
主な全国施設一体型小中学校一覧表（公立、義務教育学校を含む）

　この一覧は、近年の学校教育の傾向を踏まえて小学校と中学校もしくは義務教育学校の施設を一体型もしくは併設型としてい
る（計画している）学校である。本誌の立場として、整備手法による一体化、既存施設同士や一部の増築施設を渡り廊下などで接
続することで一体利用を可能としている例を含めている。同様に、教育活動としては小中連携や交流をしている学校でも施設が
一体的に整備されている学校も含めている。
　なお、学校名に下線がひかれている学校は義務教育学校で、緑色の学校は、施設整備や義務教育学校への移行など、計画が進
められているものである。

北海道 釧路市 阿寒湖小学校・中学校
斜里町 知床ウトロ学校
白糠町 庶路小学校・庶路中学校
中標津町 計根別学園

青森県 むつ市 川内小学校・川内中学校（川内小中学校）
三戸町 三戸小学校・三戸中学校（小中一貫三戸学園）
東通村 東通小学校・東通中学校（東通学園）

岩手県 釜石市 唐丹小学校・唐丹中学校
釜石市 鵜住居小学校・釜石東中学校
盛岡市 土淵小学校・土淵中学校
岩泉町 小本小学校・小本中学校
大槌町 大槌学園

宮城県 石巻市 雄勝小学校・雄勝中学校
栗原市 金成小学校・金成中学校（金成小中学校）
登米市 豊里小学校・豊里中学校（豊里小中学校）
名取市 閖上小学校・閖上中学校
女川町 女川小学校・女川中学校
色麻町 色麻小学校・色麻中学校（色麻学園）

秋田県 井川町 井川義務教育学校
小坂町 小坂小学校・小坂中学校

山形県 新庄市 萩野学園〈352〉
新庄市 明倫学区義務教育学校
小国町 小国小学校・小国中学校〈344〉
戸沢村 戸沢小学校・戸沢中学校（戸沢学園）

福島県 いわき市 豊間小学校・豊間中学校

郡山市 湖南小学校・湖南中学校（湖南小中学校）
西田学園義務教育学校

茨城県 小美玉市 玉里地区小中一貫教育学校
北茨城市 関本小学校・関本中学校（関本学園）〈362〉
桜川市 （仮称）桃山小中一貫教育校
つくば市 春日学園義務教育学校〈319〉

秀峰筑波義務教育学校
葛城北部地区義務教育学校
みどりの地区　義務教育学校

土浦市 新治学園義務教育学校
水戸市 国田義務教育学校
河内町 義務教育学校

栃木県 小山市 絹義務教育学校

佐野市 田沼西地区小中学校
葛生地区小中学校
赤見地区小中一貫校

那須塩原市 塩原小中学校
高根沢町 東小学校・北高根沢中学校

埼玉県 春日部市 庄和北部地域義務教育学校
坂戸市 城山小学校・城山中学校（城山学園）〈358〉

千葉県 市原市 加茂小学校・加茂中学校（加茂学園）〈333〉
柏市 柏の葉小学校・柏の葉中学校
鴨川市 長狭小学校・長狭中学校（長狭学園）〈303〉
館山市 房南小学校・房南中学校（房南学園）
成田市 下総小学校・下総中学校（下総みどり学園）〈340〉
流山市 おおたかの森小学校・おおたかの森中学校〈356〉
南房総市 富山小学校・富山中学校（富山学園）〈363〉
長南町 長南小学校・長南中学校

東京都 足立区 輿本小学校・扇中学校（小中一貫校輿本扇学園）

新田小学校・新田中学校（新田学園）〈299〉

葛飾区 松上小学校・新小岩中学校（小中一貫校新小岩学園）
高砂小学校・高砂中学校（小中一貫教育校高砂けやき学園）

北区 王子小学校・王子桜中学校〈282〉
江東区 有明小学校・有明中学校

品川区 日野学園〈242〉
伊藤学園〈257〉
八潮学園〈287〉
荏原平塚学園〈304〉
品川学園〈306〉
豊葉の杜学園〈340〉

渋谷区 渋谷本町学園小学校・渋谷本町学園中学校（渋谷本町学園）〈319〉

杉並区 新泉和泉小学校・和泉中学校（杉並和泉学園）〈360〉
高円寺地域施設一体型小中一貫教育校

世田谷区 芦花小学校・芦花中学校
豊島区 池袋本町小学校・池袋中学校〈369〉
練馬区 大泉桜学園小学校・大泉桜学園中学校（小中一貫教育校大泉桜学園）
港区 港陽小学校・港陽中学校（お台場学園）

