
報告事項４ 

 

HAT 神戸新設小学校・特別支援学校の校名募集結果について  

HAT 神戸新設小学校・特別支援学校の校名募集結果について、以下のとおり報告す

る。 

令和２年１月14日提出 

 

１ 報告趣旨  

  令和３年４月に HAT 神戸地区に新設する小学校及び特別支援学校について、本年

11月に実施した校名募集の結果を報告する。  
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ＨＡＴ神戸新設小学校・特別支援学校の校名募集結果について 

 

１ 校名募集の概要 

（１）校名募集学校 

・小学校（ＨＡＴ神戸） 

・特別支援学校（小学校と併設）[知的障害：小･中学部、肢体不自由：小･中･高等部] 

・高等特別支援学校（現青陽東養護学校）[知的障害：高等部] 

（２）募集期間 

令和元年 11 月７日(木)～25 日(月) 

（３）募集案内 

別紙のとおり 

２ 募集結果について 

＜小学校（ＨＡＴ神戸）＞ 

（１）応募数  470 件 （校名案数 297 案） 

内訳）児童：350 件 保護者・地域：62 件 ホームページ：58 件 

 （２）おもな校名案 

①『ＨＡＴ』が付く校名  63 案（全体の 21％） 

「ＨＡＴ小学校」「ＨＡＴこうべ小学校」「ＨＡＴなだ小学校」「ＨＡＴさくら

小学校」「ＨＡＴなぎさ小学校」「ＨＡＴみぬめ小学校」「ＨＡＴみらい小学校」

「ＨＡＴゆめ小学校」など 

※「ＨＡＴ」の表記は、「ＨＡＴ」のほか、「はっと」「ハット」など 

② 地名（通称名、旧地名等を含む）が付く校名 58 案（全体の 20％） 

「なだのはま小学校」「みぬめ小学校」「敏馬ノ浜小学校」「ひので小学校」「灘

南小学校」「岩屋小学校」「浜岩屋小学校」「摩耶海岸通小学校」など 

③ その他（自然環境や思い・願い等） 176 案 

「さざなみ小学校」「みぎわ小学校」「なのはな小学校」「さくら小学校」「希望

小学校」「きらきら小学校」「勉強小学校」「令和小学校」など 
 

＜特別支援学校（小学校と併設）＞ 

（１）応募数  82 件 （校名案数 57 案） 

（２）おもな校名案 

① 地域とのつながりを大切にしたもの 

「ＨＡＴ神戸支援学校」「摩耶日の出支援学校」「浜岩屋支援学校」「みぬめ支

援学校」など 

② 子供がなじみやすく、親しみやすいもの 

「ＨＡＴさくら支援学校」「菜の花支援学校」「ＨＡＴあおぞら支援学校」など 

③ 学校の由来や知肢併置のイメージ 

「恵生支援学校」「ＨＡＴ明生支援学校」「共生支援学校」など 

④ 明るく前向きなイメージ 

「なぎさかがやき支援学校」「陽明支援学校」「結支援学校」など 
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＜高等特別支援学校（現青陽東養護学校）＞ 

