コンピューター室設置 

平成 ８年 ９月 中学校開校４０周年記念式典 

平成１０年１０月 全道へき地複式教育研究大会石狩大会会場 

平成１７年 ８月 校舎外壁大規模補修完了   

平成１８年１１月 中学校開校５０周年記念式典、祝賀会開催   

平成２１年 ９月 交通安全キャンペーン２５年達成 

平成２３年 ８月 全国中体連バドミントン大会男子個人出場 

平成２６年１０月 交通安全キャンペーン３０年達成 

平成２７年 ８月 全道中体連バドミントン大会男子個人出場 

平成２８年１０月 小学校開校１１０周年・中学校開校６０周年記念行事実施 

平成３０年 ６月 コミュニティスクール導入 

令和 ２年 ４月 特別支援学級開設 



 

 ５６ 

 

  

 

富 丘 中 学 校 

 

所在：千歳市あずさ１丁目２番１号 

電話：０１２３-２４-１１８８ 

創設：昭和５０年４月１日 

面積：敷地２４,０８４㎡、建築７,０４１㎡ 

校長名 古川 広光 教頭名 渡辺 圭 

教職員数 
教員２９名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

生徒数 

１７学級 

５１２名 

(うち特別支援学級３学級１２名) 

教育目標 

未来を見つめ、より高きを志向する生徒 

一、賢く   創造力豊かな生徒 

一、豊かに 豊かな心をもち、感動できる生徒 

一、強く   自ら考え、正しく実行できる生徒 

一、逞しく  身体をきたえ、逞しく成長する生徒 

〈重点目標〉 『夢と希望を抱き 志高く未来を切り拓く生徒の育成 

 ～よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力の育成～ 』 

研究主題 学びに向う力の育成～主体的・対話的な学びの視点からの授業改善～ 

特色ある  

教育活動 

１．「総合的な学習の時間」の体験学習 （１年：福祉体験 ２年：職場体験 ３年：幼稚園実習） 

２．明るく元気なあいさつ       ３．豊かな感性を培う合唱 

４．花とみどりにあふれた環境づくり ５．ボランティア活動～町内会花壇、スノーバスターズ 

６．朝読書等の読書活動の充実   ７．弁当の日の実施 

沿 革 

昭和５０年 ４月 新設開校 
昭和５７年 ３月 全日本リコーダーコンテスト重奏部門金賞受賞 
昭和５９年１０月 開校１０周年記念式典挙行 
昭和６０年 ３月 全日本リコーダーコンテスト重奏・合奏両部門金賞受賞 
平成 ７年 １月 全国書初め展団体優勝 
       １１月 開校２０周年記念式典挙行 
平成 ８年 ３月 全日本リコーダーコンテスト重奏・合奏両部門金賞受賞  
平成１３年 ８月 男子卓球部団体戦全国大会出場 
平成１７年１２月 開校３０周年記念式典挙行 
平成１８年 ８月 男子ソフトテニス部全国大会出場 
平成１９年 ８月 男子ソフトテニス部・陸上部全国大会出場 
平成２０年 ８月 剣道部全国大会出場 
平成２１年 ３月 全日本リコーダーコンテスト三重奏部門金賞受賞 
平成２２年 ３月 全日本リコーダーコンテスト合奏・重奏の部金賞受賞 
平成２３年 ２月 石狩管内教育実践奨励賞受賞     
平成２４年 ３月 分離式 
        ８月 女子卓球個人全国大会出場  
平成２５年 ４月 特別支援学級開設 
平成２６年 ７月 陸上男子砲丸投 全道優勝、全国大会ベスト８ 
        ７月 大規模改修工事・校内放送設備改修工事（～２月） 
       １０月 吹奏楽部 東日本学校吹奏楽大会（群馬県前橋市）出場 金賞 
平成２７年 ７月 女子バレーボール部全道大会出場 
        ８月 陸上男子四種競技 全道優勝・全国大会出場 
       １１月 開校４０周年記念式典挙行 
平成２９年 ７月 陸上部、水泳全道大会出場 
平成３０年 ７月  陸上部、バドミントン部、水泳全道大会出場 
平成３１年 １月 スケート全道大会出場 
令和 ２年 ２月 スケート全国大会出場 



 

 ５７ 

 

  

 

北 斗 中 学 校 

 

所在：千歳市北斗５丁目１番１号 

電話：０１２３-２２-４１５１ 

創設：昭和５９年４月１日 

面積：敷地３２,２１７㎡、建築６,３８０㎡ 

校長名 小 川  満 教頭名 鬼塚 建次 

教職員数 
教員１７名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

生徒数 

１１学級 

２７３名 

(うち特別支援学級２学級６名) 

教育目標 

自ら学び 心豊かに たくましく 生き抜く人 

○すすんで学び行動する人 ○認め支え合い共に進む人 ○苦難に立ち向かい生き抜く人 

【重点目標】 共に学び、支え合う生徒の育成 ～不易流行の理念と共に～ 

研究主題 ともに学び合い、「わかる」を「できる」につなげる生徒の育成 

特色ある  

教育活動 

１ 地域や学校の特性を生かした教育課程の編成・実施 
・体験的な活動を取り入れた教育の推進 ・職場体験学習や福祉体験学習の充実 
２ 生徒の自主性を育成する活動 
・生徒会や部活動を中心としたボランティア活動・活動の活性化を図る各種強調週間の取組 
３ 地域や保護者との連携を深め、地域に根ざした教育活動 
・北斗ふれあいサークル（地域ぐるみの子育て）活動 
・学校文化の地域発信「飛び出せ北斗中」と地域開放「見に来て北斗中」 

沿 革 

 
昭和５９年 ４月 新設開校 
昭和６１年 ２月 校舎増築完成 
平成 元年１１月 石教研学校課題研究発表会開催 
平成 ２年 ３月 石狩管内教育実践奨励表彰受賞 
平成 ５年１１月 コンピューター室設置 
平成 ６年１１月 開校10周年記念式典挙行 

８月 野球部全道大会第３位 
平成 ８年 ６月 「北斗ふれあいサークル」開始 
平成１５年１１月 開校20周年記念式典挙行 
平成１９年 １月 全道リコーダーコンテスト金賞 
平成２１年 ３月 全日本リコーダーコンテスト合奏部門金賞受賞 
平成２２年 １月 全道リコーダーコンテスト金賞 