白金の丘小学校・白金の丘中学校（白金の丘学園）
八王子市 みなみ野小学校・みなみ野中学校（小中一貫校みなみ野小中学校）

加住小学校・加住中学校（小中一貫校加住小中学校）
第六小学校・第三中学校（いずみの森小中学校）

町田市 大戸小学校・武蔵岡中学校（小中一貫ゆくのき学園）
武蔵村山市 第四小学校・第二中学校（小中一貫校村山学園）

神奈川県 川崎市 はるひ野小学校・はるひ野中学校（はるひ野小中学校）〈277〉
子母口小学校・東橘中学校〈356〉

相模原市 青野原小学校・青野原中学校〈204・256〉
横浜市 西金沢学園

新潟県 三条市 嵐南小学校・第一中学校（三条嵐南学園）〈339〉
大崎小学校・大崎中学校（大崎学園）

十日町市 下条小学校・下条中学校〈341〉
湯沢町 湯沢小学校・湯沢中学校（湯沢学園）

富山県 富山市 芝園小学校・芝園中学校〈268〉
氷見市 朝日丘小学校・南部中学校

石川県 金沢市 湯涌小学校・芝原中学校
内川小学校・内川中学校
医王山小学校・医王山中学校

珠洲市 宝立小中学校
大谷小中学校

白山市 白嶺小学校・白嶺中学校〈285〉
福井県 大野市 和泉小学校・和泉中学校〈249〉

長野県 佐久穂町 佐久穂小学校・佐久穂中学校〈354〉
信濃町 信濃小中学校

岐阜県 土岐市 濃南小学校・濃南中学校〈367〉
白川村 白川郷学園

静岡県 伊豆市 土肥海の恵学園
磐田市 豊田北部小学校・豊田中学校（なかふじ向上型学府一体校）
静岡市 井川小学校・井川中学校

大川小学校・大川中学校
梅ケ島小学校・梅ケ島中学校
大河内小学校・大河内中学校

沼津市 静浦小学校・静浦中学校（静浦小中一貫学校）〈339〉
戸田地区小中一貫校

浜松市 引佐北部小学校・引佐北部中学校（小中一貫校引佐北部小中学校）
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庄内小学校・庄内中学校（庄内学園）〈341〉
中部小学校・中部中学校（浜松中部学園）

愛知県 瀬戸市 祖東中学校、本山中学校、祖母懐小学校、東明小学校、古瀬戸小学校、深川小学校、道泉小学校
名古屋市 笹島小学校・笹島中学校〈293〉
日進市 竹の山小学校・日進北中学校〈329〉
飛島村 飛島小学校・飛島中学校（小中一貫教育校飛島学園）〈293〉

三重県 いなべ市 藤原小学校・藤原中学校
津市 みさとの丘学園
御浜町 尾呂志学園小学校・尾呂志学園中学校

滋賀県 高島市 高島小学校・高島中学校（高島学園）
京都府 綾部市 上林小学校・上林中学校（上林小・中一貫校）

東綾小学校・東綾中学校（東綾小中一貫校）
宇治市 宇治小学校・黄檗中学校（宇治黄檗学園）〈333〉
亀岡市 亀岡川東学園〈370〉

京都市 大原小学校・大原中学校（京都大原学院）
花脊小学校・花脊中学校（花脊小中学校）〈301〉
開睛小学校・開睛中学校（東山開睛館）
凌風小学校・凌風中学校（凌風学園）〈333〉

福知山市 夜久野小学校・夜久野中学校（夜久野学園）
大阪府 池田市 細郷小学校・細郷中学校（ほそごう学園）

和泉市 南松尾はつが野学園

大阪市 矢田小学校・矢田南中学校（やたなか小中一貫校）
啓発小学校・中島中学校（小中一貫校むくのき学園）
新今宮小学校・今宮中学校（いまみや小中一貫校）〈351〉
浪速小学校・日本橋中学校（日本橋小中一貫校） 

