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富山県南砺市

南砺市立利賀小学校
南砺市立利賀中学校

地域に開かれた学校 アーパス（All Persons’ School）

・地域づくりは人づくり 
・児童生徒のみならず村民の生涯にわたっての学習機会の保障 
・十数回の検討会により村民の地域施設として結実 ■学校規模／小学校3学級16名 

 中学校3学級18名 
■複合施設（床面積）／ 

 小中学校（8,212㎡） 
    公民館（1,522㎡） 
■整備時期／平成10年 
■構造／RC造 地上4階地下1階 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

＜立面図＞ 

敷地高低差を活かし各施設のアプローチを分離 
（南砺市立利賀小学校HPより） 
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・旧利賀村において、少子高齢化、過疎化が進み、平成元年に2小学校の統合と中学校の 
  老朽化に伴う建替の検討がされた。 
 

・その後、社会教育施設を併設する村民のための複合教育施設構想実現のため、文部省 
  「文教施設インテリジェント化に関するパイロットモデル研究事業」により、基本計画を策定 
   し実現した。 

・高低差を活かし、村民が主として利用する公民館は1階、 
小学校は2階、中学校は3階から各施設にアプローチ 
する計画とし、内部は相互利用を想定した計画としている。 

＜配置図＞ 

地域 

児童生徒 

小中共用施設 
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１５．

敷地高低差を活かし各施設のアプローチを分離（南砺市立利賀小学校HPより）

  施設の配置・動線  
・高低差を活かし、村民が主として利用する公民館は1階、小学校は2階、中学校は3階から各施設にアプローチ
する計画とし、内部は相互利用を想定した計画としている。

＜立面図＞ ＜配置図＞

15 富山県南砺市
南砺市立利賀小学校
南砺市立利賀中学校

■学校規模／小学校3学級16名
　　　　　　中学校3学級18名
■複合施設（床面積）／小中学校（8,212㎡）

公民館（1,522㎡）
■整備時期／平成10年
■構造／RC造地上4階地下1階

地域に開かれた学校アーパス（All Persons’ School）
・地域づくりは人づくり
・児童生徒のみならず村民の生涯にわたっての学習機会の保障
・十数回の検討会により村民の地域施設として結実

　施設整備の背景　

・旧利賀村において、少子高齢化、過疎化
が進み、平成元年に2小学校の統合と中
学校の老朽化に伴う建替の検討がされた。

・その後、社会教育施設を併設する村民の
ための複合教育施設構想実現のため、文
部省「文教施設インテリジェント化に関
するパイロットモデル研究事業」により、
基本計画を策定し実現した。

施　設 利用時間（平日）
8　　　　　12　　　　　17　　　　　22　 所　管 管理

小学校・中学校 教育委員会 教育委員会

公民館 教育委員会 教育委員会

　管理・運営の体制　
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凡  例　

新潟県聖籠町

聖籠町立聖籠中学校 ボランティア団体が地域交流棟を運営し交流活動を展開

・ボランティア団体の活動スペースと学校開放を行うスペース 
からなる地域交流棟を、ボランティア団体が運営 
・敷地周囲に囲障のない開かれた作り 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

＜立面図＞ 

ボランティア団体が運営する 
地域交流棟（写真左側） 

・町内に2校あった中学校の統合に当たり、統合中学校建設推進委員会に町民 
が積極的に参加した結果、「生涯学習施設としての機能をもち、地域に開かれ 
た学校」を目指すこととなり、地域交流棟の整備につながった。 

 

・文教施設のインテリジェント化に関するパイロットモデル研究事業対象校。 

＜配置図＞ 

■中学校規模／12学級406名 
    （特別支援学級／3学級16名） 
■複合施設（床面積）／ 

 中学校（12,060㎡） 
      地域交流棟（2,893㎡） 
■整備時期／平成13年 
■構造／RC造（2階木造） 地上2階 
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・地域に開かれた学校を実現するため、学校敷地の周囲に囲障は設けて 
おらず、誰でも気軽に訪れることのできる開かれた作りとなっている。 
・地域交流棟専用の入口を設置している。 