平成２３年 １月 全道リコーダーコンテスト金賞（東日本大震災のため全国大会中止） 
８月 男子バスケットボール部全道大会第３位 

平成２４年 １月 全道リコーダーコンテスト金賞 
３月 全日本リコーダーコンテスト合奏の部銀賞 
９月 「北斗中防災ナイト」実施 

平成２５年 １月 全道リコーダーコンテスト合奏の部金賞・道新賞 

２月 全国スケート大会出場 

３月 全日本リコーダーコンテスト合奏の部金賞・花村賞 

８月 全道バレーボール大会男子３位 

１１月 千歳市文化奨励賞音楽部受賞 

開校３０周年記念千歳市学校課題研究発表会 

平成２６年 ３月 全日本リコーダーコンテスト合奏の部金賞 

平成２７年 ３月 全日本リコーダーコンテスト合奏の部金賞・花村賞・５年連続出場賞 

平成２８年 ３月 全日本リコーダーコンテスト合奏の部金賞 

平成２９年 ３月 全日本リコーダーコンテスト合奏の部銀賞 

平成３１年 ２月 全国スキー（ノルディック）大会出場 



 

 ５８ 

 

  

 

 
向 陽 台 中 学 校 

 

 
所在：千歳市若草５丁目５番地 

電話：０１２３-２８-４２８６ 

創設：昭和６２年４月１日 

面積：敷地２８,１４３㎡、建築５,５５５㎡ 

校長名 前川  茂 教頭名 細田  幸男 

教職員数 
教員１６名 養護１名 事務１名 

支援員２名 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ１名 

学級数 

生徒数 

９学級 

２２３名 

（うち特別支援学級２学級３名） 

教育目標 

「真理を求め 心豊かに たくましく」 
１ 知性を磨き  創る人 《知》    ２ 広く絆を   結ぶ人 《情》 
３ 理想を求め  励む人 《徳》    ４ 気高く強く  生きる人《体》 
５ すすんで道を 拓く人 《情》 

【重点目標】 『すすんで道を拓く人』を育む 
～そのために、向中では、主体は生徒を念頭に、生徒との信頼関係のもと、生徒に寄り添い、共に考える教育を実践する～  

研究主題 
「自ら考え判断し、行動する生徒の育成」 

～「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業デザインを通して～ 

特色ある  

教育活動 

１ 確かな学力の育成 
 〇 数学科における習熟度別少人数指導を通じた個に応じた指導 
２ 勤労生産活動およびボランティア活動 
〇 地域環境整備奉仕活動、校内美化活動 
〇 PTA と連携した資源回収活動 
〇 地域の除雪ボランティア活動 

３ 花いっぱい運動 
〇 学校花壇の整備と管理 

４ 保護者・地域の協力による文化活動 
  〇 地域交流（泉沢向陽台地区文化祭への制作作品の展示や合唱での出演） 
〇 PTA・生徒での資源回収 

５ 朝学習と朝読書活動 
６ 地域の施設と人材を活用した教育活動 
〇 地域在住の筝の師範との TT授業 
〇 地域にあるスキー場を利用して地域在住スキー指導員との TT授業 

７ 総合的な学習 
  〇 「自分の今と未来をつなげよう」～キャリア学習・ＳＤＧsを活用しよう～ 

沿 革 

昭和６２年 開校式 ７学級２７３名 
平成 ２年 増築校舎完成 普通教室４、職員室等 計１１室 
平成 ５年 「石狩管内教育実践奨励表彰」受賞 
平成 ６年 コンピューター教室設置、ラグビー部全道優勝 
平成 ９年 石教研・千歳振「学校課題研究発表」 
            開校１０周年記念式典挙行 
平成１１年 「北海道教育実践表彰」受賞 
平成１３年 全国読書活動実践校 文部科学大臣賞受賞 
平成１８年 開校２０周年合唱発表会（市民文化センター大ホール） 
平成２０年 千歳フィルハーモニー管弦楽団参加 
平成２１年 校舎大規模改修工事（外壁、屋上、非常階段、職員室、教室、玄関、体育館床） 
        千歳フィルハーモニー管弦楽団参加 
平成２２年 校舎大規模改修工事（体育館、職員・生徒玄関戸） 
       千歳フィルハーモニー管弦楽団・ピアニスト鶴喰由美氏参加 
平成２６年 特別支援学級開設 ボイラー改修工事 
平成２７年 校舎等大規模改修工事（体育館非構造部材改修、トイレ、放送施設、教室黒板）

全国中体連スケート大会出場 
平成２９年 開校３０周年記念式典挙行 
平成３０年 全国中学生人権作文コンテスト 佳作 



 

 ５９ 

 

  

 

勇 舞 中 学 校 

 

 

所在：千歳市勇舞３丁目４番２号 
電話：０１２３-４０-００５１ 

創設：平成２４年４月１日 

面積：敷地３２,２８５㎡、建築７,８０７㎡ 
校長名 多田 貴典 教頭名 松橋  辰吾 

教職員数 
教員３４名 養護 １名 

事務 １名 

学級数 

生徒数 

２１学級 

７４６名 

教育目標 

【開校の理念（校 訓）】 

きらやかに しなやかに 

【学校経営の基本方針】 

生きる力をはぐくみ、潤いと活力に満ちた学校の創造 

【学校教育目標】 

瞳をきらめかせ 希望に満ちた未来を拓く 

〇思いやりの心と豊かな人間性をはぐくむ  （人間力） 

〇高い志と確かな学力をはぐくむ       （知 力） 

〇たくましい身体と実現する能力をはぐくむ （実践力） 

【重点目標】 

  豊かな心に根ざした確かな学力 

研究主題 
主体的・協働的に学習に取り組む生徒の育成 

～ 生徒の「身に付けるべき資質・能力」の習得を重視した指導過程の工夫改善 ～ 

特色ある  

教育活動 

１ 学ぶ場面の充実 
（１）個に応じた補充学習・自学自習活動等の充実（３分前学習、学習会の実施）  
（２）ＩＣＴ機器を積極的に活用した授業の充実 
（３）地域と連携した教育活動の推進（職業講話、道徳講話等、図書室開放） 
２ 自ら考え行動できる生徒の育成 
（１）ノーチャイム、朝読書、３分前学習の実践 
（２）いじめ根絶をめざしたピンバッチ配布「Heart to Heart」（生徒会活動） 
（３）リサイクル活動（リングプル、ボトルキャップ、インクカートリッジの回収） 
３ 小中連携・一貫教育の充実 
（１）小中連携・一貫教育調査研究実践モデル事業成果の活用 