（１）応募数  78 件 （校名案数 44 案） 

（２）おもな校名案 

① 地域とのつながりを大切にしたもの 

「みぬめの浦(高等)支援学校」「なぎさ日出(高等)支援学校」「岩屋(高等)支援

学校」「灘(高等)支援学校」など 

② 学校の由来からくるもの 

「青陽東(高等)支援学校」「岩屋生陽(高等)支援学校」「青陽灘(高等)支援学校」

「神戸市立高等支援学校」など 

③ 明るく前向きなイメージ 

「翔陽(高等)支援学校」「灘みらい(高等)支援学校」「灘の浜ひかり(高等)支援

学校」「皆生(高等)支援学校」など 
 
３ スケジュール（予定） 

① １月 保護者や地域の方と意見交換(開校準備委員会等)を実施 
  （一次候補案(５案程度)選定） 

② ２月 教育委員会会議（一次候補案(５案程度)の協議） 

③ ３月 一次候補案について、改めて保護者や地域の方と意見交換を実施 
  （最終校名案を選定） 

④ ３月 教育委員会会議（校名（仮称）の議決） 

⑤ 12 月 市会（神戸市立学校設置条例改正の議決（校名決定）） 
 

※ 開校準備委員会…西灘小学校、なぎさ小学校の保護者・地域の代表者等で構成し、

小学校の校名や通学路の安全対策等について協議を行っている 

４ 参考 

（１）校名の選定について 

・小学校の校名は学校の成り立ちから、地域の名称を冠したものが多い。 

・近年、新設した学校（井吹の丘小学校（H26 年度）、舞多聞小学校（H28 年度）

等）においても地域名をもとにした校名となっている。 

・特別支援学校は通学区域が広いため必ずしも地域名をもとにした校名ではないが、

最近開校した学校（「青陽須磨支援学校（H21 年度）」「いぶき明生支援学校」（H29

年度））では、地域名に学校の理念や思い等を組み合わせた校名となっている。 

・校名は、地域に愛される学校となるよう公募を行っており、保護者や地域の人

の意見を参考に「親しみやすさ」「言いやすさ」「他に紛らわしいものがないか」

などの観点から決定している。 

・なお校名表記について特に決まりはないが、公立の小・中学校でアルファベッ

トが入った学校はない（高校では「長野県飯田ＯＩＤＥ
オーアイﾃﾞｨｰｲｰ

長
おさ

姫
ひめ

高等学校」がある）。 

（２）『ＨＡＴ神戸』名称の経緯（由来） 

「ＨＡＴ神戸」は「Ｈappy Ａctive Ｔown」の頭文字を組み合わせた東部新都

心の愛称。東部新都心整備計画は震災復興のシンボルプロジェクトの一つとして

平成７年６月に位置づけられ、事業着手の際に実施した公募により「ＨＡＴ神戸」

の愛称が決定した。摩耶山の南、ウォーターフロントに開ける当地区が文字通り

ハッと変貌し、だれもが幸福で活気あふれる街となるようにとの願いが込められ

ている。 
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令和元年 11 月 

西灘小学校･なぎさ小学校･特別支援学校のみなさま 

西灘小学校･なぎさ小学校の地域のみなさま 

HAT 神戸新設小学校 開校準備委員会 

  市東部地域特別支援学校  開校準備委員会 

         

HAT 神戸に誕生する新しい小学校・特別支援学校と 

生まれ変わる青陽東養護学校の校名を募集します！ 
 

 みなさまにおかれましては、平素より学校運営にご理解やご協力をいただき、深く

感謝申し上げます。令和３年４月には、HAT 神戸内の同じ敷地で、新しい小学校と

特別支援学校が開校いたします。また、青陽東養護学校は高等部知的障害部門のみの

特別支援学校として生まれ変わります。つきましては、みなさまから素敵な校名をご

提案いただき、参考にさせていただきたいと思います。 

多くのみなさまのご応募をお待ちしています。  
 

   

１ 提出期日   

・令和元年 11 月 2５日(月)まで 
        
２ 提出先   

・西灘小学校･なぎさ小学校･特別支援学校のみなさま 

→各自の学校へ提出 

・西灘小学校･なぎさ小学校の地域のみなさま 

→以下の回収箱へ投函 

 【応募用紙･回収ボックス設置場所】 

岩屋青年会館（岩屋中町 4-4-21） 

岩屋地域福祉センター（岩屋北町 2-5-3） 

なぎさ地域福祉センター（摩耶海岸通 2-3-4） 

  ※神戸市教育委員会 HP から応募することも可能です。 

 

 

 

