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学校統合の経過 

 
 

Ⅰ 統合の経過・ 
  スケジュール等 

 
 
 



 
 
 平成32年度にけやき台小は301人（11学級）、若葉小は278人（11学級）となるが、平成35
年度には両校合わせた児童数（7歳～12歳人口）は480人まで減少する（＊注）ことが予想さ
れる。平成32年度では両校ともにほぼ適正規模に近づくが、平成35年度以降は両校ともに
小規模校となることが予想される。 

 立川市の「基本的な考え方」や文部科学省の「手引」における適正規模を保つことは難しく、
「統合を含めて環境を検討する」状況となる。    【注 平成27年11月の説明会時点での説明】 

児童数及び学級数の推移と就学予定者数推計 

請願について 

  ２校を統合することにより、小規模校による様々な課題の解消につながるため 

 
けやき台小学校と若葉小学校を統合すること（平成２７年９月１０日教育委員会決定） 
 
けやき台小学校の敷地に新校舎を建設すること（平成２７年９月１８日市長決定） 
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学校統合の経過 Ⅰ-１ 統合の経過  

 
 
平成27年3月議会 に「けやき台小学校と若葉小学校の統合及び新学校
建設に関する請願」が提出され、採択された。 



区 分 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

建替え・マスタープラン 

基本設計・実施設計 

地域説明会 

若葉小学校へ一時移転 
（新校設立） 

仮設校舎 
（学童や不足するスペースとして） 

新学校建設（建替え） 

Ⅰ-２ 新校舎移転までのスケジュール 

 ①平成30年度にけやき台小学校と若葉小学校を統合し、新たに「若葉台小学校」を開校する 
 ②平成30年度から平成32年度までの3年間は、現若葉小学校の校舎を使用する 
 ③平成33年度からは、現けやき台小学校敷地に新たに建設した校舎に移転する 

平成30年4月に新学校設立。 
平成33年4月に移転。 

作成 

若葉小学校を使用し授業実施 

（この時点でけやき台小学校と若葉
小学校を閉校し、若葉台小学校とし
てスタートする。） 仮設建設 仮設解体 

校舎解体 建替え工事（２年） 移転 

基本・実施設計 

説明会 
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学校統合の経過 

 

Ⅱ 平成30年度～35年度
までの児童数とクラス数 

 



クラス数と児童数の予測 

新校舎 
 利用 

現若葉小
校舎利用 

現若葉小
校舎利用 

新校舎 
 利用 

クラス数と児童数の予測 
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学校統合の経過 

 

Ⅲ 若葉台小学校の教室 
  配置等について 

（平成30年度～32年度） 
 



仮設校舎 

建物 配置予定の教室等 

若葉小学校の既存校舎 ・管理諸室（職員室、校長室、  
保健室、事務室ほか） 
・普通教室 
・特別教室 
・たんぽぽ学級 

若葉小学校の校庭の一部
に建設する仮設校舎 

【Ａ棟】 
・特別支援教室キラリ 
【Ｂ棟】 
・学童保育所（定員：60名） 
・生活科室 
・ＰＴＡ室 
・倉庫 

教室等の配置案 
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仮設校舎の配置 

配置 

仮設校舎の配置 
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 【既存校舎・仮設校舎】 1階 
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【既存校舎】       ２階 
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【既存校舎】       ３階 
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【既存校舎】       ４階 
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学校統合の経過 

 

Ⅳ 若葉台小学校の仮設
校舎について 

（平成30年度～32年度） 
 



仮設校舎 

A棟 

Ｂ棟 

仮設校舎 
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学校統合の経過 

 
 

Ⅴ トイレ改修・空調機 
の改修について 

 
 



平成30年1月～3月にかけて、トイレの床を  

湿式（タイル張り）から乾式（ビニールシート  
張り）に改修する工事を行います。 
 
これにより、排水溝 
からの臭いを防いだ 
り、細菌の繁殖を少 
なくすることが可能 
となります。 
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トイレ改修について トイレ改修 