沿 革 

平成２４年 開校式 １３学級４２６名 
開校記念式典 ～ 校歌・学校教育目標 制定 

平成２５年 第２回入学式１７６名入学 １４学級 ４７７名  
卓球カデット全国大会男子個人出場 

平成２６年 第３回入学式１７７名入学 １５学級 ５１１名 
        全国中体連剣道男子団体出場 
平成２７年 第４回入学式２３２名入学 １7学級 ５９１名 

全国中体連陸上男子棒高跳び出場 
石狩管内学校課題研究発表会 

平成２８年 北海道教育庁石狩教育局教育実践表彰受賞 
第５回入学式２１５名入学 １８学級 ６２７名 

平成２９年 第６回入学式２３０名入学 １９学級 ６７６名 
アンカレッジ市ミアーズ中学校交流団歓迎セレモニー 
全国中体連陸上男子棒高跳び出場 
卓球カデット全国大会女子個人出場 

平成３０年 第７回入学式２１４名入学 １９学級 ６６０名 
講堂耐震工事完了、校内パソコン更新 

平成３１年 第８回入学式２４４名入学、１９学級 ６９３名 
令和 元年 陸上部、柔道部、バドミントン部、ソフトテニス部、水泳、新体操全道大会出場 
令和 ２年 第９回入学式２２９名入学、２０学級 ６９０名 
        指導者用PC２８台、学習者用PC２００台配備 
令和 ３年 第１０回入学式２６９名入学、２１学級 ７４６名 



 

 ６０ 

３ 幼稚園 

（１）新制度を選択し、幼稚園のまま「施設型給付」を受ける幼稚園 
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（２）従来どおり、「施設型給付」を受けない幼稚園 
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数) 

預
か
り
保
育 

通

園

バ
ス 

満
３
歳
児
入
園 

２
歳
児
受
入 

土

曜

日 

給

食 

西越学園 

くるみ幼稚園 

千歳市幸福１丁目８４７番地 

℡ ２３-４５５９ 

２３０ 

(１６２) 
○ ○ ○ 

×
 

全
休 

○ 

(週５) 

 

４ 認定こども園 

（１）新制度を選択し、認定こども園になって「施設型給付」を受ける認定こども園 

 

学校法人等/認定こども園 所在地/電話 開園時間 定 員 受入年齢 

千歳市立 

認定こども園ひまわり 

千歳市新富２丁目４番６０号 

℡ ２３-２８９４ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１０２ 

１歳 

～５歳児 

千歳市立 

認定こども園つばさ 

千歳市花園４丁目３番１号 

℡ ２４-９２００ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１０２ 

生後６か月 

～５歳児 

千歳洋翔会 

北斗認定こども園 

千歳市新富１丁目１番４１号 

℡ ２２-５９８３ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１３０ 

生後６か月 

～５歳児 



 

 ６１ 

学校法人等/認定こども園 所在地/電話 開園時間 定 員 受入年齢 

千歳洋翔会 

アリス認定こども園 

千歳市勇舞１丁目１番１号 

℡ ２４-７０００ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１３５ 

生後６か月 

～５歳児 

浅利教育学園 

認定こども園千歳春日保育園  

千歳市春日町２丁目１番９号 

℡ ２７-５５３５ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１１０ 

生後６か月 

～５歳児 

つくし学園 

あずさつくし認定こども園 

千歳市あずさ５丁目２１番１号 

℡ ２２-５５８８ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１１０ 

生後６か月 

～５歳児 

三溝学園  

認定こども園 

北陽幼稚園・第２北陽保育園  

千歳市北陽８丁目２番８号 

℡ ４９-３１００ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１１５ 

生後６か月 

～５歳児 

千歳栄光学園 

認定こども園千歳第２幼稚園 

千歳市新富１丁目６番２１号 

℡ ２３-３５８６ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１７０ 

生後６か月 

～５歳児 

恵愛会 

住吉認定こども園 

千歳市豊里３丁目９番５号 

℡ ２４-９３６８ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１００ 

２歳 

～５歳児 

つくし学園 

認定こども園つくし保育園 

千歳市富丘１丁目５番１３号 

℡ ４０-１１０６ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１２０ 

生後６か月 

～５歳児 

つくし学園 

認定こども園向陽台つくし幼稚園 

千歳市若草５丁目３番地の１ 

℡ ２８-２１２３ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１６５ 

生後６か月 

～５歳児 

こどもの杜 

認定こども園おひさま 

千歳市みどり台南２丁目１２番６号 

℡ ２９-３３１１ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
９９ 

生後６か月 

～５歳児 

千歳洋翔会 

あんじゅ認定こども園 

千歳市春日町５丁目１番１０号 

℡ ２３-８０１５ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１００ 

生後６か月 

～５歳児 

千歳社会福祉協会 

認定こども園向陽台 

千歳市若草５丁目２番２号 

℡ ２８-３３００ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
９０ 

生後６か月 

～５歳児 

株式会社 育未 

あさ陽認定こども園 

千歳市流通３丁目１番２２号 

℡ ２９-５５３０ 

７:００～１８:００ 

(延長有) 
１００ 

生後６か月 

～５歳児 



 

 ６２ 

５ 高等学校 

学 校 名 
所 在 地 

電 話 

 

 
 

北海道千歳高等学校 
 

千歳市北栄１丁目４番１号 

（電話０１２３-２３-９１４５） 

 

校 長 名 金山 泰幸 

学 級 数 
生 徒 数 

（全日制） 普 通 科 
 国際教養科 

 国際流通科 

計 ２５学級 ９７２名 

（定時制） 普通科 

４学級    ５２名 

沿 革 

 
昭和２３年１０月３０日  道立野幌高等学校千歳分校として設立認可 

昭和２５年 ３月３１日  北海道月寒高等学校千歳分校となる 

昭和２５年 ４月３０日  千歳町立北海道千歳高等学校設置許可 

昭和２９年 ４月 １日  道立移管 

昭和３３年１０月 ４日  創立１０周年記念式典挙行 

昭和４３年 ９月２２日  創立２０周年記念式典挙行 

昭和５３年 ９月２４日  創立３０周年記念式典挙行 

昭和６２年 ３月３１日  定時制商業科閉科 

平成 ６年１１月 ８日  大韓民国空港高校姉妹提携 

平成 ７年 7月１２月  大韓民国空港高校と相互交流開始 

（平成１０年及び１１年一時中断） 

平成１１年 ４月 １日  国際教養科・国際流通科開設 

平成１１年１１月 ６日  創立５０周年・校舎改築落成記念式典挙行 

平成１２年 ９月      アメリカ合衆国ジェームズリバー高校と相互交流開始 

平成１４年 ３月３１日  第２体育館完成 

平成１５年 ４月 １日  全日制普通科１間口減 

平成２０年 ６月～ 

平成２１年 ２月      創立６０周年記念事業 

（記念看板設置、航空写真撮影、校歌ＣＤ作成） 

平成２２年 ９月      太陽光発電設備工事完了 

令和 ２年 ４月      全日制普通科１間口減 

 