堺市 さつき野小学校・さつき野中学校（さつき野学園）
大泉小学校・大泉中学校（大泉学園）

豊中市 庄内小・野田小・島田小：庄内地域小中一貫校（北校）
庄内南小・庄内西小・千成小：庄内地域小中一貫校（南校）

箕面市 止々呂美小学校・止々呂美中学校（とどろみの森学園）〈296〉
彩都の丘小学校・彩都の丘中学校（彩都の丘学園）〈310〉

守口市 さつき学園〈366〉
八尾市 高安小学校・高安中学校
能勢町 能勢小学校・能勢中学校（能勢ささゆり学園）〈369〉

兵庫県 加東市 東条地域小中一貫校
社地域小中一貫校
滝野地域小中一貫校

神戸市 上筒井小学校・筒井台中学校
姫路市 白鷺小学校・白鷺中学校（白鷺小中学校）

奈良県 生駒市 生駒北小学校・生駒北中学校

奈良市 田原小学校・田原中学校（田原小中学校）
富雄第三小学校・富雄第三中学校（富雄第三小中学校）
月ヶ瀬小学校・月ヶ瀬中学校（月ヶ瀬小中学校）

和歌山県 橋本市 橋本小学校・橋本中学校
和歌山市 伏虎義務教育学校

鳥取県 鳥取市 湖南学園小学校・湖南学園中学校（湖南学園）
福部小学校・福部中学校（福部未来学園）

若桜町 若桜小学校・若桜中学校（若桜学園）
島根県 松江市 八束小学校・八束中学校（小中一貫校八束学園）

西ノ島町 西ノ島小学校・西ノ島中学校
岡山県 岡山市 蛍明小学校・足守中学校（あしもり学園）〈350〉

広島県 大竹市 小方小学校・小方中学校（小方学園）〈359〉

呉市 呉中央小学校・呉中央中学校（呉中央学園）
広南小学校・広南中学校（広南学園）
倉橋小学校・倉橋中学校（倉橋学園）
警固屋小学校・警固屋中学校（警固屋学園）

竹原市 忠海小学校，忠海中学校（忠海学園）〈360〉
吉名中学校区小中一貫教育校

廿日市市 大野西小学校・大野中学校（大野学園）〈355〉
福山市 鞆の浦学園

府中市 府中学園〈279〉
府中明郷学園

三次市 みらさか小学校・三良坂中学校（みらさか学園）
山口県 山陽小野田市 厚陽小学校・厚陽中学校〈317〉
徳島県 佐那河内村 佐那河内小学校・中学校

香川県 高松市 高松第一小学校・高松第一中学校（高松第一学園）
塩江小学校・塩江中学校

高知・愛媛県 組合立 篠山小学校・篠山中学校（高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校）
高知県 高知市 義務教育学校　土佐山学舎

義務教育学校　行川学園
梼原町 梼原小学校・梼原中学校（梼原学園）〈308〉

福岡県 飯塚市 頴田小中学校（小中一貫校頴田校）〈342〉
幸袋小学校・幸袋中学校（小中一貫校幸袋校）
楽市小学校・平恒小学校・穂波東中学校（小中一貫校穂波東校）
蓮台寺小学校・潤野小学校・鎮西中学校

田川市 猪位金小学校・猪位金中学校（猪位金学園）
福岡市 照葉小学校・照葉中学校

舞鶴小学校・舞鶴中学校〈341〉
住吉小学校・住吉中学校

宮若市 宮若西中学校・若宮小学校（小中一貫わかみや校）
宗像市 大島小学校・大島中学校

玄海小学校・玄海中学校
八女市 上陽北汭学園
東峰村 東峰小学校・東峰中学校（東峰学園）

佐賀県 小城市 芦刈小学校・芦刈中学校（芦刈観瀾校）〈342〉

唐津市 七山小学校・七山中学校（七山小中学校）
馬渡小学校・馬渡中学校（馬渡小中学校）

佐賀市 芙蓉小学校・芙蓉中学校（小中一貫校芙蓉校）
北山小学校・北山中学校（小中一貫校北山校）
思斉小学校・思斉中学校（小中一貫校思斉館）

多久市 東原庠舎中央校
東原庠舎東部校
東原庠舎西渓校

大町町 小中一貫校　大町ひじり学園
玄海町 玄海小学校・玄海中学校（玄海みらい学園）〈352〉

長崎県 五島市 奈留小学校・奈留中学校（奈留小中学校）
長崎市 野母崎小学校・野母崎中学校（青潮学園）〈351〉
小値賀町 小値賀小学校・小値賀中学校〈337〉

熊本県 宇城市 豊野小学校・豊野中学校
玉名市 玉陵小学校・玉陵中学校（玉陵学園）
八代市 泉小学校・泉中学校（いずみ学園）
和水町 三加和小学校・三加和中学校
産山村 産山小学校・産山中学校（産山小中学校）

大分県 大分市 碩田学園
佐伯市 蒲江翔南小学校・蒲江翔南中学校（蒲江翔南学園）
日田市 大明小学校・大明中学校（修明校）〈333〉

津江小学校・津江中学校
大山小学校・大山中学校

豊後高田市 都甲小学校・都甲中学校（戴星学園）
宮崎県 えびの市 上江小中学校

日南市 北郷小学校・北郷中学校（学びの杜北郷学園）
延岡市 黒岩小学校・黒岩中学校（祝子の風黒岩小中学校）

北方学園小学校・北方学園中学校（北方学園）
上南方小学校・南方中学校（上南方小中学校）
三川内小学校・三川内中学校（三川内小中学校）

日向市 平岩小学校・岩脇中学校（平岩小中学校）
大王谷小学校・大谷中学校（大王谷学園）
東郷小学校・東郷中学校（東郷学園）

鹿児島県 出水市 鶴荘学園
鹿児島市 錫山小学校・錫山中学校（錫山小中学校）
鹿屋市 花岡小学校・花岡中学校（花岡学園）
薩摩川内市 東郷地域小中一貫校
南さつま市 坊津学園〈346〉

沖縄県 名護市 久志小学校・久志中学校（緑風学園）
屋我地小学校・屋我地中学校（屋我地ひるぎ学園）

宮古島市 結の橋学園
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