平成30年6月頃までに、空調機が設置されてい

ない普通教室や特別教室へ空調機を設置する
工事を行います。 
 
具体的には、けやき 
台小学校閉校後に 
同校に設置してある 
空調機を若葉台小 
学校に移設します。 
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空調機について 空調機の設置 
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学校統合の経過 

 
 

Ⅵ 新校舎の概要 
 
 



学校づくりの理念と
４つのコンセプト 

学校づくりの
理念 

 

学校づくりの理念 
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校舎の配置をどう考えたか 校舎の配置計画 
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体育館 
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体育館 

24.0×32.0＝768.0（㎡） 

若葉台小学校 
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校舎北側の道路から通学する児童の安全 
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防災拠点となる施設づくり 
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【参考】新校舎建設マスタープラン上の平面図について 
 ＊現在、設計中であり、若干の変更が生じます 
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学校統合の経過 

Ⅶ 両校ＰＴＡ会長名での 
４項目の要望について 



両ＰＴＡ会長名からの４項目の要望 

① クラス編成について 
  ・1クラスの児童数は35人までとし、開校後5年間は 
  全クラスに担任の他に補助の先生の配置 
  ・現在サポートでクラス配置されている先生、通級の 
      先生については、若葉台小に継続的配置 
② 通学路について 
    ・開校後5年間は通学に使う信号に配置する警備員の 
      配置時間は、全学年の登下校時間とすること。 
    ・五日市街道横断の3か所は、ガードポールの設置、 
      歩車分離式の信号の設置 
③ 平成30年度から3年間利用する、若葉小のトイレ改善 
④ 若葉台小開校以降もサマー学童の継続   
  

 両校ＰＴＡ会長名での４項目の要望 
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④若葉台小開校以降もサマー学童の継続  

  ・卒業記念制作品等 
   ⇒ 現在けやき台小学校の既存校舎や体育館等に展示、保管 
    している卒業記念制作品等については移設困難なものが多 
    いため、基本的に写真等で記録を残したうえで平成30年4月 
    以降、撤去・廃棄します。けやき台小学校の卒業生の方で卒 
    業記念制作品等について引き取りや見学をご希望される場 
    合は、けやき台小学校までご連絡ください。 
  

  Ⅷ 卒業記念制作品等 

  ・けやき台小にある桜の木 
   ⇒ 樹木診断により、老朽化が激しい樹木は児童の安全面を 
    考慮し、伐採します 
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Ⅸ 若葉台小学校の特色等 
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○｢知｣･｢徳｣･｢体｣の調和のとれた力を備えた 
 子ども 
○生涯にわたって自己を高めようと努力する 
 子ども 
○まちを知り、まちに愛着をもち、まちのよ 
 さを受け継ぐ子ども 
○まちや社会と主体的に関わり、貢献しよう 
 とする子ども 

立川市の目指す子ども像 

51 



共に学び  共に育つ  学校づくり 

○思う存分体を動かし､様々な体験ができる 

 学校 

○学ぶ楽しさ､教える喜びが実感できる学校 

○明日また行きたくなる楽しい学校 

○地域をつなぎ、未来を拓く学校 

(新校舎)基本理念 
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○学校教育の充実 
 ｢知｣･｢徳｣･｢体｣の調和のとれた総合的な力 
 を育む。 
○教育支援と教育環境の充実 
 質の高い学びを提供するため、個に応じた 
 教育支援を推進し、充実した教育環境を整 
 備する。 
○学校･家庭･地域の連携による教育力の向上 
 学校、家庭、地域が一体となって子どもの 
 教育に取り組む 

学校経営の基本方針(案) 
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  「共に学び 共に育つ学校」 

○自他を尊重し、協力し合う子ども 

○豊かでたくましい心と体の子ども 

○自ら学び、考え、行動する子ども 

○地域や社会に積極的に関わり、未来を 

 築く子ども 

学校教育目標(案) 
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○外国語(英語)教育の充実 

○吹奏楽クラブを核とした発展 

 的な音楽教育 

○１町１小・中学校の特色を生 

 かした小中連携教育 

若葉台小学校の特色(案) 
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○１年生からの外国語活動の 

 実施 

○TOKYO  GLOBAL  GATEWAY 

 等の活用 

○ALT(外国語指導助手)の重点 

 配置 

外国語(英語)教育(案) 

