
札幌圏都市計画学校の変更（市決定） 

 

１．都市計画学校から 1-7号石山東小学校を次のように廃止する。 

【廃 止】 

 

２．都市計画学校に 1－62号芸術の森小学校を次のように追加する。 

【追 加】 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

３．都市計画学校の 2－12号石山中学校の区域を次のように変更する 

【変 更】 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理由 

 札幌市では、「札幌市立小中学校の学校規模適正化に関する基本方針」に基づき、学校の

小規模化による教育面や学校運営面の課題を解消し、子どもたちにとってより良い教育環境

を整えるため、学校統合等による学校規模適正化の取組を進めてきた。 

 このたび、学校統合により令和３年４月に開校する芸術の森小学校を新たに都市計画学校

に追加し、廃校となる石山東小学校を廃止する。 

 また、石山中学校については、3・4・620 石山・藤野通の都市計画変更に伴い、区域の変

更を行う。

名 称 
位 置 面 積 備 考 

番号 学校名 

1-7 石山東小学校 南区石山東５丁目 約 1.5ha  

名 称 
位 置 面 積 備 考 

番号 学校名 

1-62 芸術の森小学校 南区常盤２条３丁目 約 2.2ha  

名 称 
位 置 面 積 備 考 

番号 学校名 

2-12 石山中学校 南区石山２条８・９丁目 約 1.8ha  
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１-５５ 星置東小 約１.７ｈａ

２-４ 稲陵中 約１.６ｈａ

１-３９ 稲穂小 約１.８ｈａ

２-２９ 稲穂中 約１.８ｈａ

１-２２ 前田北小 約１.５ｈａ

２-２７ 前田北中 約２.０ｈａ

１-４０ 前田中央小 約１.７ｈａ

１-１９ 稲積小 約１.６ｈａ

２-１３ 稲積中 約１.８ｈａ

１-１３ 富丘小 約１.３ｈａ

１-４７ 西宮の沢小 約１.６ｈａ

１-３４ 新陵小 約１.６ｈａ

２-１ 新陵中 約２.０ｈａ

１-５２ 新陵東小 約１.６ｈａ

１-４５ 新発寒小 約１.６ｈａ

２-２ 新川西中 約２.０ｈａ

１-１ 新光小 約１.６ｈａ

２-１８ 宮の丘中 約２.３ｈａ

１-２３ 西園小 約１.４ｈａ

１-５７ 屯田西小 約１.６ｈａ

２-９ 屯田中央中 約１.６ｈａ

１-１７ 屯田南小 約１.６ｈａ

１-３ 新琴似緑小 約１.４ｈａ

２-７ 太平中 約１.６ｈａ

１-１４ 太平南小 約１.３ｈａ

１-２６ 栄緑小 約１.８ｈａ

２-５ 篠路西中 約２.０ｈａ

２-２３ 上篠路中 約２.０ｈａ

２-２１ 栄町中 約２.２ｈａ１-２４ 栄町小 約１.３ｈａ

１-９ 栄南小 約１.６ｈａ

２-３ 栄南中 約１.６ｈａ

２-１０ 元町中 約１.７ｈａ １-１０ 伏古北小 約１.６ｈａ

１-１２ 開成小 約１.４ｈａ

１-８ 伏古小 約１.３ｈａ

１-３５ 東苗穂小 約１.３ｈａ

１-１１ 札苗北小 約１.３ｈａ

２-２２ 札苗北中 約２.０ｈａ

１-５６ 札苗緑小 約１.７ｈａ

１-１５ 菊水小 約１.３ｈａ

１-２０ 東川下小 約１.３ｈａ

１-３６ 厚別通小 約１.６ｈａ

１-５ 厚別西小 約１.４ｈａ

１-３１ 厚別北小 約１.６ｈａ

１-５４ 厚別東小 約１.６ｈａ

２-８ 厚別中 約２.０ｈａ

１-３２ 大谷地東小 約１.６ｈａ

２-１６ 青葉中 約１.６ｈａ

２-２４ 上野幌中 約２.３ｈａ

１-３３ 平岡小 約１.６ｈａ
１-１８ 北野台小 約１.５ｈａ

２-１１ 北野台中 約１.７ｈａ

２-１４ 東月寒中 約１.７ｈａ

１-２５ 北野平小 約１.３ｈａ

１-４６ 平岡中央小 約１.６ｈａ

２-３０ 平岡中央中 約２.２ｈａ

１-５８ 平岡公園小 約１.６ｈａ

２-２０ 平岡中 約１.９ｈａ

１-４３ 平岡南小 約１.７ｈａ

２-２６ 真栄中 約２.１ｈａ

１-４１ 真栄小 約１.７ｈａ

１-５０ 美しが丘小 約１.７ｈａ

１-３０ 清田緑小 約１.４ｈａ

２-２５ あやめ野中 約２.４ｈａ

１-１６ 南月寒小 約１.６ｈａ

１-３７ 西岡北小 約１.５ｈａ

２-１９ 西岡北中 約１.９ｈａ

２-１５ 西岡中 約１.９ｈａ

１-６ 西岡南小 約１.６ｈａ
１-２７ 澄川南小 約１.５ｈａ

１-４９ 中の沢地区小 約２.５ｈａ

１-２８ 藻岩南小 約１.６ｈａ

１-７ 石山東小 約１.５ｈａ（廃止）

１-４４ 藤野南小 約１.８ｈａ

２-１７ 藤野中 約２.０ｈａ

２-６ 常盤中 約２.０ｈａ

札幌圏都市計画学校（札幌市決定）

変更箇所図（総括図）

１-６０ ノホロの丘小 約１.６ｈａ

１-５９ 石山緑小 約１.６ｈａ

１-６１ 新札幌わかば小 約１.6ｈａ

２-２８ 星置中 約２.０ｈａ

1-62 芸術の森小学校約２.２ha（追加）

2-12 石山中 約１.8ｈａ（変更）
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凡例 

 地番界 

 

札幌圏都市計画学校 計画図 
1-62 芸術の森小学校 

 縮尺      1/2,500 
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札幌圏都市計画学校 計画図 

2-12 石山中学校 

縮尺 1/1,000 

 

3・4・620 

石山・藤野通 

凡例（石山中学校の区域） 

 地番界 

 3・4・620 

石山・藤野

通の中心

線 か ら

8.55ｍ 

 

石
山
中
学
校 
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札幌圏都市計画学校の変更 新旧対照表 

 
 
 
 
 

番号 
名称  

位置 

面積 

新 旧 新 旧 

1-7 － 石山東小学校 南区石山東５丁目 0ha 1.5ha 

1-62 
芸術の森小

学校 
－ 

南区常盤２条３丁

目 
2.2ha 0ha 

2-12 石山中学校 石山中学校 
南区石山２条８・

９丁目 

1.8ha(17,908

㎡) 

1.8ha(17,953

㎡) 
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凡例 

 地番界 

 

札幌圏都市計画学校 新旧対照図 
 縮尺       1/2,500 

 

（変更前） 

 1-7 石山東小学校 

 

（変更後） 

 廃止 
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凡例 

 地番界 

 

（変更前） 

 計画なし 

 

（変更後） 

 1-62 芸術の森小学校 

札幌圏都市計画学校 新旧対照図 
 縮尺       1/2,500 
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3・4・620 

石山・藤野通 

札幌圏都市計画学校 新旧対照図 

縮尺 1/1,000 

 

凡例 

    ：変更のない区域 

    ：変更前の区域 

    ：変更後の区域 

 

石
山
中
学
校 
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