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調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会設置要綱 

令和３年６月７日教育委員会要綱第７号 

 

第１ 設置 

 調布市立若葉小学校（以下「若葉小学校」という。）と調布市立第四中

学校（以下「第四中学校」という。）の一体型施設整備（以下「施設整

備」という。）に伴い，調布市教育委員会が策定する施設整備に係る基本

構想（以下「基本構想」という。）の策定に向け，地域環境や学校敷地の

特性等を考慮し，多様な学習活動に対応する指導が可能な学校施設整備の

在り方のほか，この後に策定を進める基本設計に反映する事項等について

検討するため，調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会を置

く。 

第２ 所掌事項 

 委員会は，基本構想の策定に向けて，次の各号に掲げる事項について検

討し，その結果を調布市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に

報告する。 

(1) 施設整備に係る基本構想に関すること。 

(2) 若葉小学校及び第四中学校の教育環境の整備に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，教育長が必要と認める事項に関するこ

と。 

第３ 組織 

 委員会は，次の各号に掲げる者のうちから教育長が依頼し，又は任命す

る委員20人以内をもって組織する。 

(1) 若葉小学校及び第四中学校の学校長                   

(2) 若葉小学校及び第四中学校に関わる職員等                

(3) 若葉小学校に在籍する児童及び第四中学校に在籍する生徒の保護者     

(4) 市長部局の職員                            

(5) 教育委員会事務局の職員                        

(6) 前各号に掲げるもののほか，教育長が必要と認める者 

第４ 任期 
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 委員の任期は，教育長が依頼し，又は任命した日から，基本構想の検討

結果を報告するまでとする。 

第５ 委員長及び副委員長 

 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員のうちから互選で定め，副委員長は，委員長の指名によ

る。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が

欠けたときは，その職務を代理する。 

第６ 招集等 

  委員会は，委員長が招集する。 

２ 委員会は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

第７ 意見の聴収等 

 委員長は，委員会の運営上必要があると認めたときは，委員以外の者を

委員会に出席させ，その意見を聴き，又は，委員以外の者から資料の提出

を求めることができる。 

第８ 庶務 

 委員会の庶務は，教育部教育総務課において処理する。 

第９ 雑則 

 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，委員長が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は，令和３年６月７日から施行する。 
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（敬称略・順不同）

氏　名 所　属　・　肩　書　等 分　野

１ 吉村
よしむら

　　潔
きよし 東京女子体育短期大学 児童教育学科教授

東京女子体育大学 　　体育学部体育学科 教授（兼任）
学識経験者

２ 生田目
なまため

　将
まさる

調布市立若葉小学校長 学校教員

３ 生野
いくの

　まゆみ 調布市立第四中学校長 学校教員

４ 小野
おの

　勝政
しょうせい 調布市立八雲台小学校長

（特別支援学級設置校長会会長）
学校教員

５ 平岡
ひらおか

　盛仁
もりひと 調布市立調布中学校長

（特別支援学級設置校長会副会長）
学校教員

６ 阿部
あべ

　敬一
けいいち

調布市立若葉小学校ＰＴＡ会長 学校関係者

７ 大野
おおの

　幸子
さちこ

調布市立第四中学校ＰＴＡ会長 学校関係者

８ 五十嵐
いがらし

　健一
けんいち

調布市立若葉小学校　主幹教諭 学校教員

９ 岡村
おかむら

　嘉久
よしひさ

調布市立第四中学校　主幹教諭 学校教員

１０ 大嶋
おおしま

　文子
ふみこ

調布市立若葉小学校地域学校協働本部 学校関係者

１１ 局
つぼね

　たまも 調布市立第四中学校地域学校協働本部 学校関係者

１２ 小柳
こやなぎ

　　栄
さかえ

調布市行政経営部長 行政

１３ 河本
かわもと

　範久
のりひさ

調布市行政経営部公共施設マネジメント担当課長 行政

１４ 丸田
まるた

　繁樹
しげき

調布市子ども生活部長 行政

１５ 小林
こばやし

　達哉
たつや

調布市教育委員会教育部長 教育委員会

１６ 所
ところ

　　水奈
みな

調布市教育委員会教育部指導室長 教育委員会

１７ 丸山
まるやま

　義治
よしはる

調布市教育委員会教育部学務課長 教育委員会

１８ 柏原
かしわばら

　公毅
きみたけ

調布市教育委員会教育部図書館長 教育委員会

調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会　委員名簿
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第１回調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会 概要 