56 



○吹奏楽クラブの立ち上げ 

○２９年度から、「小学校音楽 

 体験講座」を実施 

音楽教育(案) 

57 



○これまでの、立川第九中学校 

 との交流・連携を基盤とした、 

 より一層の体験活動等の充実 

○学校、保護者、地域が一体と 

 なった小中連携教育の推進 

小中連携教育(案) 
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Ⅹ 通学路の安全対策等について 
 

 
 



① PTAによる旗振り 

          ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝﾊﾞﾘｹｰﾄﾞの出し入れ 
 

 

② シルバー人材センター地域班による見守りボランティア 

 

 

③ あいあいパトロール隊 
 ※地域の方や各小中学校のPTAなどが中心とした、子どもたちの見守り活動。 

  黄色い腕章を着用してパトロール活動を展開。 

１．通学路の見守り ①現行の見守り活動 
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現行の見守り活動 



１．通学路の見守り ②交通ルール指導員 
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① 場所：五日市街道を中心に配置 

 

② 時間 

  登校時・下校時  

  予定… 7時30分 ～ 8時30分（全校） 
           

        13時30分～15時30分（1・2年生など低学年中心
） 



１．通学路の見守り ②交通ルール指導員 

交差点名称等 登校時 下校時 

若
葉
大
通
り 

④「若葉小学校南」 ＰＴＡ       
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 
見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

⑤  立川九中の北側 指導員１名    
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 
見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

⑥「若葉町団地東」 ―     
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 
見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
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③ 配置案 
交差点名称 登校時 下校時 

五 
日 
市 
街 
道 

①「けやき台団地
北」 

指導員３名       指導員３名 

②「立川九中入口」 
指導員３名 
若葉町駐在所    

指導員３名 

③「若葉町団地入
口」 

指導員１名    指導員１名 

※太字：新設   

登下校時の見守りについて、若葉町駐在所へ協力を依頼しました（９月上
旬） 



２．安全対策(ハード面)～五日市街道を中心に①～ 

① 電柱、規制標識柱（警察設置）等へ 

   「通学路注意」等の看板・標示幕等の設置 

  《立川市》《東京都》《警察》 

 
    

② 「歩行者優先」標識の新設  《警察》 

③ 「自転車歩道通行可」を「歩行者優先」 へ変更《警察》 

 

                           

 

④ 薄くなった道路標示（例：「止まれ」、停止線）の再塗装《警察

》 
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完
了 

完
了 

今
年
度
中 

完
了 
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①「けやき台団地北」 

②「立川九中入口」 

④「若葉小学校南」 

⑤ 立川九中の北側 

⑥「若葉町団地東」 

⑤ 自転車ナビマークの道路舗装（若葉東通り、すずかけ通り）  

                                      《立川市
》 

 

２．安全対策(ハード面)～五日市街道を中心に②～ 

⑦「けやき台小前」 ③「若葉町団地入口」 

若葉台小学校 
今
年
度
中 



２．安全対策要望(ハード面) ～難しいもの・時間がかかるもの～ 

△ 五日市街道横断箇所 通学時間帯の横断可能時間の調整                

                        《警察》 

  （理由）周辺の信号機も含め、広域でコンピューター制御しています。 

 

△ 「立川九中入口」交差点への横断歩道新設・移設《警察》 

    （理由）横断歩道の設置・移設には‘地域全体の総意’が必要。 

           変更した後では元に戻すのが困難です。 

 

△ 立川九中北側の交差点への信号機設置《警察》 

  （理由）信号機設置の優先順位（立川署管内、多摩地区東部）は、 

       交通量・歩行者数・信号柱設置スペースの有無・事故発生件数 

       などにより、決定しています。 

       ※立川署から上申後、５年経って設置された事例もあります。 
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13ﾍﾟｰｼﾞ 
参照 