中学校 

社会体育施設 地域 

生徒 

１３．

社会教育施設 

 児童生徒　　  小学校　　　  中学校　

新潟県聖籠町

聖籠町立聖籠中学校 ボランティア団体が地域交流棟を運営し交流活動を展開

・ボランティア団体の活動スペースと学校開放を行うスペース 
からなる地域交流棟を、ボランティア団体が運営 
・敷地周囲に囲障のない開かれた作り 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

＜立面図＞ 

ボランティア団体が運営する 
地域交流棟（写真左側） 

・町内に2校あった中学校の統合に当たり、統合中学校建設推進委員会に町民 
が積極的に参加した結果、「生涯学習施設としての機能をもち、地域に開かれ 
た学校」を目指すこととなり、地域交流棟の整備につながった。 

 

・文教施設のインテリジェント化に関するパイロットモデル研究事業対象校。 

＜配置図＞ 

■中学校規模／12学級406名 
    （特別支援学級／3学級16名） 
■複合施設（床面積）／ 

 中学校（12,060㎡） 
      地域交流棟（2,893㎡） 
■整備時期／平成13年 
■構造／RC造（2階木造） 地上2階 
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中庭

地域交流棟

地域交流用
駐車場

職員用
駐車場

来客用駐車場
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・地域に開かれた学校を実現するため、学校敷地の周囲に囲障は設けて 
おらず、誰でも気軽に訪れることのできる開かれた作りとなっている。 
・地域交流棟専用の入口を設置している。 

中学校 

社会体育施設 地域 

生徒 

１３．

社会教育施設  地域　　  小中共用施設　　  公民館



45第１章　学校施設の複合化に関する現状と課題……ー……3. 学校施設の複合化の実施状況調査

  平面計画上の特徴  

現
地
調
査

     相互利用・交流活動   
・公民館では公民館内のホールや和室、図書室の利用受付
だけでなく、19時以降の学校開放による体育館の利用
や放課後子供教室の受付も行っている。

・アーパスホールは児童生徒の学習発表会や地域内の文化
祭、民謡など伝統文化継承活動などに利用されている。

・公民館図書室は、児童生徒が授業で活用するだけでなく、
放課後子供教室としても活用している。

➡ 3施設が重複する機能をまとめ、相互利用を想定した計画とす
ることで、単独の学校、公民館にはない賑わい､ 活気を創出。

    委員の意見より    
・今後、山村留学を積極的に受け入れることにより、当該施設を一層有効に活用できるとよいのではないか。
・穏やかな山村地域であり、互いが顔見知りの関係であることもあって管理運営上の課題が大きいとは感じられ
ないが、不審者の侵入について学校管理者には潜在的な不安があることも事実。

・小学校、中学校、公民館が一体化され、地域住民が集まりやすく、学校が地域に見守られている環境となって
いることは評価できる。

     防犯面    
・地域の方々に見守られているという安心感
の中で、地域と学校が一緒になって子供た
ちを育てていくという考えのもと、学習参
観や学校行事等に多くの方が参加する状況
となっている。

・地域の方々も顔見知りであり、今まで不審
者侵入などはないが、学校長は、児童生徒
の避難方法について特に留意している。

区分管理のための格子状の扉

不審者訓練をする子供たち
(同小HPより)

ホールにて伝統文化継承活動の一環として、
民謡を練習する子供たち（同小HPより）

学校開放等の受付も行う公民館受付

放課後子供教室にも活用される
公民館図書室

地域のスポーツ大会が開催される
学校体育館

・小中学校共用の家庭科室や和室を、公民館と同じフロアとすることで地域の方々の使用
を容易にしている。

・学校と公民館の使用時間に応じ、格子扉等の開閉によりゾーン分けをしている。

管理・運営の体制 

平面計画上の特徴 

地階平面図 

児童 

小中学生を 
つなぐ渡り廊下 

・小中学校共用の家庭科室や和室を、公民館と同じフロアとすることで地域の方々の使用を容易にしている。 
・学校と公民館の使用時間に応じ、格子扉等の開閉によりゾーン分けをしている。 