 

１ 日時 

  令和３年７月２７日（火）１６時から１８時まで 

２ 場所 

  教育会館３０１，３０２研修室 

３ 出席者 

 (1) 委員 

吉村委員，生田目委員，生野委員，小野委員，平岡委員，大野委員，五十嵐委員， 

岡村委員，大嶋委員，局委員，小柳委員，河本委員，丸田委員，小林委員，所委員,

丸山委員，柏原委員 

(2) 事務局 

ア 教育委員会 

  大和田教育⾧，高松次⾧，関口施設担当課⾧，森木係⾧，榎本主任，平野(書記） 

イ 行政経営部 

後藤公共施設マネジメント担当係⾧ 

  ウ 株式会社大誠建築設計事務所 

    小林氏，樋口氏 

４ 進行 

 (1) 教育⾧挨拶 

 (2) 検討委員会委員⾧及び副委員⾧の選任 

 (3) 議題についての説明及び質疑応答 

 (4) 次回の検討委員会について 

５ 質疑応答 

 (1) 若葉小学校と第四中学校の日頃連携している具体例【議題２(小柳委員)】 

  ア 四中の校庭を借用してのスポーツ大会（生田目委員） 

  イ 若葉小学校児童を対象とした学校見学会,同じ講師を招いての教員研修(生野委員) 

  ウ 学校見学の際の，中学校での授業体験（岡村委員）  

  エ 若葉小学校，第四中学校合同の吹奏，教職員研修，若葉小学校・第四中学校の先

生による星空観察のサポート（大嶋委員） 

 (2) アンケートについて現在の提示は第１案なのか【議題５（生田目委員）】 

   →例として提示している。次回の検討委員会までに修正等提示してもらえれば訂正

したもので次回以降提示させていただく。（事務局） 

 (3) １２月にアンケートの結果が出て，活かせる機会があるのか【議題５(生田目委員)】 

   →集計自体はグーグルフォーム上すぐにできるので，活かせると考えている。（事務

局） 

 (4) 調査対象についてもっと範囲を広げるべきではないか【議題５（大野委員）】 

   →現在，調和小学校，滝坂小学校等については事務局でも検討している段階。すぐに

回答とはいかないが，調和小，滝坂小に改築だよりを２学期に配布と考えているの

で，あわせて再検討したい。（事務局） 
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 (5) アンケートのレベルが低学年児童には難しいのでは【議題５（五十嵐委員）】 

   →低学年，中学年，高学年と内容のレベルを変えたものを作成予定。もし事前に意見

があれば教えていただける助かる。（事務局） 

６ その他要望 

(1) 「学校づくり」という文言について，経営にも関わるように感じるので，「づくり」と

いう文言の削除は可能かどうか。（生田目委員） 

→文言については教育委員会で正式に決まったものなので訂正はできない。また，施設整備

に関連して建物を創るという観点から「学校づくり」を用いた。（事務局) 

 (2) 具体的なイメージを持つために一体型施設の見学や写真を見るなどしたい。(小柳委員） 

  →時期等を見て可能な施設があれば検討する。（事務局） 

７ 第２回検討委員会 

(1) 日時 

令和３年８月２６日（木）を予定 

 (2) 場所 

   教育会館３０１，３０２研修室 
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第２回調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会 概要 

 