２．安全対策要望(ハード面) ～実現の難しいもの①～ 

× 五日市街道 北側歩道   

   切り下げ・切り上げによる段差のフラット化  《東京都》 

  （理由）歩行者の安全確保・車の出入りに必要 

 

×  五日市街道 北側歩道へのガードパイプ・ガードポール設置  《東京都》 

  （理由）歩道に十分な幅員がありません。 

       

× 五日市街道横断箇所への歩車分離式信号の導入  《警察》 

  （理由）・右折レーンのない五日市街道に歩車分離式信号を導入すると、  

        渋滞発生の原因となってしまいます。  

      ・信号は誰にでも分かりやすいことが求められる。 

 

× 五日市街道横断箇所 通学時間帯の押しボタン式信号へ変更《警察
》 
  （理由） ・時間指定による押しボタン式への変更は夜間時間帯のみが対象 
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２．安全対策要望(ハード面) ～実現の難しいもの②
～ 

× 五日市街道横断交差点 

   交差点内や横断歩道の新規カラー舗装  《東京都》《警察》 

   「通学路」の路面標示  《東京都》 

  （理由）・カラー舗装をすると、車が滑る要因となり危険です。 

       ・水たまり発生の原因となり、児童の通行に支障が生じる  

        恐れがあります。 
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× 五日市街道 「けやき台団地北」交差点 ～ 「若葉小学校南」交差
点 
   自転車走行レーン標示  《警察》 
  （理由） ・自転車走行レーンは道路の両側に設けることが基本。 
        要望箇所には、設置に必要な幅員がありません。 



３．主要な交差点について 
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①「けやき台団地北」 

②「立川九中入口」 

③「若葉町団地入口」 

④「若葉小学校南」 

⑤ 立川九中の北側 

⑥「若葉町団地東」 

⑦「けやき台小前」 

若葉台小学校 



  ～ 五日市街道 ～ 
①「けやき台団地北」交差点 

北東角の隅切り、狭い 

※五日市街道の３つの横断箇所で  
 最も児童数が多い想定 
・待ち時間：南北25秒、東西60秒 

交差点の４隅に２つずつ、計８つ 

交通ルール指導員の 
配置場所案 

↗ ■要望済 ①-１、①-２≪市道路課≫ 
・交差点北側の東側歩道(市道) 
 街路灯（①-１）に、 
  「通学路」の巻看板設置 
  立て看板「学童横断注意」 
 規制標識（①-２）に、 
  立て看板「とびだし注意！」 

★交通ルール指導員の配置案 
登校時：３人 
下校時：３人 

矢印：通学路案 

「歩行者優先」 
  標識新設（完
了） 
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通学路案 

街路灯 

規制標識 

電柱 
（わかばﾃﾞﾝﾀ
ﾙｸﾘﾆｯｸの広告
看板あり） 

←■要望済≪立川警察≫  
・「歩行者優先」の補助板設置 
 （写真は北から南を撮影） 
 ※29年度以降検討（五日市街道を優先） 

「歩行者優先」標識 

■要望済 ≪立川警察≫ 
南北の横断可能時間の延長 
※最大の横断児童見込み 
※南北30秒(現在25秒)、東
西55秒(現在60秒)程度に調
整できないか？ 
 
⇒立川警察から警視庁へ上
申 

→ ■要望済 ①-３ 
 ≪市道路課、東京都等≫ 
「ﾛｰﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ立川けやき台」前の電
柱に、立て看板等設置 
（例）「学童注意」 