  



 

 ６３ 

 

 

学 校 名 
所 在 地 

電 話 

 

 

 
北海道千歳北陽高等学校 

 
千歳市北陽２丁目１０番５３号 

（電話０１２３-２４-２８１８） 

校 長 名 渡邉 周一 

学 級 数 
生 徒 数 全日制普通科  １５学級  ４３８名 

沿 革 

 
昭和４８年 ４月 １日 開校 

昭和５１年 ７月１５日 文部省教育課程研究開発校指定 

昭和５７年１１月１３日 創立１０周年記念式典挙行 

平成 ４年１０月１８日 創立２０周年記念式典挙行 

平成 ７年 ２月１３日 道路交通量調査実践により北海道社会貢献賞受賞 

平成１４年１１月 ９日 創立３０周年記念式典挙行 

平成１５年 ４月 １日 ２学期制導入 

平成１６年 ４月 １日 学校目標改訂 

平成１８年 ４月 １日 校訓制定 

平成１９年 ４月 ２日 文部科学省キャリア教育調査研究推進校指定 

平成２０年１２月２５日 千歳科学技術大学との連携・協力に関する協定 

平成２１年 ９月１４日 平成２３年度よりフィールド制導入決定 

平成２３年 ４月 １日 平成２３年度入学生よりフィールド制実施 

平成２４年 ５月１１日 青少年赤十字（ＪＲＣ）全校加入 

平成２６年 ６月 ６日 消費者教育の推進に関する研究指定（文部科学省） 

平成３１年 ４月 １日 就職指導の改善に関する研究指定（北海道教育委員会） 

 

  



 

 ６４ 

 

学 校 名 

所 在 地 

電 話 

 

 

 

北海道千歳高等支援学校 
     

千歳市真々地２丁目３番１号 

（電話０１２３-２３-６６８１） 

校 長 名 竹内  哲 

学 級 数 

生 徒 数 

（全日制）  生 産 技 術 科 

環境・流通サポート科           計 ９学級 ６８名 

沿 革 

平成２５年 ４月 １日 開校 
        ４月１５日 第１回入学式（環境・流通サポート科１８名、生活技術科９名、 

計２７名入学） 
        ６月１５日 開校式 
       １１月１６日 第１回学校祭 
平成２６年 ３月２４日 修了式 
        ４月 ９日 第２回入学式（環境・流通サポート科１６名、生活技術科９名、 

計２５名入学） 
       １１月１５日 第２回学校祭 
平成２７年 ３月２４日 修了式 
        ４月 ９日 第３回入学式（環境・流通サポート科１６名、生活技術科８名、 

計２４名入学） 
１１月１４日 第３回学校祭 

平成２８年 ３月 ５日 第１回卒業証書授与式（環境・流通サポート科１７名、 
生活技術科９名、計２６名卒業） 

３月２４日 修了式 
４月１１日 第４回入学式（環境・流通サポート科１７名、生活技術科８名、 

計２５名入学） 
平成２９年 ３月 ４日 第２回卒業証書授与式（環境・流通サポート科１４名、 

生活技術科９名、計２３名卒業） 
３月２４日 修了式 
４月１１日 第５回入学式（生産技術科８名、環境・流通サポート科１５名、 

計２５名入学） 
※平成２９年度公立特別支援学校配置計画を受け、生活技術科
を生産技術科へ学科を再編。 

平成３０年 ３月 ３日 第３回卒業証書授与式（環境・流通サポート科１２名、 
生活技術科８名、計２０名卒業） 

         ３月２３日 修了式 
４月１０日 第６回入学式（生産技術科８名、環境・流通サポート科１６名、 

計２４名入学） 
平成３１年 ３月 ３日 第４回卒業証書授与式（環境・流通サポート科１６名、 

生活技術科８名、計２４名卒業） 
         ３月２２日 修了式 

４月 ９日 第７回入学式（生産技術科８名、環境・流通サポート科１２名、 
計２０名入学） 

令和 ２年 ３月 ７日 第５回卒業証書授与式（環境・流通サポート科１６名、 
生活技術科８名、計２４名卒業） 

         ３月２４日 修了式 
４月 ９日 第８回入学式（生産技術科８名、環境・流通サポート科１６名、 

計２４名入学） 
令和 ３年 ３月 ６日  第６回卒業証書授与式（生産技術科８名、 

環境・流通サポート科１５名 計２３名卒業） 
        ４月 ９日 第９回入学式（生産技術科８名、環境・流通サポート科１６名、 

計２４名入学） 



 

 ６５ 

６ 大学・専修学校 

学校名 所在・電話 学科・定員等 

 
 

公立千歳科学技術大学 

〒０６６-８６５５ 
千歳市美々７５８番地６５ 

（電話０１２３-２７-６００１） 

■理工学部       ２４０名 

応用化学生物学科 

電子光工学科 

情報システム工学科 

 

■大学院 

理工学研究科 

理工学専攻  博士前期課程２０名 

博士後期課程 ３名 

 
 

北海道千歳リハビリテーション大学  

〒０６６-００５５ 
千歳市里美２丁目１０番 

（電話０１２３-２８-５３３１） 

■健康科学部 

リハビリテーション学科 

理学療法学専攻  ８０名 

作業療法学専攻  ３０名 

 
 

日 本 航 空 大 学 校 

北海道 新千歳空港キャンパス 

〒０６６-８６２２ 

千歳市泉沢１００７番地の９５ 

（電話０１２３-２８-１１５５） 

■航空工学科 ４年制  ４０名(男女) 

■航空整備科 ３年制 １０６名(男女) 

一等航空整備士養成コース 

二等航空整備士コース 

二等航空運航整備士コース 

技術コース 

■空港技術科 ２年生 ８０名（男女） 

グランドハンドリング 

■国際航空ビジネス科 ８０名（男女） 

エアラインコース ２年生 

エアライン・留学コース ３年生 

 

 

 



 ６６ 

〔５〕就学の助成 

１ 就学援助 

経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費等の就学に必要な経費

の一部援助を行っています。 

 

（１） 学用品費等援助 
   

年度   

区分 

令和元年度実績 令和２年度実績 
備考 

人員(人) 金額(円) 人員(人) 金額(円) 