１ 日時 

  令和３年８月２６日（木）１６時から１８時まで 

２ 場所 

  オンライン（ZOOM）開催 

３ 出席者 

 (1) 委員 

吉村委員，生田目委員，生野委員，小野委員，平岡委員，阿部委員，大野委員， 

五十嵐委員，岡村委員，大嶋委員，局委員，小柳委員，河本委員，丸田委員， 

小林委員，所委員 

(2) 事務局 

ア 教育委員会 

  高松次⾧，関口施設担当課⾧，森木係⾧，榎本主任，平野(書記） 

イ 行政経営部 

後藤公共施設マネジメント担当係⾧ 

  ウ 株式会社大誠建築設計事務所 

    小林氏，樋口氏 

４ 進行 

 (1) 先進事例の紹介（世田谷区立芦花小学校・芦花中学校） 

 (2) 調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館の一体的な施設整備の基本構想

（素案）について 

 (3) 校舎等配置計画比較検討（案）について 

 (4) アンケート調査の実施について 

５ 質疑応答 

(1)  小中連携，９年間教育の充実は市としての方針なのか 

  →若葉小学校，第四中学校に特化したものでは無く，全市展開をする予定である。(所委員) 

(2)  一体型施設に特別支援学級を設置する構想があるのか 

(3) 全体ネットワーク図の小中エリアゾーンに図書室があるが，１つしか作らないのか 

(4) 図書館若葉分館が併設されるが，学校の授業の際には使用ができるのか 

 (5) (3)と同様に体育館，プールが小中エリアゾーンにあるが，各校１つずつできるのか 

   (1)～(5)【議題２（生田目委員）】 

→(2)～(5)あくまでも案であり，決定ではない。（事務局） 

(6) 両校ともに水害時には避難所に設定されていないが，改築することにより避難所とし 

  て設定することは可能か【議題２（生田目委員）】 

  →今回の整備と併せて検討したいと考えている。（事務局） 

 (7) アンケート調査における市民とは，どの程度の範囲までを指すのか。 

【議題４（小柳委員）】 

→ポスティングによる周知は若葉小学校，第四中学校の敷地から３０メートル程度を考 

えている。それ以外については，市ホームページにも掲載予定なので，実質的には全市 
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民が対象だと考られる。（事務局） 

６ その他意見・要望 

(1) 整備の際には教室の面積を優先して欲しい。（生野委員） 

(2) 児童館の待機児童のことや地域性を考えて，最初から併設が難しくても，余裕教室を 

確保して，ユーフォーを移すなどを検討して欲しい。（丸田委員） 

(3) 全体ネットワーク図の中に「避難所」としての機能を入れ込んだ方が良いのではないか 

（小柳委員） 

→どのような形で組み込むか検討する。（事務局) 

(4) 現在の四中の建物がツインタワーに近いが，行き来するのが面倒な点もあるので，違う方が 

使いやすいのではないか。(大野委員） 

(5) 配置を考える際に音や砂など，地域への影響も考えてほしい。（大嶋委員） 

(6) 低学年用のアンケートの「悪い」という文言は正しく伝わらない可能性があるので，別の 

文言でも良いのではないか。（五十嵐委員） 

７ 見学会 

 (1) 日時 令和３年９月２７日（月） １３時から１７時まで（予定） 

 (2) 場所 八王子市いずみの森義務教育学校（八王子市子安町２−１８−１） 

８ 第３回検討委員会 

日時 令和３年１０月中旬を予定 
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第４回調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会 概要 

 

