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中学校再編準備委員会及び学校改修実施設計等の進捗状況について 

１ 中学校再編準備委員会の進捗状況 

（１）会議の開催状況等 

名称 開催日 議題 現時点までの協議結果 

第 1回再編準備委員会 

（新開成） 

6月 2日 正副委員長選出 

委員会の所掌事務 

部会の構成 

部会での協議結果を尊重し、再編準備委員会（全体会）は部会の

結果を承認する。 

部会で決定できない事項は、全体会で協議して決める。 

第 1回再編準備委員会 

（新陽明） 

6月 10日 

第 1回総務部会 

（新開成） 

6月 2日 正副部会長の選出 

部会の所掌事務 

●地域行事と学校行事の調整 

 中学生が参加する地域行事については、学校行事との調整や参加

を依頼することから、できる限り早い段階で地区と学校の行事予定

を共有するとともに、中学生が参加しやすい環境づくりを行う。 

●統合事業 

 上庄中学校区は、実施する方向で協議を進めている。 

 和泉中学校区は、実施しない方向である。 

 尚徳中学校区は、地区で実施の可否を検討する。 

●閉校式 

 令和６年３月に、閉校する学校で実施する。 

 和泉中学校区からは、卒業生の参加を求めずに修了式後に実施す

れば良いとの意見が出された。 

●学校跡地、空き校舎 

 学校跡地、空き校舎の有効活用については、市、市教委、地区と

協議しながら有効活用について検討していく。 

第 1回総務部会 

（新陽明） 

6月 10日 

第 2回総務部会 

（新陽明） 

7月 28日 地域行事と学校行事

との調整 

統合事業、閉校式、

学校跡地、空き校舎 

第 2回総務部会 

（新開成） 

8月 2日 

第 3回総務部会 

（新陽明） 

9月 28日 

第 3回総務部会 

（新開成） 

10月 4日 
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第 1回ＰＴＡ部会 

（新開成） 

6月 2日 正副部会長の選出 

部会の所掌事務 

●新しいＰＴＡ 

 各ＰＴＡの規約は同様な部分の多いので、ＰＴＡ間で調整して新

しい規約をつくる。 

会費をはじめ、その他の事項についてはＰＴＡ間の打ち合わせを

中心に検討を進め、検討結果を部会で報告する。部会としてはＰＴ

Ａ 間の打ち合わせに任せる。 

●制服、体操服 

制服、体操服については、新しくすることや従来のものを使用す

るなどいろいろな案が考えられる。また、市からの補助の状況によ

っても案の内容が変わることもある。 

制服、体操服についての子どもたち、保護者の思いを知るために

アンケートを実施する。アンケートの内容については細かいことは

尋ねずに、大きな方向性を回答できる内容にする。 

●制服、体操服のアンケート結果 

制服、体操服に関するアンケート結果から、保護者は経済的理由

から現在の制服、体操服を支持する傾向があるのではないか。児童

生徒は、制服と体操服ともに保護者に比べ、新しいものを望む傾向

が見える。 

●制服、体操服の在り方 

次回の部会で、各学校区で協議して考えをまとめたうえで、合同

での協議を行いたい。 

 

第 1回ＰＴＡ部会 

（新陽明） 

6月 10日 

第 2回ＰＴＡ部会 

（合同） 

8月 8日 新しいＰＴＡ 

制服、体操服 

第 3回ＰＴＡ部会 

（合同） 

9月 20日 制服、体操服のアン

ケート結果 

制服、体操服の在り

方 

第 1回学校運営部会 

（新開成） 

6月 2日 正副部会長の選出 

部会の所掌事務 

●生徒交流 

 生徒の交流は、令和４年度は第２学期から１年生を対象に行う。

また、令和５年度は１年生、２年生を対象に行う。 

 実施内容や時期は、各学校間で協議する。 

第 1回学校運営部会 

（新陽明） 

6月 10日 
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第 2回学校運営部会 

（合同） 

7月 21日 生徒交流、入学説明

会 

生徒会組織、部活動 

今後の進め方 

●入学説明会 

 再編に関する質問が出されることが予想されるため、令和３年度

と同様に教育委員会主催の説明会の開催を要望する。 

●生徒会組織 

新中学校の生徒会組織については、生徒間の話し合いを大切にし

て、生徒の意見を取り入れる。対象となる中学１年生の執行部を中

心に話し合っていく。 

●部活動 

 必要のある部や合同練習などが活動に有効な部同士で、令和４年

度から進める。 

●今後の進め方 

 学校間で話し合って決めていくべきことが多数あることから、部

会としては学校間の打ち合わせに任せる。なお、決められたことは

部会に報告し確認する。 

 