小
学
校 

学用品費･通学用 

品費･校外活動費 
７８１ １１,２６５,６６１ ７０９ １０,７４６,０２２ 

校外活動費は宿

泊を伴わないもの 

体育実技用具費  ２２４ ２,６９１,３１０ ２３０ ２,７８９,７５０  

新入学児童生徒  

学 用 品 費 等 
９４ ４,７９５,９６０ １２２ ６,２２９,３２０  

修 学 旅 行 費 １５２ ２,９０６,５２４ １５９ ２,０３２,６２２ 要保護を含む 

校 外 活 動 費 １４２ ４７７,７０６ １２２ ４１９,７８６ 宿泊を伴うもの 

学 校 給 食 費 ７８１ ３２,６２１,９８３ ７０９ ３１,７２２,５４０  

クラブ活動費  １５ ５,０７８ ８ １,０６０  

生 徒 会 費 ５４ １０,９３１ ４８ ７,７７６  

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 ６６６ １,８２７,３８０ ５２９ ９６１,１０８  

卒業アルバム代   １６１ １,３５０,３４０  

臨時支援給付金    ７３１ ７,３１０,０００  

計 － ５６,６０２,５３３ － ６３,５７０,３２４  

中
学
校 

学用品費･通学用 

品費･校外活動費 
４５５ １１,６８４,３２０ ４５１ １１,８９８,６９７ 

校外活動費は宿

泊を伴わないもの 

体育実技用具費  １５０ ４,８２７,７７０ １４５ ３,６３０,７９０  

新入学児童生徒  

学 用 品 費 等 
１５７ ９,３９４,０００ １６０ ９,６００,０００  

修 学 旅 行 費 １４５ ９,６７５,５８４ １５２ ３,１９６,１０１ 要保護を含む 

校 外 活 動 費 １４５ ８４３,０３０ ７６ ３４９,１１８ 宿泊を伴うもの 

学 校 給 食 費 ４５３ ２２,４９０,１０２ ４５１ ２３,３８９,６１３  

クラブ活動費  ４４１ ３,１２７,４２０ ４４３ ２,２４９,４０７  

生 徒 会 費 ４４４ ７２４,５１３ ４４９ ５７２,３７８  

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 ４３１ １,１０１,８７２ ４２９ ７３７,８２１  

卒業アルバム代   １６８ １,３６６,５００  

臨時支援給付金    ４５４ ４,５４０,０００  

計 － ６３,８６８,６１１ － ６１,５３０,４２５  

合 計 － １２０,４７１,１４４ － １２５,１００,７４９  

 



 ６７ 

（２） 医療費援助 

  年度    

区分 

令和元年度実績 令和２年度実績 
備考 

人員(人) 金額(円) 人員(人) 金額(円) 

小
学
校 

要保護児童  ３６ ２６１,３００ ２０ ２４６,２５０  

準要保護児童 ８７６ １,９４１,６３０ ７４２ １,８７２,７７６  

計 ９１２ ２,２０２,９３０ ７６２ ２,１１９,０２６  

中
学
校 

要保護生徒  ７ ４７,４１０ １３ １９４,０６０  

準要保護生徒 ３４９ ８６４,２６０ ３３１ ９６１,７９０  

計 ３５６ ９１１,６７０ ３４４ １,１５５,８５０  

合 計 １,２６８ ３,１１４,６００ １,１０６ ３,２７４,８７６  

 

２ 特別支援教育助成 

（１） 特別支援教育就学奨励費・通学費助成 

小学校及び中学校の特別支援学級に通学する児童生徒の保護者に対して、経済的な負担の軽減と特別

支援教育の振興を図るために就学に必要な経費の一部援助を行っています。 

  年度 

区分 

令和元年度実績 令和２年度実績 
備考 

人員(人) 金額(円) 人員(人) 金額(円)    

小
学
校 

学用品費･通学用品 

費・校外活動費 
７７ ３６５,１１４ ７３ ３７２,７６２ 

校外活動費は宿

泊を伴わないもの 

体育実技用具費 ９ ５４,３５７ １２ ４４,６８５  

新入学児童生徒 

学 用 品 費 等 
１１ ２４７,７５７ ９ ２０２,５６５  

修 学 旅 行 費 １３ １３０,８１０ １３ ８７,３０２  

校 外 活 動 費 ６ ９,２７５ ７ １２,９１５ 宿泊を伴うもの 

学 校 給 食 費 ７９ １,５４１,８５７ ７６ １,７４８,１７７  

通 学 費 ８５ ３１０,３２１ ９２ ２９０,４６１  

計 － ２,６５９,４９１ － ２,７５８,８６７  

中
学
校 

学用品費･通学用品 

費･校外活動費 
４２ ３４１,８０３ ４２ ３３０,６５４ 

校外活動費は宿

泊を伴わないもの 

体育実技用具費 １ １８,８２５ ４ ２６,０２８  

新入学児童生徒 

学 用 品 費 等 
１６ ３８４,９２３ １１ ２６６,４４９  

修 学 旅 行 費 １２ ３２６,８１１ １０ １７４,５４６  

校 外 活 動 費 ３ ９,２２５ ６ １６,８０８ 宿泊を伴うもの 

学 校 給 食 費 ４０ １,０２９,４０４ ４２ １,１７９,８７１  

職場実習･交流学習 

交 通 費 
１ ２４０ ０ ０  

通 学 費 ７ ５０,１９５ ８ ５２,１４１  

計 － ２,１６１,４２６ － ２,０４６,４９７  

 合計 － ４,８２０,９１７ － ４,８０５,３６４  

 



 ６８ 

 

（２） 特別支援学校等就学援助費 

特別支援学級等に就学する児童生徒の完全就学を図るため、その保護者に対して年間一定額を支給

しています。 
   

年度 

区分 

令和元年度実績 令和２年度実績 
備 考 

人員(人) 金額(円) 人員(人) 金額(円) 

小
学
校 

特別支援学級 ２２６ ７,２９９,０００ ２３５ ７,３４７,０００  

特別支援学校等  １６ ８５５,０００ １６ ９０５,０００  

計 ２４２ ８,１５４,０００ ２５１ ８,２５２,０００  

中
学
校 

特別支援学級 ５４ ２,５０４,０００ ６４ ２,９７６,０００  

特別支援学校等  ９ ６４８,０００ ８ ５２２,０００  

計 ６３ ３,１５２,０００ 

 

７２ ３,４９８,０００ 

 

 

合計 ３０５ １１,３０６,０００ ３２３ １１,７５０,０００  

 