３ 校名を考えていただくにあたって（注意事項等） 

・応募はひとり１点とします。 

・小学校名･特別支援学校名･青陽東養護学校名のすべてを考えても、そのうちの 

いくつかを考えてもかまいません。 

  ・地域の歴史･由緒･地名･直近の神戸市の新設校名や統合校名（裏面参照）等を

参考に、校名を考えてください。 

  ・応募された校名に関する一切の権利は、神戸市教育委員会に帰属します。 

  ・応募数の多い校名、もしくは応募された校名から選考されるとは限りません。   

・選考された校名については、一部修正する場合もあります。 
 

～裏面にご記入いただき、そのままご提出ください。～ 

このシールが貼って

ある回収ボックスに投

函してください。 

http://www.city.kobe.lg.jp/a98017/kosodate/sodan/special/tobu-sebi/komeibosyu.html 

          

 

小 中 高

青陽東養護学校 知的障害 ○ ○

友生支援学校 肢体不自由 ○ ○ ○

【HAT神戸地域の特別支援学校に通学する児童・生徒について】

※知的障害部門は本庄中・本山南中・魚崎中の校区を除く（芦屋特別支援学校へ）

母体校 部門
学部

通学区域

東灘区※
灘　区
中央区

HAT 校名募集  検索 スマホ等からはこちら→ 

http://www.city.kobe.lg.jp/a98017/kosodate/sodan/special/tobu-sebi/komeibosyu.html
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応募に関するお問い合わせ等は下記の連絡先へ 

神戸市教育委員会事務局 

・学校環境整備課（℡：078-984-0691） 

・特別支援教育課（℡：078-984-0737） 

※校名は、「親しみやすさ」「わかりやすさ」「言いやすさ」「地域や学校の由来」「児童･生徒･

保護者･地域の思い」「紛らわしいものが他にないか」等の観点から選定されます。 

 

母体校名（小学校） ⇒ 分離新設校名 よみがな 理由等 開校年度

井吹東 ⇒ 井吹の丘 いぶきのおか 地名と立地 平成26年度

本多聞 ⇒ 舞多聞 まいたもん 地域の名前 平成28年度

統合前の各校名（小学校） ⇒ 統合校名 よみがな 理由等 開校年度

菊水・鵯越・夢野・東山 ⇒ 夢野の丘 ゆめののおか 地名と願い 平成21年度

平野・湊山・荒田・湊川多聞 ⇒ 神戸祇園 こうべぎおん 地域の象徴 平成27年度

丸山・雲雀丘 ⇒ 丸山ひばり まるやまひばり 両校の名前 平成28年度

有野台・有野東 ⇒ ありの台 ありのだい 地域の名前 令和元年度

再編前の校名（特別支援学校） ⇒ 新設校名 よみがな 理由等 開校年度

垂水・青陽西 ⇒ いぶき明生 いぶきめいせい 地名と願い 平成2９年度

【参考】直近の神戸市の新設校名・統合校名

 

 

みなさまのご提案を参考に校名案を

選定し、学校設置条例の改正（市会の

議決）により決定されます。 

（令和２年 12 月頃の予定） 

 

あなたの 

校区【地域】 

（○をつける） 

１ 西灘小  ２ なぎさ小  ３ 青陽東養護  ４ 友生支援  ５ その他 

提案する校名 

新しい小学校名・特別支援学校名 
生まれ変わる 

青陽東養護学校名 

小学校 支援学校 支援学校 

よみがな 

しょうがっこう しえんがっこう しえんがっこう 

理由･イメージ 

込められた思い 

      等 

  

小学校名･特別支援学校名･青陽東養護学校名のすべてを 

考えても、そのうちのいくつかを考えてもかまいません。 【応募用紙】
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ＨＡＴ神戸新設小学校・特別支援学校の概要 

 