１ 日時 

  令和３年１１月２２日（月）１６時から１８時まで 

２ 場所 

  教育会館３０１，３０２研修室 

３ 出席者 

 (1) 委員 

吉村委員，小林委員，生野委員，平岡委員，大嶋委員，局委員，大野委員，小柳委員，河

本委員，丸田委員，所委員，丸山委員，柏原委員 

(2) 事務局 

ア 教育委員会 

  関口施設担当課⾧，森木係⾧，榎本主任，菊地主任，平野(書記） 

イ 行政経営部 

後藤公共施設マネジメント担当係⾧ 

  ウ 株式会社大誠建築設計事務所 

    小林氏，樋口氏 

４ 進行 

 (1) アンケート調査結果について 

 (2) 調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館の一体的な施設整備の基本構想(案)について 

 (3) 校舎等配置計画比較検討について  

(4) 次回以降の検討委員会について 

(5) 先進事例の視察について 

５ 質疑応答 

 (1) 体育館は小学校と中学校と合わせて一つなのか。それとも，各校一つなのか。また，二つ

の場合，同じ方向や位置に配置するのか。【議題３（平岡委員）】 

   →各校一つずつと考えている。場所については，具体的な内容は今後の話だが，ゾーン

としては一つにまとめたいと考えている。（事務局） 

 (2) 体育館は高さのある空間だと思うが，二つを並べる，もしくは，上下ということもあるのか。 

   横並びの場合，体育館で敷地の多くを使ってしまうのではないか。【議題３（大野委員）】 

   →用途地域上，建築高さは２５メートルまで可能なので，上下層として配置することは可能

である。また，説明用に分かり易い様スケールアウトした図なので，図上は狭く見える

が，実際の敷地的には問題ない。（事務局） 

 (3) 図書館の近くに体育館を配置するという話だが，調和小学校の様子等から何かメリット，

デメリットは確認できるのか。【議題３(河本委員）】 

   →特に苦情等はいただいていないので，心配はないと思っている(事務局) 

 (4) 開放する体育館は既存の体育館一つという認識で良いのか。新体育館は児童・生徒が中心に

使用という考え方か。 

   →具体的な話は今後の検討次第であるが，部活との兼ね合いで，開放は小学校の体育館がメ

インになるのではないかと思っている。（事務局） 
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 (5) 新校舎を建築した後の，児童・生徒の入り口となる門が北側ということはあるのか。 

【議題(生野委員)】 

   →あくまでも説明用の仮図なので，北側が決定ということではない。（事務局） 

６ 第５回以降検討委員会 

(1) 日時（予定） 

  ア 第５回 令和３年１２月２１日（火） 午後４時から（調布市教育会館） 

  イ 第６回 令和４年１月下旬から２月上旬を予定 

(2) 場所 

   教育会館３０１，３０２研修室 

７ 先進事例の視察について 

 (1) 日時 

   令和３年１２月１７日（金） 午後 

 (2) 場所 

   八王子市立いずみの森義務教育学校（八王子市子安町２−１８−１） 
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第５回調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会 概要 

 

１ 日時 

  令和３年１２月２１日（火）１６時から１８時まで 

２ 場所 

  教育会館３０１，３０２研修室 

３ 出席者 

 (1) 委員 

吉村委員，小林委員，生田目委員，小野委員，平岡委員，大野委員，五十嵐委員，岡村委

員，大嶋委員，局委員，河本委員，丸田委員，所委員，丸山委員，柏原委員 

(2) 事務局 

ア 教育委員会 

  関口施設担当課⾧，森木係⾧，榎本主任，平野(書記） 

イ 行政経営部 

後藤公共施設マネジメント担当係⾧ 

  ウ 株式会社大誠建築設計事務所 

    小林氏，樋口氏 

４ 進行 

 (1) 調布市立若葉小学校・第四中学校及び図書館若葉分館施設整備基本構想（素案） 

 (2) 校舎等配置計画比較検討について  

(3) 調布市立若葉小学校・第四中学校基本構想中間説明会の報告 

(4) 次回以降の検討委員会について 

５ 質疑応答 

 (1) 職員室は小学校と中学校が同じ部屋なのか共用フロアに一緒にいるだけなのか。    

また，同じ部屋の場合，間仕切り等あるのか。【議題２（平岡委員）】 

   →ローパーテーション等で仕切ることは可能と考えているが，小中で同じ空間にと考え

ている。（事務局） 

 (2) 通級教室は普通教室・特別支援教室ブロックに入るのか。また，小中で教室の大きさに  

違いはあるのか。【議題２（大野委員）】 

   →通級教室については，普通教室・特別支援教室ブロックに含む。なお，教室の大きさは小

中同一と考えている。（事務局） 

 (3) 開放エリアに区分けされた場合は講座を開く等の利用ができるのか。非開放エリアになっ

た場合には，そういう扱いは全くできないということか。また，非開放エリアであって

も，学校主催の場合は外部の人でも使用できるのか。【議題２(局委員）】 

   →開放，非開放の区分けは地域に貸し出すか，貸し出さないかという分け方である。なお， 

防犯の観点から全てを開放にするのではなく，ある程度の線引きが必要と考える。(事務局) 