３ 奨学金制度 

経済的理由により、修学が困難な学生、生徒に対し、奨学基金をもとに、奨学金を支給しています。 

 

（１） 資格要件 

ア 千歳市内に住所を有すること 

イ 高等学校、高等専門学校、専修学校、大学に在学中、又は進学を希望するもの 

ウ 学資に乏しいこと 

エ 学業優良及び素行善良であること 

オ 健康体で修学可能であること 

 

（２） 奨学金額 

区 分 対 象 金 額 

高校生等 

高校生 

月額７,０００円以内 高等専門学校生（１年生から３年生） 

専修学校生（修業年限が３年以上の高等課程） 

大学生等 

大学生（短期大学含む） 

月額１０,０００円以内 高等専門学校生（４年生、５年生及び専攻科） 

専修学校生（修業年限が２年以上の専門課程） 

 

（３） 奨学基金現在高 

１７０,６２１,０２８円（令和３年３月３１日現在） 

 

（４） 支給実績 

   年度 

区分 

令和元年度 令和２年度 

応募者(人) 受給者(人) 支給金額(円) 応募者(人) 受給者(人) 支給金額(円) 

高校生 ９２ ７５ ６,１６０,０００ ７９ ７５ ６,２９３,０００ 

大学生 ５０ ４０ ４,８００,０００ ５２ ４０ ４,７３０,０００ 

合 計 １４２ １１５ １０,９６０,０００ １３１ １１５ １１,０２３,０００ 



 ６９ 

４  私立幼稚園助成 

（１） 燃料費･光熱水費補助金 

幼稚園に通園する幼児の保護者負担を軽減するため、燃料費・光熱水費として、園児1人当たり年額５,

５００円を補助しています。 
 

令和元年度 令和２年度 

対象園児数 補助金交付額 対象園児数 補助金交付額 

３５６人 １，９５８，０００円 ２０９人 １，１４９，５００円 

 

（２） 建設費等利子補給補助金 

幼稚園を新設、増設、改築する場合、借入金に対する返済利息の一部を利子補給金として補助してい

る。補助金額は、借入元金の当該年度当初残額（ただし、建設分は３００万円、防音分は１,０００万円を限

度とする。）の３％（借入金利が３％未満の場合はその率）、１０年間を限度としています。 
 

区分 
令和元年度 令和２年度 

対象幼稚園 補助金交付金額 対象幼稚園 補助金交付金額 

新築 － － － － 

増築 － － － － 

改築 － － － － 

 

（３） 障がい児教育補助金 

心身障がい児を就園させる幼稚園に対し、障がい児1人当たり年額５万円を補助しています。 

（ただし、１園当たり１５万円を限度とする。） 
 

令和元年度 令和２年度 

対象幼稚園 対象園児数 補助金交付額 対象幼稚園 対象園児数 補助金交付額 

３園※１ ７人 ３５０，０００円 ６園※２ １３人 ６５０，０００円 

※１ 幼稚園３園                     ※２ 幼稚園５園 認定こども園１園 

 

（４） 私立幼稚園連合会研修費補助金 

私立幼稚園連合会が実施する教員研修に対して、参加教員1人当たり５,５００円を限度として補助して

います。 
 

令和元年度 令和２年度 

参加教員数 補助金交付額 参加教員数 補助金交付額 

１０６人 ５８３，０００円 ― ― 

 

（５） 就園奨励費補助金 

幼稚園に通園する幼児の保護者負担の軽減と公・私立間の保護者負担の較差是正を図るため、入園

料・保育料の軽減を行った幼稚園に対し、補助金を交付しています。 
 

区分 
令和元年度 令和２年度 

対象幼児数 補助金交付額 対象幼児数 補助金交付額 

幼稚園児 ３４３人 ２２，２９１，１００円 ―※３ ― 

２歳児受入 １９３人 １２，０１６，１５０円 １７９人 ９，４９３，５５０円 

※３ 令和元年１０月より、３～５歳児の就園奨励費補助金は、幼児教育・保育の無償化により廃止。 
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〔６〕学 校 保 健 

１ 児童生徒の体位                              （令和２年度） 

  
身長 cm 体重 kg 

男 女 男 女 

小
学
生 

６
歳 

千歳市 116.7  116.0  21.6  21.3  

全 道 117.1 116.4 22.1 21.6 

全 国 117.5 116.7 22.0 21.5 

７
歳 

千歳市 123.2  122.0  24.7  24.0  

全 道 122.7 122.6 25.1 24.8 

全 国 123.5 122.6 24.9 24.3 

８
歳 

千歳市 128.3  127.6  28.4  27.2  

全 道 129.0 127.9 28.9 27.4 

全 国 129.1 128.5 28.4 27.4 

９
歳 

千歳市 133.5  134.2  32.3  31.2  

全 道 134.9 134.0 33.4 30.9 

全 国 134.5 134.8 32.0 31.1 

１０ 

歳 

千歳市 139.4  141.1  35.6  35.4  

全 道 139.4 141.9 36.2 36.2 

全 国 140.1 141.5 35.9 35.4 

１１ 

歳 

千歳市 146.4  147.1  41.1  39.7  

全 道 146.3 148.0 41.3 40.4 

全 国 146.6 148.0 40.4 40.3 

中
学
生 

１２ 

歳 

千歳市 155.5  152.6  47.3  44.6  

全 道 155.5 153.1 47.1 45.3 

全 国 154.3 152.6 45.8 44.5 

１３ 

歳 

千歳市 162.0  154.7  52.4  48.5  

全 道 161.8 155.5 51.5 48.3 

全 国 161.4 155.2 50.9 47.9 

１４ 

歳 

千歳市 166.8  156.5  56.7  50.4  

全 道 166.3 157.0 56.0 51.5 

全 国 166.1 156.7 55.2 50.2 
 

２ 災害共済給付 

児童生徒が、学校管理下において怪我をした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターか

ら災害共済給付金が支払われます。 

（単位：件数）  

４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 計 

令和元年度 

小学校 １０４ ８４ １２８ １２３ ４３９ 

中学校 １７４ １５０ １６７ ９７ ５８８ 

計 ２７８ ２３４ ２９５ ２２０ １,０２７ 

令和２年度 

小学校 ５７ ７０ １３３ １０８ ３６８ 

中学校 ７４ ７３ １３８ １３５ ４２０ 

計 １３１ １４３ ２７１ ２４３ ７８８ 



 ７１ 

〔７〕学 校 給 食 

１ 施設の概要 

千歳市学校給食センター 

所 在 地 千歳市流通３丁目１番地の１１ 

電 話 ０１２３-２３-３５９１ FAX ２３-３５９９ 

開 設 平成５年８月 

建築構造 鉄骨造２階建 

敷地面積 ９,０２４.４２㎡ 

建物面積 ２,９７２.８５㎡ 

 

