
若葉台小学校新校舎の基本設計等 
に関する説明会 

【問い合わせ先】 
     

  立川市教育委員会事務局  教育総務課 
042-523-2111（内線：2474） 

  平成30年２月10日(土)・14日(水) 
 

  若葉台小学校の新校舎のイメージ図です。今後設計を

進めていく中で変更になることがあります。 
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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） 

 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 

けやき台小 

校舎解体 
建替え工事（２年） 移転 

基本・実施設計 

説明会 

Ⅰ 新校舎移転までのスケジュール等 

1 



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 

平成30年度～35年度までの児童数とクラス数 

Ⅰ 新校舎移転までのスケジュール等 
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児童数

1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 計

H30 95 101 122 126 119 116 679
H31 76 95 101 122 126 119 639
H32 83 76 95 101 122 126 603
H33 76 83 76 95 101 122 553
H34 66 76 83 76 95 101 497
H35 55 66 76 83 76 95 451



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 
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平成28年度に策定した新校舎建設マスタープランに基づき、以下のように基本方針を定める。 

「共に学び 共に育つ 学校づくり」 

Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 
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１．思う存分体を動かし、様々な
体験ができる学校づくり 

２．学ぶ楽しさ、教える喜びが実
感できる学校づくり 

３．明日また行きたくなる楽しい
学校づくり 

４．地域をつなぎ、未来を拓く学
校づくり 

・運動施設の充実 
・様々な体験ができる屋外学習空間 

・「主体的・対話的で深い学び」を充実させる空間。ラーニン
グコモンズ（図書館などに設けられる、総合的な自主学習のた
めの環境） 
・授業に集中できる普通教室・オープンスペースの環境づくり 
・学習環境の充実 
・執務空間の充実と働きがいのある空間づくり 

・居心地のよい生活空間 
・安全安心な学校 

・学童保育所と複合化を図り子育て世代を支援する 
・耐震性の確保 
・避難所機能の充実 
・地域に開放する多目的室（ホール）の配置 

 ・学校支援ボランティア室やコミュニティルームの配置 
・みんなに親しまれる学校を目指す 

基本理念 設計コンセプト 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 配置図 
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➳
 敷地現況 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 1階平面図 
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➳
 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 2階平面図 
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➳
 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 3階平面図 
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➳
 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 4階平面図 
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➳
 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 屋上平面図 
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➳
 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 
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普通教室内に設けた小空間 

学年集会や少人数学習、発表空間等、多様
な活動が可能なオープンスペース 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 
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3階にある図書室は、階段で4階の閲覧学習室
につながっています。気軽に入りやすい雰囲気
づくりにし、居心地のよい読書空間とします。 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 
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学校が第二音楽室等で使用する多目的室（ホール）。
学校が使用しない期間等は地域に開放します。 



Ⅱ 新校舎の基本設計の概要 
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新校舎の体育館は、市内の市立小学校で一番広い体育館となります。 



Ⅲ 若葉台小学校の仮設校舎 
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仮設校舎 A棟 

仮設校舎 B棟 

仮囲い位置 

仮囲い位置 

工事車両出入口(仮設校舎A棟建設時) 

工事車両出入口(仮設校舎B棟建設時) 

児童出入口(仮設校舎建設時) 
：付帯工事 
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Ⅲ 若葉台小学校の仮設校舎 



仮設校舎 平面図（A棟） 

・構造規模 ： 地上1階 軽量鉄骨造（準耐火建築物） 

・建築面積 ： 96㎡ 

・延床面積 ： 96㎡ 

 

8
7

1
5

 
 

渡り廊下 

Ⅲ 若葉台小学校の仮設校舎 
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工事の様子 

➳
 

特別支援教室 
キラリ 



仮設校舎 平面図（B棟） 

・構造規模 ： 地上1階 軽量鉄骨造（準耐火建築物） 

・建築面積 ： 503㎡ 

・延床面積 ： 503㎡ 

9
9

7
5

 
Ⅲ 若葉台小学校の仮設校舎 
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工事の様子 

➳ 

学童保育所 
学童事務室 

配膳室 

倉庫 

休憩室 



Ⅳ 開校に向けた準備 
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  ＜既存校舎の改修＞ 
 
  ・トイレ床改修 
  ・体育館床改修（一部） 
  ・校庭改修（全面） 
  ・手すり塗装作業 
    など 
 

Ⅳ 開校に向けた準備 
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【閉校式】 
 ３月３日（土）午前 けやき台小 
 ３月10日（土）午前 若葉小 
 
【卒業式】 
 ３月16日（金）けやき台小・若葉小 
 ＊他の小学校は３月23日（金） 
 
【引っ越し作業】 ３月19日（月）～3月30日（金） 
 
【開校式】 
 ４月６日（金）午後 
 ＊平成31年２月頃開校式典を開催予定。校歌・校章を披露する 
 
【入学式】 ４月９日（月）午前 
 
 