 (4) 家庭科室は小中で一つということか。【議題２（生田目委員）】 

   →シミュレーションをした上で，必要な数を確保すべきと考えている。（事務局） 

 (5) 調和小学校は分館と併設しているが，運用はどうなっているのか。【議題２(河本委員)】 

   →上の階で繋がっていて，上は学校司書，下は図書館職員と分かれている。また，建築当初
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は自由な往来を想定していたようだが，現在は往来に制限がある。（局委員，柏原委員） 

 (6) 図書室が小中共有ということは，小学生，中学生共にそこを利用するということか。 

【議題２（平岡委員）】 

→蔵書スペースは１箇所とし，閲覧スペースについては小中で分けても良いかのではと 

考えている。（事務局） 

６ 第６回検討委員会 

(1) 日時 令和４年２月１０日（木）午後３時からを予定 

(2) 場所 調布市立第四中学校 
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第６回調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会 概要 

 

１ 日時 

  令和４年３月２２日（火）１５時から１５時３０分まで 

２ 場所 

  第四中学校多目的室 

３ 出席者 

 (1) 委員 

吉村委員，小林委員，生田目委員，生野委員，大野委員，大嶋委員，局委員，小柳委員，

河本委員，丸田委員，所委員，丸山委員，柏原委員 

(2) 事務局 

ア 教育委員会 

  関口施設担当課⾧，森木係⾧，榎本主任，菊地主任，平野(書記） 

イ 行政経営部 

後藤公共施設マネジメント担当係⾧ 

  ウ 株式会社大誠建築設計事務所 

    小林氏，樋口氏 

４ 進行 

調布市立若葉小学校・第四中学校及び図書館若葉分館施設整備基本構想（素案） 

５ 質疑応答 

 (1) 管理諸室が１階，２階にまたがっているが，小学校と中学校の職員室が一緒ではなく，別

れる可能性があるということか（大野委員） 

   →一緒と考えているが，管理諸室が２階にくる可能性もあるため，このように表記して

いる。（事務局） 

 (2) ５ページの法令・条例等については，何のため必要か等を明記する予定はあるのか。 

（小柳委員）  

   →ここについては，設計・建築に伴い見落として欲しくない点として，次のプロポーザルや

PFI のために記載している。その旨を明記するかは検討する。（事務局） 
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調布市立若葉小学校・第四中学校基本構想中間説明会 概要 

 

１ 日時 

  令和３年１１月６日（土）①１４時から１５時２０分まで／②１９時から２０時２５分まで 

２ 場所 

  調布市立第四中学校 

３ 出席者 

 (1) 事務局 

ア 教育委員会 

小林部⾧，高松次⾧，関口施設担当課⾧，森木係⾧，菊地主任，榎本主任，野口主事，

平野（記） 

イ 株式会社大誠建築設計事務所 

    小林氏，樋口氏 

４ 進行 

 (1) 調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館の一体的な施設整備について 

 (2) 調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館の一体的な施設整備の基本構想(案)に 

ついて 

 (3) 校舎配置計画比較検討（案）について  

５ 質疑応答 

 (1) 第１回 

ア 施設が一体化することによって，図書館の機能等に変化はあるか。 

  →場所は変わるが，機能としての変更はない。 

イ 給食室は改修されたばかりだが，新しい校舎になるとどうなるのか。 

   →改めて，新校舎に設置する。 

ウ 工事期間に伴い，他校と授業数の違いが出てくると思うがどうか。また，９年間構想が

軸となると，滝坂小，調和小の子どもが入りにくくなるのではと思うがいかがか。なお，

それに伴い，学区編成を変える予定はあるのか。 

   →授業数については，指導室で検討していく予定。また，滝坂小，調和小は３年間となる

が，９年教育に取り残されないよう，教員で準備していく。  

エ 現在，通っている子ども達の環境への配慮はどうなっているのか。 

   →いきなり校庭が広くなる等は考えられないが，運動器具を増やす等，学校側と協議をしな

がら，可能な限り環境を整えていこうと思うので，引き続き，御理解・御協力を求めてい

きたい。 

オ 検討する際に，図書館側の人間は入っているのか。また，生活時程が違う中，どのよう

に対応していくのか。加えて，図書館の土日開放や，サブグラウンドへの移動方法につい

てどのように考えているのか。 

   →検討委員会の中には図書館⾧が入っており，より具体的な内容を議論する際には，現場の

声を取り入れたい。サブグラウンドへの移動方法については，歩道橋や地下通路等検討中

であるが，必要性と事業費との兼ね合いで決めていく。生活時程については，先進事例を

参考に進めていく。 
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カ 子どもの数は，追々減っていくのだから，税金を投入して建て替えるのではなく，小手