 

２ 学校給食の状況  

学校給食は｢学校給食法｣等に基づき、昭和３９年に共同調理方式を採用し、現在、週５回（米

飯３回、パン・麺類各１回）の給食を提供しています。 

現代の食生活における問題点として、偏った食事内容からくるカルシウムや微量栄養素の不

足、脂肪・糖分・塩分等の過剰摂取による健康問題などがあることから、学校給食では、家庭にお

ける食事と併せて、成長期にある児童生徒の１日に必要な栄養量を摂取できるよう、文部科学省

が定めている｢学校給食実施基準｣に基づき、献立を作成しています。 

また、学校給食における「地産地消」の取組として、９月から１１月の使用予定野菜のうち、千歳産

で供給可能な場合は千歳産を使用し、米飯は平成１３年１月から千歳・恵庭産の白米を使用してお

り、角食パンは、平成２８年度から千歳産の小麦を使用しています。 

 

 

３ 運営方法 

学校給食センターの適正な運営を図るため、

「千歳市学校給食センター運営審議会」を設置し、

運営全般にわたる審議を行っています。 

なお、調理、配膳、施設維持管理業務につい

ては、業務実施に係る民間のノウハウを活用し、よ

り安定した給食を提供するため、平成２１年４月１

日から委託を行っています。 

 

 

 

 

  

所 属 団 体 氏 名 

北栄小学校校長 森   正彦 

緑小学校校長 渡曾 朋広 

高台小学校教頭 伊藤   学 

保護者 喜多 康裕 

保護者 堀河 佳菜 

千歳医師会・学校医 石坂 明人 

民生委員児童委員連絡協議会 寺岡 淑美 

千歳消費者協会 秦   由基 

保健福祉部健康づくり課長 藤田 聖樹 

千歳市学校給食センター運営審議会委員 

(令和３年４月１日現在) 

千歳市学校給食センター 



 ７２ 

４ 給食校及び配食数 

学校数 配食数 米飯回数 

総 数 小学校 中学校 総 数 小学校 中学校 教職員 
週３回 

２６ １７ ９ 8,552 5,310 2,698 544 

                                                  （令和３年５月１日現在） 

５ 給食費 

 
主食 

（円） 

副食 

（円） 

牛乳 

（円） 

合計 

1食単価 

給食費（円） 
年間給 

食回数 
月額 4月

～2月 年間 
3月 

小学校（低） ７４ １３１ ４２ ２４７ 
3,810 

45,695 

１８５回

の場合 

3,785 

小学校（高） ７８ １４６ ４２ ２６６ 
4,110 

49,210 
4,000 

中学校 ８０ １８２ ４２ ３０４ 
4,690 

56,240 
4,650 

（平成２６年４月１日改定） 

６ 栄養基準   

 
エネル

ギー 
(kcal) 

たんぱ

く質 

(ｇ) 

カルシ

ウム 

(mg) 

鉄 

 

(mg) 

ビタミン 

Ａ 
(μｇRE) 

B１ 

(mg) 

B２ 

(mg) 

Ｃ 

(mg) 

小
学
校 

低
学
年 

学校給食摂取基準 ５３０ ※ ２９０ ２.５ １７０ ０.３０ ０.４０ ２０ 

千歳市の献立 ６１５ ２４.０ ３１４ ２.１ ２００ ０.３０ ０.４３ １７ 

高
学
年 

学校給食摂取基準 ７８０ ※ ３６０ ４.０ ２４０ ０.５０ ０.５０ ２５ 

千歳市の献立 ６５８ ２６.２ ３３５ ２.４ ２３９ ０.３６ ０.４６ ２２ 

中
学
校 

学校給食摂取基準 ８３０ ※ ４５０ ４.０ ３００ ０.５０ ０.６０ ３０ 

千歳市の献立 ７７１ ３０.２ ３５２ ３.０ ２５７ ０.３９ ０.４８ ２３ 

※たんぱく質の学校給食摂取基準は学校給食による摂取エネルギー全体の１３％～２０％ 

※たんぱく質１g ＝ エネルギー４kcal 



 ７３ 

〔８〕生徒指導 ・ 青少年指導 

１ 教育相談 

千歳市では、相談電話・来訪又は訪問などにより、小中学校と連携して児童生徒の諸問題に関

する相談を行っています。 

 

（１） 青少年課における相談業務対応種別件数 

                                                  （単位：件） 

相談種別 令和元年度 令和２年度 増減 

電話で対応した相談 ４３ ９１ ＋４８ 

来訪で対応した相談 ２４１ ２９４ ＋５３ 

訪問で対応した相談 ７８ ５８ －２０ 

その他の方法で対応した相談 ０ ０ ±０ 

合  計 ３６２ ４４３ ＋８１ 

※相談内容は、不登校（３１４件）、学校生活（５６件）、家庭生活（６２件）、いじめ（７件）、問題行

動（０件）、その他（４件）となっている。 

※保護者からの相談が６１.４％を占めている。 

※その他の方法で対応した相談については、学校や関係機関との調整をした相談件数としてい

る。 

 

（２） スクールカウンセラー配置状況 

     児童生徒の問題行動の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、専門的な知識に基づく

指導・助言ができる、スクールカウンセラーによる教育相談を実施しています。 

 

① 北海道スクールカウンセラー配置校 

千歳中、北進小中、青葉中、駒里小中、富丘中、北斗中、向陽台中、勇舞中、日の

出小、祝梅小、北陽小、末広小、支笏湖小、東小、東千歳中、千歳第二小、信濃小、

桜木小、向陽台小、泉沢小 

② 千歳市スクールカウンセラー配置校 

千歳第二小、信濃小、高台小、桜木小、泉沢小、緑小、千歳小、北栄小、向陽台小、

向陽台中、日の出小、祝梅小、末広小、北陽小、東小、東千歳中 

③ スクールカウンセラーによる教育相談は、教育委員会青少年課相談室において月２回

実施 

 

 

（３） 心の教室相談員配置状況 

    相談体制の充実を図るため、小学校１３校に心の教室相談員を配置し、児童の悩み やスト

レスを和らげ問題行動の未然防止を図ります。 

    