児童生徒や地域住民ともに 
使用が可能。平常時は学校 
への「立入禁止」掲示あり 

階段付近の格子扉に 
より適宜ゾーン制御 

図書室は放課後
子供教室にも活用 

生徒 

地域車両 

19時以降地域開放 

児童生徒の演劇や 
学習発表会にも使用 

公民館、放課後子供教室、
アリーナの利用受付を行う 

地域 

グラウンド 

小中学生を 
つなぐ渡り廊下 

ＢＦ 

２Ｆ ３Ｆ ４Ｆ 

１Ｆ 

施設 利用時間（平日） 所管 管理・運営 

小学校・中学校 教育委員会 教育委員会

公民館 教育委員会 教育委員会

8 12 17 22 

小中共用施設 

小学校 中学校 

公民館 

児童・生徒 

地域 

凡  例　

新潟県聖籠町

聖籠町立聖籠中学校 ボランティア団体が地域交流棟を運営し交流活動を展開

・ボランティア団体の活動スペースと学校開放を行うスペース 
からなる地域交流棟を、ボランティア団体が運営 
・敷地周囲に囲障のない開かれた作り 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

＜立面図＞ 

ボランティア団体が運営する 
地域交流棟（写真左側） 

・町内に2校あった中学校の統合に当たり、統合中学校建設推進委員会に町民 
が積極的に参加した結果、「生涯学習施設としての機能をもち、地域に開かれ 
た学校」を目指すこととなり、地域交流棟の整備につながった。 

 

・文教施設のインテリジェント化に関するパイロットモデル研究事業対象校。 

＜配置図＞ 

■中学校規模／12学級406名 
    （特別支援学級／3学級16名） 
■複合施設（床面積）／ 

 中学校（12,060㎡） 
      地域交流棟（2,893㎡） 
■整備時期／平成13年 
■構造／RC造（2階木造） 地上2階 

グラウンド

テニスコート屋内運動場

中庭

校舎

中庭

地域交流棟

地域交流用
駐車場

職員用
駐車場

来客用駐車場

教材園

・地域に開かれた学校を実現するため、学校敷地の周囲に囲障は設けて 
おらず、誰でも気軽に訪れることのできる開かれた作りとなっている。 
・地域交流棟専用の入口を設置している。 

中学校 

社会体育施設 地域 

生徒 

１３．

社会教育施設 

 児童生徒　　  小学校　　　  中学校　

新潟県聖籠町

聖籠町立聖籠中学校 ボランティア団体が地域交流棟を運営し交流活動を展開

・ボランティア団体の活動スペースと学校開放を行うスペース 
からなる地域交流棟を、ボランティア団体が運営 
・敷地周囲に囲障のない開かれた作り 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

＜立面図＞ 

ボランティア団体が運営する 
地域交流棟（写真左側） 

・町内に2校あった中学校の統合に当たり、統合中学校建設推進委員会に町民 
が積極的に参加した結果、「生涯学習施設としての機能をもち、地域に開かれ 
た学校」を目指すこととなり、地域交流棟の整備につながった。 

 

・文教施設のインテリジェント化に関するパイロットモデル研究事業対象校。 

＜配置図＞ 

■中学校規模／12学級406名 
    （特別支援学級／3学級16名） 
■複合施設（床面積）／ 

 中学校（12,060㎡） 
      地域交流棟（2,893㎡） 
■整備時期／平成13年 
■構造／RC造（2階木造） 地上2階 

グラウンド

テニスコート屋内運動場

中庭

校舎

中庭

地域交流棟

地域交流用
駐車場

職員用
駐車場

来客用駐車場

教材園

・地域に開かれた学校を実現するため、学校敷地の周囲に囲障は設けて 
おらず、誰でも気軽に訪れることのできる開かれた作りとなっている。 
・地域交流棟専用の入口を設置している。 

中学校 

社会体育施設 地域 

生徒 

１３．

社会教育施設  地域　　  小中共用施設　　  公民館