 ～ 五日市街道 ～ 
②「立川九中入口」交差点 

・待ち時間：南北30秒、東西60-70秒 
・九中側から右折する車に注意  
 （左折車は赤信号で停止） 
・北側押しﾎﾞﾀﾝ、人・自転車ぶつかりやすい 

東側のみガードパイプ(GP)あり 

五日市街道北側、 
GPがなく危険 

ガードパイプ 

ガードパイプ 

夜間押しボタン
式 
信号機 

交通ルール指導員の 
配置場所案 

■要望済≪市道路課、東京都≫ 
（五日市街道北側歩道） 
※写真奥が「立川九中入口交差点」 
・「学童横断注意」等の看板・ 
      標示幕等設置 

 ★交通ルール指導員の配置案 
     登校時：３人          
   下校時：３人   

矢印：通学路案 
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通学路案 

■要望済 ②-１ 
 ≪市道路課≫ 
（五日市街道北側） 

 立て看板設置 
「とびだし注意！」 

■要望済 ≪立川警察≫ 
南北の横断可能時間の延
長 
※２～３秒が限度 

若葉町駐在所の登下校時見守り協力 
※立川警察へ依頼完了 
「協力します。但し、常時は難しい」 

✖ 要望（五日市街道南側、スターバックスコーヒー西） 

・「通学路注意」等の看板・標示幕等設置 
→道路課 「歩道と車道が分離されている箇所
で、自転車への標識設置は効果は低い」 

■要望済 ≪立川警察≫ 
横断歩道の移設 
※地域全体の総意が必要 

■要望済 ②-２≪市道路課、東京都≫ 
（五日市街道南側、若葉町交番前、北側にｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ） 

・「学童注意」等の看板・標示幕等設置 

「自転車通行可」を 「歩行者優先」
に変更完了≪立川警察≫ 
（五日市街道北側歩道） 
※写真奥が「立川九中入口」交差点 



 ～ 五日市街道 ～ 
③「若葉町団地入口」交差点 

・7時50分頃ピークだが、児童は少ない。 
・35秒横断可、待ち時間は70秒 
・若葉町団地方面から、五日市街道へ右折車多い 

両側GPあり 

・東側歩道の方が見通しよい 
・東側からの登校児童が多いと思われる。 

 五日市街道北側 
 隅切り広い 

ガードパイプ 

交通ルール指導員の配置場所案 

             ←✖ 要望  
・北東角と北西角の補助板文言 
「自転車通行可ここから」を「歩行者優先」に変
更  
 ⇒小平に開通した道路の起点のため、難しい 

 五日市街道北側 
 隅切り広い 

両側GPあり 

・東側歩道の方が見通しよい 
・東側からの登校児童が多い想定 

 五日市街道北側 
 隅切り広い 

■要望済 ③-２ 
≪市道路課、東京都
≫  
「文章堂」前の五日
市街道南側標識柱 
・立て看板設置 
「横断者注意」 

交差点角にあり 

↓ ✖ ■要望  
・「砂川十番」バス停そば（五日市街道北側） 
 「駐車禁止」標識に、「通学路注意」等の看 
  板・標示幕等設置 ※見通しよく設置効果低い 

★交通ルール指導員の配置案 
登校時：１人 
下校時：１人 

矢印：通学路案 

「歩行者優先」標識の新設完了≪立川警察
≫ 

「自転車通行可」を「歩行者優先」に変更完了 
≪立川警察≫ 
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通学路案 

←■要望済 ③-１ 
 ≪東京都≫設置は了承済み 
横型看板 or 横型表示幕設置 
文言は「通学路」「とびだし注意」 
場所～第１候補～ 
 五日市街道南側のガードパイプ 
場所～第２候補 
 若葉大通り東側歩道の行先案内板柱 