先で出来ないのか。 

   →人数の推移については，現時点で生まれている数の話であり，この地域への転入数が増加

傾向にあることから，必要性はあると考える。また，不足教室対策としてだけでなく，建

物の老朽化も課題としてあるので，建て替えの必要性はあると考える。 

キ 今回の計画は防災計画とも連携はあるのか。 

   →検討委員会のメンバーには防災担当はいないが，もう少し段階が進んだ時には，協議をす

る予定である。 

ク 工事完了前までに子どもの数が増え，不足教室が発生すると思われるがどうか。 

   →場合によっては，仮設校舎の増築もあり得ると考えている。 

 (2) 第２回 

  ア PFI を予定しているようだが，どこまでの業務を想定しているのか。運営管理等も含む

か。 

   →現時点では，設計・施工を一括でと考えている。プール等の在り方が定まっていないので，

運営管理等については今後の検討となる。 

  イ 若葉分館について，統合という考えはあるのか。若葉小の敷地部分については，サブグ

ラウンドではなく，地域に開かれた施設として活かせないか。また，自然エネルギーで回

していけるような施設を造れないか。 

   →あくまで若葉分館は移転であり，それに伴い統合等で無くなることは無い。グラウンドに

ついては，一つのグラウンドを二つの学校で使用は，現実的に難しいので必要である。ま

た，建物そのものの老朽化やバリアフリーの観点から解体という検討を行っているが，既

存のものを残すという点では改めての検討課題だと思われる。併せて，自然エネルギーに

ついては，具体的な取り組みはまだ決まっていないが，検討課題だと考えている。 

  ウ 子どもの数が減った時の施設の利用方法や，プールについては調和小の様に開放されるの

か。また，検討委員会の学識経験者が 1 人というのは少ないのではないか。 

   →空き教室が発生した際には，学童への転用や地域開放を前提での転用としたい。また，プ

ールについては，配置等も含め今後の検討となる。なお，学識経験者の人間については，

検討委員会そのものの規模を鑑みて１人としている。 
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若葉小学校における児童数の増加に伴う不足教室の発

生が大きな課題となっており，調布市教育委員会では，そ

の対策として，様々な検討を進めてきました。 

また，小学校に近接する公共施設において，第四中学校

では，今後，生徒数の増加に伴う不足教室の発生や施設の

老朽化が課題であり，図書館若葉分館においても施設の

老朽化やバリアフリー対応が課題となっています。 

このため，敷地条件が有利な第四中学校の敷地を活用

し，図書館若葉分館の施設複合化を含む若葉小学校と第

四中学校の一体型施設整備を進めます。 

今年度は，「調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備

検討委員会」を設置し，校舎等の配置など，今後の施設整

備の基本的な考え方をまとめる基本構想の策定に取り組

みます。 

●第四中学校の敷地を活用し，若葉小学校・第四中学校の改築を進めます 

調布市教育委員会では，今後，調布市の東部地域における新しい学校づくりを進めるため，施設整備に関わる

基本的な考え方（方向性）を示す施設整備に係る基本方針を定めました。 

下記の基本方針を踏まえ，基本構想の策定を進めます。 

 