 
 
 

Ⅳ 開校に向けた準備 
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Ⅴ 通学路安全対策 
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Ⅵ 通学路安全対策 「交通ルール指導員」の概要 

 

 

 
     

① 配置人員： シルバー人材センター（※市から有償で委託） 
      

② 配置箇所 ・五日市街道  

       ・若葉大通り 
     

③ 配置時間   

   ・登校時    7時30分 ～ 8時30分（全校） 

   ・下校時  13時00分～15時30分までの２時間程度 

             （1・2年生など低学年中心） 
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   交通量の多い交差点に、新たに「指導員」を配置 
    

 ◎正しい交通ルールの指導 
   

 ◎児童の安全確保・交通事故防止・防犯等への協力 



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 

若 
葉 
大 
通 
り 

④「若葉小学校南」 地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
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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Ⅵ 通学路安全対策 「交通ルール指導員」等の見守り配置案 

※2/9(金)実施した模擬登校調査前の予定  ※太字：新規   

※指導員：交通ルール指導員     



Ⅵ 通学路安全対策 登校時の「交通ルール指導員」配置（案） 

25 ※2/9(金)に実施した模擬登校調査前の予定   

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」 

若葉台小学校 

交通ルール指導員 

地域の方によるスクールゾーン 
バリケードの出し入れ 

若葉町駐在所 

交差点①②を中心とした見守り
協力を若葉町駐在所に依頼済み 

３名 

３名 

１名 

１名 



Ⅵ 通学路安全対策 下校時の「交通ルール指導員」配置（案） 
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※2/9(金)に実施した模擬登校調査前の予定   

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」 

若葉台小学校 

交通ルール指導員 

シルバー人材センターの 
見守りボランティア 

３名 

３名 

１名 



Ⅵ 通学路安全対策  模擬登校調査 
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・けやき台小学校児童が若葉小学校へ模擬登校 
        

・保護者、シルバー人材センター、立川警察、 
 若葉町駐在所、市（関係５部署）が参加 

交通ルール指導員の配置場所・人数・通学路など確定のために、 
    

     2月9日(金)に模擬登校調査を実施  



Ⅵ 通学路安全対策 模擬登校で調査した交差点 
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⑦ 



Ⅵ 通学路安全対策 安全対策（ハード面） 

① 通学路合同点検（平成29年11月） 

  けやき台小学校、若葉小学校の通学路を登校時に点検 

   《学校》《保護者》《立川警察》 

    《市 (道路課・交通対策課・学務課)》 
    

 

                           

② 黄色い旗 

  交通ルール指導員の配置箇所等を勘案し、設置予定 
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Ⅵ 通学路安全対策 安全対策（ハード面） 

③ 電柱、規制標識柱などへ 

   「通学路」「とびだし注意！」「学童横断注意」等の 

  立て看板の設置（五日市街道周辺） 《市道路課》 
      

30 
（例） 

設置予定箇所は 
次ページ以降に掲載 



  ～ 五日市街道 ～ 
「けやき台団地北」交差点 

北東角の隅切り、 
 狭い 

交差点北側の東側歩道(市道) 
  街路灯・規制標識に、 
「通学路」等の巻看板設置予定 

矢印：通学路 
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通学路 

街路
灯 

規制標識 



「立川九中入口」 
交差点 

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 矢印：通学路 
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通学路 

 五日市街道北側の電柱に 
「とびだし注意！」等の 
立て看板など設置予定 



「若葉町団地入口」
交差点 

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 

 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 

 五日市街道北側 
 隅切り広い 

矢印：通学路 
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通学路 

若葉大通り東側歩道の行先案内板柱に 
 「通学路」「とびだし注意」等の 

 立て看板を設置予定 



Ⅵ 通学路安全対策 今後のスケジュール  
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 ・立て看板等の設置（～３月） 

 

 ・黄色い旗の設置（～３月） 

 

 ・地域安全マップの配布（３～４月） 

  …毎年更新していきます。 

 

 ・交通ルール指導員の配置場所・時間・人数の検証 

  …若葉台小学校開校後の４月下旬（予定）に、通学路安全対策検討 

     委員会を開催  

別紙参照 



Ⅵ 校歌・校章・校旗 
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Ⅴ 校歌・校章・校旗  校歌について 

 （１）歌詞 

  ・平成30年1月23日 

    交流授業（けやき台小学校・若葉小学校） 

    校歌に盛り込みたい言葉について意見交換 

  ・平成30年春 

    歌詞の公募（広報たちかわ4月10日号、市ホームページで周知） 

    

 

 （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 

36 
※連携・協力に関する協定 



Ⅴ 校歌・校章・校旗 校章・校旗について   

 ◎校章 

  ・平成30年度 

   校章を公募（広報たちかわ4月10日号、市ホームページで周知） 

    ※補作あり 
     

  

 

 ◎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 