変更済 

「自転車通行可」のま
ま、変更できない 

若葉東通りの車道に「自転車ナビマー
ク」を整備（29年度中）  
≪市交通対策課≫≪市道路課≫ 



 ④ ～ 若葉大通り ～ 
「若葉小学校南」交差点 

・交差点北側はスクールゾーン 

矢印：通学路案 
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通学路案 

ファミリーマー
ト 

信号機地名表示板 
「若葉小学校南」 

登校時のPTA見守り 
（スクールゾーンの両

端） 

登校時のPTA見守り 
（スクールゾーンの両端） 

PTAによるスクールゾーン
バリケードの出し入れ 
（登校時）  



・信号なし 

若葉大通り 南側・「横断歩道」標識、「注意！事故多発」看
板 

⑤ ～ 若葉大通り ～ 
立川九中の北側交差点 
（水色公園の南側） 

通学路防犯カメラ設置箇所 
（平成28年12月設置） 

73 既設 
既設 

通学路案 

通学路 
防犯カメラ 

通学路 
防犯カメラ 

■要望済 ≪立川警察≫ 
・信号機の設置 
 立川警察から警視庁管制課へ上
申 
※管内での優先順位（交通量など
に 
 よる）に基づいて設置 

■要望  
西側への横断歩道の
設置 
 ⇒ 
不可…車の注意が２
方向に分散し危険） 

交通ルール指導員の 
配置場所案 

★交通ルール指導員の配置案 
 登校時：１人 

下校時：― 



・若葉東通りは歩道拡幅中（有効幅員約３
ｍ） 

 ⑥ ～ 若葉大通り ～ 
「若葉町団地東」交差点 

矢印：通学路案 

既設 
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既設 

通学路案 

若葉東通り 
 ・「若葉町団地東」交差点以北 
  歩道3.5ｍへ拡幅（平成29年度
中） 
・車道に自転車ナビマークの路面標示 
 （平成29年度中） 

自転車ナビマーク 



⑦ ～ すずかけ通り ～ 
「けやき台小前」交差点 ～  
        けやき台小北西角の丁字交差点 

黄色い旗の収納筒 

・朝、すずかけ通りを砂川七番方面から来て国分寺方面への右
折車と自転車との接触が多い。 
・すずかけ通りから国分寺方面へ左折車の巻き込み事故もある。 

・「止まれ」の標識 

■要望 
・「止まれ」の道路標示の再塗装完了 

→■要望済 
・「自転車通行可」の補助板を 
 「歩行者優先」に変更 

↑ ・ポールあ
り 

・ポールなし 
 交差点角が傾斜
しており、ポール
設置によりかえっ
て危険が生じる。 

けやき台小学校が平成26年頃に黄色い旗
20本を貸し出している(交通対策課)。 
利用を検討 
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建て替えて平成33(2021)年度～ 
使用する校舎 

¥
¥ 

信号機地名表示板 
「けやき台小前」 

平成29年度中 
 すずかけ通りの車道（幸町２丁目交差点＝八小学
区～「若葉の杜ｺｽﾓｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ」北側）に自転車ナビ
マークを整備予定 



４．今後のスケジュール  

＊平成30年4月の新学校設立後は、平成33年4月の新校舎への移転に向けて、通学路安全対策の検討を進めます。 
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◎ソフト・ハード両面 

 ・通学路安全点検（11月） 

 

◎ソフト面 

 ・交通ルール指導員の配置場所・時間・人数の決定（12月） 

 ・地域安全マップの配布（２月）  

 

◎ハード面 

 ・標示幕、立て看板、標識等の設置（～３月） 
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Ⅺ 校名・校歌・校章・校旗 
について 

 

 
 



校名・校歌・校章・校旗について 

① 校名  
      

 ・市内在住者から公募（平成28年11月～29年1月10日
） 
      

 ・144件の応募 

  （けやき台小・若葉小・若葉図書館、メール、ファクス、郵送、直接提出など） 
     

 ・新学校設立検討委員会で議論 

  ⇒教育委員会での協議により決定 

   ⇒市長決裁 

    ⇒市議会の承認 

     「若葉台小学校」（平成29年7月公表） 
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校名・校歌・校章・校旗について 

② 校歌 

 （１）歌詞 

  ・今年度 

    けやき台小学校・若葉小学校の児童から 

    校歌に盛り込みたい言葉（キーワード）を募集 

  ・平成30年度 

    歌詞を公募（広報たちかわ、市ホームページ等で周知） 

    

 

 （２）作曲・編曲 

    立川市に所縁のある方、もしくは 

    協定を締結(※)している国立音楽大学に依頼 
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※連携・協力に関する協定 



校名・校歌・校章・校旗について 

③ 校章・校旗 

 （１）校章 

  ・平成30年度 

    校章を公募（広報たちかわ、市ホームページ等で周知） 

    ※補作あり 
      

 （２）校旗 

    事業者による製作 
   

          ★校歌・校章・校旗★ 

 平成31年2月に開催予定の開校記念式典でお披露目予定   
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けやき台小学校校章 若葉小学校校章 