【施設整備の基本方針】 

１ 高機能かつ多機能で変化に対応し得る弾力的な教育環境の整備 

〇小・中学校の連携推進につながる，新しい施設の特徴を活かした特色のある学校づくり 

〇対話的・協働的な学習として多様な学習スタイルに対応した学校づくり 

〇一人一台端末環境のもと，個別最適な学びの環境となる学校づくり 

２ 健康的かつ安全で豊かな教育環境の確保 

〇ポストコロナの「新たな日常」の実現に向けた学校づくり     

〇だれもが安全・安心に利用できることに加え，防犯面にも配慮し，児童・生徒が良好な教育環境の中で学習 

できる学校づくり 

〇特別な支援が必要な児童・生徒一人一人の能力を最大限伸ばすため，適切な支援が行うことができる学校づ 

くり 

〇食育の重要性に鑑み，食物アレルギー対策を基軸とし給食環境の充実を図る学校づくり 

３ 地域の生涯学習やまちづくりの核としての施設の整備 

〇地域コミュニティの拠点となる学校づくり 

〇地域開放を前提とし，地域との関わりを持った学校づくり 

〇避難所施設として防災機能・体制強化を図る学校づくり 

〇学校施設以外の公共施設との施設複合化を進める学校づくり 

●調布市立若葉小学校・第四中学校の改築及び図書館若葉分館施設整備に関わる基本方針 
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●調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会について 

施設整備検討委員会では，下のような内容について検討・協議し基本構想を策定します。 

１ 施設整備に関わる基本方針に基づく基本構想の策定 

   ・施設整備の基本理念について 

   ・施設全体の整備方針について 

   ・必要諸室等の考え方について 

２ 整備方針に基づくプランニングの検討 

 ・配置計画案の作成 

 ・各施設のゾーニングについて 

   ・導線計画について 

３ 全体計画スケジュール 

４ 概算事業費     

              など 

 

 検討委員会には，市職員のほか，学校⾧及び学校関係職員，地域の方々にも参加していただき，本年度（令和４

年３月頃）に基本構想を策定する予定です。 

 今後，基本構想の策定過程の中で，地域の方々に向けた説明会やアンケートを行い，施設整備計画づくりの参

考としていきます。 

●これからのスケジュール（予定） 

◆令和４年３月まで（令和３年度） 

 ・施設整備検討委員会での検討結果を踏まえ，基本構想を策定します。 

 ・検討委員会における検討内容等の進捗状況について，保護者や地域の方々に「改築だより」等でご報告させ

ていただきます。また，説明会やアンケート調査等を実施し，施設整備に関するご意見，ご要望等を伺いな

がら，基本構想の策定を進めます。 

  なお，説明会やアンケート調査の実施については，今後の「改築だより」にてお知らせする予定です。 

◆令和４年４月以降（令和４年度以降） 

 ・現時点でのスケジュール予定    注記：今後の進捗状況により時点修正する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

＊１：ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは，公共事業を実施するための手法の一つで，

民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設・改

修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法のことです。 

 ・設計時や工事着手前にも説明会等の開催を予定し，ご意見を伺いながら，本事業を進めます。 

 

 今後，施設整備の実施にあたりご不便をお掛けいたしますが，ご理解・ご協力いただきますようお願いいたしま

す。 

 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和9年度

若葉小学校
新校舎供用開始

第四中学校

図書館

若葉分館 ※移転

校舎築造工事
既存校舎解体

外構整備
基本計画

基本設計・実施設計

PFI(*1)導入の検討

事業者選定
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第２号 

９月発行 
令和 3 年 

発行 調布市教育委員会 教育部教育総務課 （刊行物番号 2021―120） 

TEL：042-481-7466  FAX：042-481-6466 E-mail：soumu@w2.city.chofu.tokyo.jp 

学識経験者１名，学校職員６名，地域の代表者４名，市職員７名の計１８名で構成した調布市立調布市立若葉

小学校・第四中学校施設整備検討委員会を設置し，基本構想の策定に向けての会議を下記の通り２回開催しまし

た。 

 