 

第 1回通学安全部会 

（新開成） 

6月 2日 正副部会長の選出 

部会の所掌事務 

●スクールバスの運行基準 

 運行基準を、次のとおりとする案をまとめた。 

対象者は、上庄中校区、尚徳中校区、和泉中校区の生徒とする。 

乗車時間は、上庄中学校区、尚徳中学校区は２５分、和泉中学校

区は４０分を基本とする。なお、通学時間は、１時間を目途とす

る。 

自宅から停車場までの距離は、１．５ｋｍ以内とする。 

運行便数は、授業日は登校便１便、下校便２便、長期休業中は、

登校便と下校便を午前と午後で１便ずつ運行する。なお、土日祝日

は運行しない。 

第 1回通学安全部会 

（新陽明） 

6月 10日 

第 2回通学安全部会 

（合同） 

8月 1日 スクールバスの運行

基準 

第 3回通学安全部会 

（新開成） 

9月 26日 スクールバスの運行

ルート 

第 3回通学安全部会 

（新陽明） 

9月 27日 
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●スクールバスの運行ルート 

運行基準の案に基づいて、各中学校区で学校と保護者が協議した

ルート案が提示された。 

ルート案では、上庄中学校区が３本、尚徳中学校区が４本、和泉

中学校区が１本の計８本のスクールバスの路線数となる。 

今後は、令和６年度の生徒の居住地を基に、停車場の検討を行い

ルートの調整を行う。 

スクールバスの運行で、トラブル等が生じた際の対応や連絡手段

等の検討が必要である。 

自宅から停車場までも通学路として扱い、交通安全対策や防犯対

策が必要である。 

自転車通学の許可は学校の判断となるが、スクールバスと自転車

の利用を日替わりで行うなどは、混乱の元となるので認められな

い。 

 

（２）以降のスケジュール 

 第４回ＰＴＡ部会（前半は校区ごと、後半は合同） 

  １０月１９日（水）午後７時～ 結とぴあ２０１、２０２、３０９号室 

 第３回学校運営部会（合同） 

  １０月２５日（火）午後７時～ 結とぴあ２０１、２０２号室 

 第２回再編準備委員会（合同） 

１１月８日（火）午後７時～ 結とぴあ３０５、３０６号室 

 第２回再編準備委員会の開催後に、各部会を順次開催予定 
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２ 学校改修実施設計等の進捗状況 

（１）開成中学校・陽明中学校 

項目 内容 実施日等 概要 

契約の締結 

開成中学校改修実施設

計業務委託(教委第５

号) 

 

8/18(木) 

契約額：６８，２００千円（消費税及び地方消費税額を含む） 

契約者：東畑・西川開成中学校改修実施設計業務委託設計共同体 

代表者：株式会社東畑建築事務所本社ｵﾌｨｽ大阪 取締役代表 永田 久子 

代表者住所：大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 

履行期間：令和４年８月１９日～令和５年２月２８日 

陽明中学校改修実施設

計業務委託(教委第６

号) 

 

8/18(木) 

契約額：６０，５００千円（消費税及び地方消費税額を含む） 

契約者：東畑・西川陽明中学校改修実施設計業務委託設計共同体 

代表者：株式会社東畑建築事務所本社ｵﾌｨｽ大阪 取締役代表 永田 久子 

代表者住所：大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 

履行期間：令和４年８月１９日～令和５年２月２８日 

実
施
設
計
業
務
内
容 

調査 

現場調査 

9/5(月) 既存建物の概要確認（設計ＪＶ） 

9/26(月) 電気、空調、給排水設備等の現況確認（設計ＪＶ） 

10/12(水) サッシ、家具等の現況確認（設計ＪＶ、メーカー） 

外壁調査 11月予定  

既存図面整理 CAD化 契約以降 作業中 

実施設計 

第１回ワークショップ 9/15(木) 

