
 

 

新学校設立及び新校舎建設事業の進捗状況について 

 

１ 新校舎建設マスタープラン検討委員会について 

１）新校舎建設マスタープラン策定支援業者 

公募型プロポーザルによる審査の結果、下記の業者に決定した（応募業者は３社。１社辞退） 

 

２）委員の構成 

平成 28 年度中に新校舎建設マスタープランを策定するため、新校舎建設マスタープラン検討委員会

（以下「検討委員会」という）を発足する。検討委員会の委員の構成は下記のとおり。 （敬称略）   

所属 役職等 氏名等 人数 

学識者 
㈱教育環境研究所所長 【委員長】長澤 悟  ２名 

東洋大学ライフデザイン学部准教授 菅原 麻衣子 

地域団体等が

推薦する方 

けやき台小学校ＰＴＡ会長 小林 三貴子 ７名 

 若葉小学校ＰＴＡ会長 佐藤 謙二 

青少年健全育成若葉町地区委員会 

（同委員長推薦） 
須﨑 健 

けやき台小学校避難所運営委員会 
（ホリデースクール委員長推薦） 

白井 俊明 

若葉町子ども会育成者連絡協議会 

（同連絡協議会会長推薦） 
星野 惠子 

けやき台団地自治会会長 

（自治連若葉町支部支部長推薦） 
大野 滋生 

自治連若葉町支部支部長 

若葉町団地自治会会長 
藤縄 初男 

公募市民 
 山田 拓男 ２名 

 堀江 広美 

学校長等 

教育部長 栗原 寛 ６名 

けやき台小学校校長 吉岡 一彦 

けやき台小学校副校長 宮城 惠子 

若葉小学校校長 飯塚 信也 

若葉小学校副校長 梅津 靖子 

第九中学校校長 【副委員長】富永 立人 

合計 17名 

会社名 株式会社 豊建築事務所 

住 所 東京都港区南青山 1－15－14新乃木坂ビル 
主な実績 新生小学校の新校マスタープラン策定委託、赤坂中学校基本計画策定支援 
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３）出席する市職員 

 設置要綱の規定「必要があると認めたときは、委員以外の者の出席又は資料の提出を求め、説明又

は意見を聴くことができる」により、下記の市職員が検討委員会に出席する。 

市職員 

行政管理部施設課長 小林 誠二 学務課長 田村 信行 

子ども家庭部子ども育成課長 神崎 恵子 指導課長 小瀬 和彦 

教育総務課長 庄司 康洋 教育支援課長 矢ノ口 美穂 

 

４）事務局  教育総務課長及び同課主査 

 

５）今までの開催内容 

回 開催日時・場所 主な検討内容等 

第１回 ８月 17 日（水） 

18時～20時 15分 

 

・スケジュールの確認について 

・マスタープラン策定支援事業者による提案内容等について 

・アンケートについて  ・意見交換  ほか 

第２回 ９月 21 日（水） 

18時～20時 05分 

 

・敷地の法規制と配置イメージについて 

・所要室について 

・新校舎の理念について ・意見交換 ほか 

第３回 10月 11 日（火） 

14時～16時 

－川崎市立はるひ野小中学校を視察－ 

 ＊このほか、若葉小学校及びけやき台小学校の教職員にヒアリング実施済（10・7及び 10・12） 

 

６）今後の開催予定等について 

日付 内容 

10 月 19日（水） 【第４回】・アンケートの結果報告 ・新校舎の理念について ほか 

10 月 30日（日） 保護者対象のワークショップを開催（テーマ別にグループ協議） 

11 月 18日（金） 【第５回】マスタープラン素案の検討 

12 月 21日（水） 【第６回】マスタープラン素案の作成 

平成 29年 1月 保護者・地域説明会を開催（両校で各 1回開催予定） 

1月 30日（月） 

2月 16日（木） 

【第７回】マスタープランの検討 

【第８回】マスタープランの検討 

3月 8日（水） 【第９回】マスタープランの最終確認 

3月中 マスタープランの策定 
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２ その他の委員会の開催状況について 

１）小学校統合及び新校舎建設事業検討委員会 

全体のスケジュール管理等を行う委員会。下記の通り検討を進めている。 

 開催日時・場所 主な検討内容 

第１回 ４月 25日（月）16時～17 時 

けやき台小学校 

・スケジュールの確認について 

・今後の進め方について ほか 

第２回 ５月 18 日（水）16時 15分～ 

17時 15 分  若葉小学校 

・学童保育所について ・仮設校舎について 

・新学校設立及び新校舎建設だよりについて ほか 

第３回 ６月 30 日（木）16時～17 時 

けやき台小学校 

・各検討委員会の進行管理について 

・現状の課題整理について ほか 

第４回 ７月 27 日（水）16時～17 時 

若葉小学校 

・新校舎建設マスタープラン検討委員会について 

・児童と保護者を対象としたアンケート内容について ほか 

第５回 ８月 31 日（木）16時～17時 15分 

けやき台小学校 

・各検討委員会の進行管理について ・アンケートに

ついて ・仮設校舎について ・閉校式について ほか 

第６回 10月 6日（木）16時～17時 15分 

若葉小学校 

・各検討委員会の進行管理について 

・仮設校舎について ・説明会について ほか  

 

２）新学校設立検討委員会                開催場所は、けやき台小学校 

新学校の校名、校歌、校章、校旗等を検討する委員会。下記の通り検討を進めている。 

 開催日時 主な検討内容等 

第１回 8月 26 日（金） 

18時 30 分～ 20時 30分 

・新学校の校名の選定方法について  ほか 

第２回 9月 20 日（火） 

18時 30 分～ 20時 30分 

・新学校の校名のスケジュールについて 

・新学校の校名の公募について  ほか 

 

３）通学路安全対策検討委員会              開催場所は、けやき台小学校 

小学校統合に伴い変更となる通学路について児童の安全対策を検討する委員会。下記の通り検討を

進めている。 

 開催日時 主な検討内容等 

準備会 7月 15 日（金） 

14時 45 分～16時 15 分 

・五日市街道を中心に警察や学校などの関係機関と現

地調査 

第１回 8月 18 日（木） 

18時 30 分～ 20時 30分 

・新学校の通学路について（五日市街道の横断箇所に

ついて） ほか 

第２回 9月 16 日（金） 

19時 30 分～ 21時 15分 

・通学路実地調査について ・五日市街道の横断箇所

について ・見守り、誘導員の配置場所について ほか 

第３回 10月 6日（木） 

18時 30 分～ 20時 30分 

・五日市街道の横断箇所について 

・見守り、通学誘導員について ほか 
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４）教育課程編成検討委員会                 開催場所は、本庁舎ほか 

 新学校の教育課程等を調整する委員会。下記の通り検討を進めている。 

 開催日時 主な検討内容 

第 1回 5月 19 日（木） 

15時 15 分～17時 15 分 

・教育課程編成の理念について 

・スケジュールについて ほか 

第２回 7月 4日（月） 

10時～11時 30分  

・学校統合に関する各校の課題について 

・異動の扱いについて ほか 

第３回 8月 26 日（金） 

15時 30 分～16時 30 分  

・小小連携・交流、小中連携について 

・教育課程について ほか 

第４回 10月 6日（月） 

15時～16時  

・教育課程について 

・英語教育について ほか 
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