１ 第１回 調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会 

  日時：令和３年７月２７日（火） 午後４時から 

  議題：調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備計画について 

調布市立若葉小学校・第四中学校及び 

図書館若葉分館施設整備に関わる基本方針について 

検討委員会の進め方について 

基本構想の策定について 

アンケート調査の実施について  

２ 第２回 調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員  

  日時：令和３年８月２６日（木） 午後４時から  （オンライン開催） 

  議題：先進事例の紹介（世田谷区立芦花小学校・芦花中学校） 

     調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館の一体的な施設整備の基本構想（素案）について 

     校舎等配置計画比較検討（案）について         

アンケート調査の実施について  

※詳細については，市ＨＰをご覧ください。なお，第２回については準備が整い次第公開します。 

●調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会を開催しました 

現在，検討を進めています基本構想の参考とさせていただくため，保護者の皆様や学校近隣にお住いの皆様を

はじめ市民の皆様から，「若葉小学校・第四中学校の改築事業に対するご意見」をお聞きしたいと考えております。 

ご多忙の折，恐縮ではございますが，本アンケートへのご協力をお願いいたします。 

●アンケート調査へのご協力のお願い 

バックナンバーは市のホーム 

ページからご覧いただけます。 

【アンケート実施について】 

 インターネットにて，下記のＵＲＬまたは二次元コードからアンケート

フォームにアクセスしていただき，Ｗｅｂ上でのご回答をお願いします。 

 また，紙面回答を希望される場合は，市ホームページから，回答用紙を

ダウンロードしていただき，若葉小学校に設置しましたアンケート回収ポ

ストに投函していただくか，調布市教育委員会事務局あてに直接郵送して

ください。 

 アンケート回答締め切り 令和３年１０月４日（月）まで 

           〒182-0026 

調布市小島町２−３６−１ 

調布市教育委員会 教育総務課 

URL 

https://docs.google.com/forms/d/1n9yjFFB7FYXPKdzyxnhNV

BZxK24a3XyTodvjl
ｴﾙ

Dql
ｴﾙ

-p8/edit?usp=sharing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３号 

10 月発行 
令和 3 年 

発行 調布市教育委員会 教育部教育総務課 （刊行物番号 2021―141） 

TEL：042-481-7466  FAX：042-481-6466 E-mail：soumu@w2.city.chofu.tokyo.jp 

７月に発行しました若葉小学校・第四中学校改築だより創刊号でお知らせしましたとおり，若葉小学校と第四

中学校の改築事業を進めるにあたり，現在，検討委員会を設置して基本構想の策定を進めています。現在検討を

進めている内容についての説明会を，下記のとおり開催します。ぜひ御参加ください。 

なお，新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては，開催を延期又は中止する場合がございます。 

 

１ 日時 ： 令和３年 11 月６日（土）  

第１回目 午後２時から 

第２回目 午後７時から 

(注)第 1 回と第 2 回の説明内容は同じです。御都合の良い方に御参加ください。時間は各回と

も概ね 1 時間程度を想定しています。 

２ 会場 ： 調布市立第四中学校 体育館 

  (注)駐車場はございませんので，車での御来場は御遠慮ください。 

３ 説明内容  

第１回から第３回まで開催しました調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会での内容を中心に

説明（報告）します。 

４ 当日のお願い  

  新型コロナウイルス感染症の予防のために，以下の対応に御協力ください。 

  ・会場ではマスクの着用をお願いします。また，会場入口に手指消毒液を 

用意しますので，手指消毒の御協力をお願いします。 

  ・体調が優れない場合は，御出席を控えていただきますようお願いします。 

  ・換気のため，窓を一部開放しますので，防寒対策をお願いします。 

   

(注)中間説明会の直前における新型コロナウイルス感染拡大の状況等により， 

説明会の開催を急遽中止する場合がございます。開催の有無につきまして 

は，11 月１日（月）以降に市のホームページを御確認いただくか，上記に 

記載の連絡先までお問い合わせ頂きますようお願いします。 

 

●調布市立若葉小学校・第四中学校基本構想中間説明会を開催します。 

9 月に発行しました若葉小学校・第四中学校改築だより第２号でお知らせしましたア

ンケート調査について，9 月 13 日(月)から１０月 4 日(月)までを調査期間として実施し

ました。多くの保護者や市民の方々に御協力いただきましてありがとうございました。 

改築事業に対するご意見のほか，アンケート調査結果については，現在，検討を進め

ています基本構想の参考とさせていただきます。 

●アンケート調査への御協力ありがとうございました。 

バックナンバーは市のホーム 

ページからご覧いただけます。 
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