既存校舎の改修に向け教職員の現場の声を取り入れるため、福井工業大学藤田准教授

をアドバイザーに招き、開成中学校と陽明中学校２校について、５中学校の職員計１

８名（教員、事務職員、調理師、施設管理員）が参加し、施設の現状について意見交

換を行った。なお、当日参加できない職員については事前に意見徴集した。（設計Ｊ

Ｖ、アドバイザー：福井工業大学藤田准教授） 

教育総務課との打合せ 10/12(水) 第２回ワークショップについての事前協議など（設計ＪＶ、教委） 

ワークショップ 
10/26(水)予定 

11月以降 

第２回ワークショップ 教室等の配置計画について・２校同時開催 
第３回ワークショップ、第４回ワークショップ（生徒対象） 

個別ヒアリング 11月以降 学校ごとの部屋別の詳細打合せ 

耐震診断及び補強計画 

構造体の劣化度診断 

アスベスト含有分析調査 

外構測量 

11～1月予定 

11月予定 

12月予定 

11月予定 

耐震診断→判定委員会→耐震補強計画→判定委員会 

棟ごとにコンクリートの圧縮強度や鉄筋腐食度、中性化深さなどを調査 

アスベスト含有が疑わしい成形板等の試料を採取し専門機関で含有の有無を分析する 

平面・横断測量 
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（２）下庄小学校 

項目 内容 実施日等 概要 

契約の締結 

下庄小学校改修実施設計

業務委託（教委第７号）

の契約 

8/17(水) 

契約額：２９，１５０千円（消費税及び地方消費税額を含む） 

契約者：下庄小学校改修実施設計業務 センボー・竹内設計共同体 

代表者：株式会社センボー建築事務所 代表取締役 仙坊幸治 

代表者住所：福井市順化２丁目２４-２ 

履行期間：令和４年８月１８日～令和５年２月２８日 

実
施
設
計
業
務
内
容 

調査 

現場調査 
9/15(木) 電気、空調、給排水設備等の現況確認（設計ＪＶ） 

10/3(月) グラウンド等の現況確認（設計ＪＶ） 

外壁調査 11月予定  

既存図面整理 CAD化 契約以降 作業中 

実施設計 

学校との打合せ 8/26(金) 
プロポーザル技術提案書等について教職員からの意見を徴集  

（校長、教頭、教務、教員、事務職員、施設管理員、教委） 

第１回定例打合せ 9/1(木) 設計ＪＶから技術提案書の説明、協議（設計ＪＶ、校長、教頭、教委） 

第２回定例打合せ 9/16(金) 
教室の配置や駐車場の平面計画、工事計画等について協議 

（設計ＪＶ、校長、教頭、教委） 

第３回定例打合せ 9/28(水) 

黒板検討のため、メーカーによるデモンストレーションを実施 

（参加者：下庄、陽明中、説明者：メーカー） 

教室の配置や駐車場、給食室等の平面計画について協議 

（設計ＪＶ、校長、教頭、教委） 

第４回定例打合せ 10/13(木) 
給食室、駐車場、体育館等の平面計画について協議 

（設計ＪＶ、校長、教頭、栄養職員、教委） 

定例打合せ 毎週 1回  

アスベスト含有分析調査 

外構測量 

10月下旬 10/18現状確認、次週以降試料採取 

10月下旬 10/19～10/28グラウンドの平面・横断測量 

●その他 

・児童へのアンケート実施 

 ９月下旬に、学校側でタブレットを活用して３年生以上の児童に学校改修に関するアンケートを実施。対象数２０６名、回答数１８８名。 

 児童からの主な意見： 

 大きな黒板やホワイトボード、広い教室、洋式トイレ、きれいな学校、誰もが行きたくなる学校、体育館に空調が欲しいなど。 