１ 事業概要 

（1）経緯 

灘区南部・中央区東部では児童数が増加傾向にあり、また、今後も集合住宅の建設

などにより増加が見込まれることから、ＨＡＴ神戸に小学校を新設するとともに、周

辺校を含めた校区変更を行うことで学校の過密化、教室不足に対応する。 
また、特別支援学校においても、市東部の特別支援学校の児童生徒数の増加に対応

するため、青陽東養護学校を（知的障害部門）高等部の学校とし、ＨＡＴ神戸に知肢

併置の特別支援学校を新設する。 
（2）新設校の概要 

設置場所 灘区摩耶海岸通２丁目 

開校時期 令和３年４月（予定） 
敷地面積 15,000㎡ (小学校・特別支援学校) 
建物構造 ５階建て(特支校は６階) 鉄筋コンクリート造 

学校概要 
【小学校】西灘小学校、なぎさ小学校からの分離新設 

 （校区）   岩屋北町、岩屋中町、岩屋南町、摩耶海岸通 

 （学校規模） 児童数約 550 人 

【特別支援学校】青陽東養護学校、友生支援学校からの分離新設 

 （通学区域） 東灘（※）、灘、中央区 

 （設置学部） 知的障害部門：小学部、中学部  

肢体不自由部門：小学部、中学部、高等部 

 （学校規模） 児童生徒数約 180 人 

【高等特別支援学校】青陽東養護学校の高等部 

 （通学区域） 東灘（※）、灘、中央区 

 （設置学部） 知的障害部門：高等部  

 （学校規模） 生徒数約 120 人 

    ※知的障害部門は本庄中・本山南中・魚崎中の校区を除く（芦屋特別支援学校へ） 

 

２ 小学校の校区変更について 

（1）校区変更対象校（５校） 

西灘小学校、なぎさ小学校、稗田小学校、宮本小学校、春日野小学校 

（2）実施時期 

令和２年４月 「宮本小」校区の一部を「なぎさ小」校区に変更 

令和２年４月 「春日野小」校区の一部を「なぎさ小」校区に変更 

令和３年４月 「西灘小」「なぎさ小」校区の一部を「HAT 神戸新設小」校区に変更 

令和４年４月 「稗田小」校区の一部を「西灘小」校区に変更 

（3）指定外通学（校区変更後の対応） 

・指定外通学は児童の受入に支障のない範囲で従前校への就学を引き続き希望する場合 
≪施設状況（教室数）による各校の対応≫ 
【宮本小】 （令和２年４月時点の）全学年（２～６年生）とその弟妹のうち希望者 
【春日野小】 （令和２年４月時点の）全学年（２～６年生）とその弟妹のうち希望者 
【西灘小】 （令和３年４月時点の）５年生・６年生とその弟妹のうち希望者 
【なぎさ小】 「指定学校の変更を認める地区」に指定（令和８年度までの措置） 

【稗田小】 （令和４年４月時点の）４年生から６年生とその弟妹のうち希望者 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

３ ＨＡＴ神戸新設小学校 児童数見込 

 

開校時学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

児童数 ９４ ６８ ６１ ６１ ４３ ２７ ３５４ 

学級数 ３ ２ ２ ２ ２ １ １２ 

[推計] 

・令和元年 10月に実施した意向調査を基に推計（校区変更時点の在校生は、原則、希望すれ

ば従前校に通学できるため、ＨＡＴ神戸新設校の希望者を新設校の児童数としている。） 

・１、２年生は、在校生の新設校就学希望者の割合を基に算出 

 

なぎさ小 

稗田小 

西灘小 

上筒井小 

西郷小 葺合中 

筒井台中 

渚中 

原田中 
（灘北通） 

春日野小 

新設校 

青陽東養護学校 

岩屋北町 
岩屋中町 
岩屋南町 

宮本小 

摩耶駅 

灘駅 

（摩耶海岸通） 
（脇浜町） 

（脇浜町） 

現小学校校区 

宮本小からなぎさ小へ校区変更する区域 (2020 年４月) 
［脇浜町１・３丁目の一部及び２丁目］ 

稗田小から西灘小へ校区変更する区域 (2022 年４月) 
［灘北通４～６丁目一部の地域］ 

春日野小からなぎさ小へ校区変更する区域 (2020 年４月) 
［脇浜町３丁目４番］ 

現中学校校区 

西灘小校区：岩屋(北町･中町･南町) 
なぎさ小校区：摩耶海岸通 

新設校校区 
(2021 年４月) 

（4）ＨＡＴ神戸新設小学校 校区図 