① 心の教室相談員配置校 

千歳小、北栄小、末広小、緑小、千歳第二小、日の出小、信濃小、高台小、祝梅小、

桜木小、向陽台小、北陽小、泉沢小 



 ７４ 

２ 不登校児童生徒 

不登校児童生徒については、学校と連携するとともに適応指導教室（「おあしす」）への通級を

働きかけています。 

 

 （１） 不登校児童生徒数（文部科学省の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果） 

                                                     （単位：人） 

 平成３０年度 令和元年度 増減 

小学校 ２６ ４７ ＋２１ 

中学校 １４９ １４７ －２ 

計 １７５ １９４ ＋１９ 

※上記数値は、文部科学省の不登校の定義で連続又は、断続して年間３０日以上休んだ児

童生徒数（病気・けがは除く）を示している。 

 

（２） 適応指導教室「おあしす」 

① 設置の目的 

不登校児童生徒の増加に対応するため、平成９年６月に千歳市青少年会館内（東雲町

１丁目１０番地）に学校適応指導教室『おあしす』を開設しています。 

ここでは、児童生徒の個々の状態に応じた教育相談を行うとともに、集団的な生活習慣

や学習、集団活動等において指導・援助を行い、自立や学校生活への復帰を目指してい

ます。 

② 指導の方針 

ア  指導員と児童生徒の信頼関係を作る中で、生活面での支援を行う。 

イ  体験的活動や集団活動を通して、コミュニケーション能力や集団生活における適応能

力の向上を図る。 

ウ  家庭や在籍校、各関係機関（子ども家庭課、児童相談所等）との連携を図りながら、

学校復帰への意欲が高まるよう指導・援助に努める。 

③ 入級対象児童生徒 

市内の小中学校に在籍し、主に心理的要因や集団不適応によって、不登校の状態にあ

る児童生徒。 

④ 通級児童生徒数（見学通級は含まず）            （単位：人） 

 令和元年度 令和２年度 

小学校  ５  ６ 

中学校 ３６ ３６ 

計 ４１ ４２ 

⑤ 開設時間 

・月～木 ９：３０～１４：３０ 

・金    ９：３０～１２：００ 

⑥ 活動内容 

ア 個別活動：児童生徒が立てた計画に従って活動し、必要に応じてスタッフの援助を

受ける。 

イ 学習時間：個々にあった学習内容で、毎週月～木曜日の１０時から学習の習慣づけ

や学ぶことの楽しさを実感させ、学習に積極的に取り組む力を育てる。 

ウ マイタイム：「目的をもって活動する」ことを目指し、毎週金曜日の１０時から１１時の１

時間、事前に立てた目標を実行する。 

エ 集団活動：児童生徒が状態に応じて、グループで多様な行動をすることによって、心

を開放するとともに対人関係を広げ、集団への適応を促進する。 



 ７５ 

３ いじめに関する取組 

千歳市では、いじめの問題に関する指導の方針として「いじめは人間として絶対に許されない」とい

う確固たる認識と毅然とした態度で取り組み、学校、家庭、関係機関及び地域が一体となって、いじ

めの未然防止・早期発見・早期対応に努めることとしています。 

平成２５年９月に施行された「いじめ防止対策推進法」、また、これに伴い国が平成２５年１０月に

策定した「いじめの防止等のための基本的な方針」の内容を踏まえ、平成２６年３月に「千歳市いじめ

防止基本方針」を策定しました。 

さらに、各学校においては、平成２６年６月末に「学校いじめ防止基本方針」を策定したところであり、

この基本方針に基づき、かけがえのない存在である児童生徒一人一人が、元気で明るく学び、健や

かに成長していくことができるよう、いじめの防止等の対策に取り組んでいきます。 

また、子ども達や保護者、地域住民、教育関係者等が一体となって取組む行事として、平成９年

度から、いじめの防止に向け共通理解を図ることを目的に、なかよしさわやかＤＡＹいじめシンポジウ

ムを開催しています。 

※令和２年度 なかよしさわやか DAYいじめシンポジウム開催状況 

日 時： 令和２年１１月２８日（土）～１２月２７日（日） 

開催方法： 動画配信・文書交流 

参加者： ３７５名（動画視聴回数）、３６６名（文書交流参加者数） 

 

（１） いじめ問題に関する調査結果（文部科学省の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果） 

                                                  （単位：件） 

 平成３０年度 令和元年度 増減 

いじめ ８８４ ８３５ －４９ 

※「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児

童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となっ

た児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」（いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）です。 

 

４ 各種事故 

   一般事故や交通事故及び非行事故については、小中学校からその都度報告を受け、学校での指

導内容を確認し、防止に向けた取組を進めています。 

 

（１） 一般事故・交通事故の状況 

                                                  （単位：件） 

 令和元年度 令和２年度 増減 

交通事故 ８ ４ －４ 

一般事故 １９ １０ －９ 

 

（２） 非行事故の状況 

                                                  （単位：件） 

 令和元年度 令和２年度 増減 

小学校 ８ ３ －５ 

中学校 ６ ４ －２ 

計 １４ ７ －７ 

 



 ７６ 

５ 児童生徒の安全確保 

（１） 不審者・不審電話件数 

                                                         （単位：件） 

   令和元年度 令和２年度 増減 

不審者 １８ ２４ ＋６ 

不審電話 ０ ０ ±０ 

    

 

（２） 千歳っ子見守り隊 

     各小学校に「千歳っ子見守り隊」を設置し、町内会やＰＴＡの見守り隊ボランティアが児童生徒の見守り

活動を行っています。 

                                                         （単位：人） 

 令和元年度 令和２年度 増減 

見守り隊員数 ５９４ ５７６ －１８ 

 

（３） 子ども１１０番の家 
     子ども達が不審者、事件等に遭遇したときに、助けを求める場所として、各小学校が校区内の商店や事

業所などに協力を呼びかけ、｢子ども１１０番の家」を設置しています。 

                                                         （単位：件） 

 令和元年度 令和２年度 増減 

登録件数 １,１５９ １,１２６ －３３ 

 

６ 青少年指導人数 

 青少年指導センター専門指導員による青少年の指導人数 

                                                         （単位：人） 

 令和元年度 令和２年度 増減 

未 就 学 ０ ０ ±０ 

小 学 生 １８ ２ －１６ 

中 学 生 ４０ ２ －３８ 

高 校 生 ３８ ２２ －１６ 

その他学生 ０ ０ ±０ 

有職少年  ０ ０ ±０ 

無職少年  ０ ０ ±０ 

成 人 ０ ０ ±０ 

合 計 ９６ ２６ －７０ 

     ※指導内容は、自転車二人乗りが２４人と最も多い。 

 

 


