
第三小学校A棟の現状
及び今後の整備概要
に関する保護者説明会

令和元年7月31日

島本町教育委員会事務局

教育こども部教育総務課



第三小学校 耐震事業の概要と経緯

現A棟 未耐震 B棟 耐震補強済 C棟 耐震補強済

昭和48年から昭和52年に現在の３棟（Ａ,Ｂ,Ｃ棟）建設。
平成21年度に耐震診断。
平成26～27年度に基本構想策定。パブリックコメント。A棟は建替、Ｂ・Ｃ棟は耐震補強とした。
平成28年度に整備に向け、実施設計。
平成29年度にＢ・Ｃ棟の耐震補強工事。
平成30年度～令和元年度にＡ棟建替の各種申請業務。仮設校舎の基本設計。



耐震診断

 Iｓ値とは？

構造耐震指標のことをいい、地震力に対する建物の強度、靭性（変形能力、粘り
強さ）を考慮し、建築物の階ごとに算出する。「建築物の耐震改修の促進に関す
る法律」の告示により、震度６強～７程度の規模の地震に対するIｓ値の評価は以
下のとおり。

０．６以上：大規模な地震の振動および衝撃に対して倒壊又は崩れ崩壊する危険
性が低い。

０．３以上０．６未満：大規模な地震の振動および衝撃に対して倒壊又は崩れ崩
壊する危険性がある。

０．３未満：大規模な地震の振動および衝撃に対して倒壊又は崩れ崩壊する危険
性が高い。



A棟の耐震診断結果（平成２２年３月）

Iｓｘ Iｓｙ

1階 ０．２９ ０．０７

2階 ０．６３ ０．４９

3階 ０．８５ ０．６６

4階 １．２９ １．１４

最小値 ０．２９ ０．０７

X方向は桁行方向（長辺方向）
Y方向は梁間方向（短辺方向）



仮設校舎及び新A棟配置図（全体図）



仮設校舎及び新A棟配置図（拡大図）

仮設校舎で授業
現Ａ棟にある特別教室
（理科室や音楽室な
ど）は、新Ａ棟を建設
するまでは使用

仮設校舎と現Ａ棟の往来
は、C棟にある支援教室

下足箱は、仮設校舎に設置



工事スケジュール
令和元年度

１学期 ２学期 ３学期
４月

新Ａ棟 準備

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

現Ａ棟 授業

仮設校舎 設置

令和２年度

１学期 ２学期 ３学期

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ２月 ３月

新Ａ棟 建替 授業

９月 １０月 １１月 １２月 １月

現Ａ棟 授業 解体

仮設校舎 授業

２学期

１２月 １月 ２月 ３月

新Ａ棟 授業

令和３年度

３学期

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

１学期

※工程は目安のため途中で変更となることがあります。

現Ａ棟 解体 外構

仮設校舎 授業 解体



仮設校舎設置までの対応について（2学期以降）





説明会事前アンケートについて



意見 回答
①
Ｂ・Ｃ棟の工事の後、Ａ棟の工事が なかなか
始まらなかった経緯を説明してほしい

①

ご心配をおかけして申し訳ございません。平成30年12月に

保護者の皆さまにお知らせしましたとおり、当初は、平成

32年度中に新A棟の完成を目指していました。しかしながら、

大阪府と新A棟建設に向け協議を進める中で、B棟において

「鉄筋を保護するコンクリートの厚み不足」が判明したため、

対策の協議に時間を要していましたが、対策は、新A棟を建

設する際に講じることにより協議がまとまりました。なお、

B棟については、耐震補強工事を終えていますので、この

「厚み不足」による耐震性能には問題はありません。一日も

早く新A棟の建設を終えるようにします。

工事のスケジュールに関すること（１件）



意見 回答
①
Ａ棟の状態についてどこが危険なのか説明し
てほしい

①

平成２１年度に設計事務所に委託し、耐震診断を行った結

果、1階のIｓ値が０．０７で最小となっています。これは、

大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危

険性が高いとされています。

②
玄関の移動をすることを対策として決めた理
由と、他にも何か予定しているのか

②
令和元年7月9日付けの保護者様へのお知らせ後、PTA運営
委員会の皆様とお話しをする中で、下足箱が設置されてい
る現Ａ棟のピロティを含む1階部分が危険であるのなら、
児童が、その1階部分を利用しないよう早期に対策を講じ
ることができないかとの要望を頂きました。検討の結果、
2学期から、仮設校舎が設置される令和2年3月まで、現Ａ
棟1階ピロティ部分に設置していた児童の下足箱を、Ｂ棟1
階の西側（山側）の二部屋へ移動し、新たな玄関とするこ
ととしました。また、現A棟のピロティに立ち入り禁止の
ロープを張る等の要望があり、今後、学校と協議し、視認
性や避難経路を確保できる方策としてカラーコーンや看板
等の設置をします。さらに、学校において様々な場面を想
定した避難訓練の要望もあり、今後行います。

未耐震のA棟に関すること（６件）



意見 回答

③
これまでなかった対策がなぜこのタイミングで
実施されることになったのか経緯説明

③
新A棟建設に向けた予算等が議会において可決され、事業
の目途がつきました。これまでは、一日も早く新A棟の建
設を終えるように整備方針を取りまとめることに注力し
てきました。一定の方向性が取りまとめられたことから、
PTAをはじめ保護者の皆さまともお話しさせていただく中
で、今できる安全対策を直ちに講じていただきたいとの
ご要望を受けまして、学校と教育委員会で検討を行い、
今回の下足箱の移設等の対策を講じることとしました。

④
ピロティの安全性の疑問については昨年度大阪
北部地震のあとに、学校に直訴した人も数名い
たと思いますが、何も対策を講じてこなかった
ことで大変残念に思いました。なので今、下足
室の場所を移動するといわれても、ランチルー
ム、職員室など大丈夫なのかと、もし万が一地
震など災害が起きて犠牲が出た場合の責任の所
在はどこにあるのか明確にしてください。

④
万が一の場合の責任の所在につきましては、施設設置者
である島本町にございます。そのようなことが起こらな
いように、教育委員会、学校とも十分に連携対応してま
いります。ご理解くださいますようお願いします。



意見 回答
⑤
保護者説明会も早期に開催して下さりありが
とうございます。出席したいのですが、平日
のこの時間では難しく、出席できない方が多
いようです。19日のお便りでは、そんなに危
険であるように感じられませんでしたが、耐
震数値を見ると素人でも危険と感じ、使用不
可な建物ということに驚きました。お便りで
は危険だと伝わりませんが、校長先生、教頭
先生、教育委員会の方は使用して安全である
のか？問題がないのか？皆さんにわかりやす
いようお便り頂きたいと思います。このまま
では、二学期からの登校に不安しかありませ
ん。夏休み中でしたらミマモルメでお知らせ
お願いします。

⑤
現A棟は、平成30年6月に発生した大阪北部地震の翌日に、
目視により被災建築物応急危険度判定士により確認してい
ただき、大きな損傷等はないことから、現在も使用してい
ます。しかしながら、耐震診断を行った結果、1階のIｓ値
が０．０７で最小となっています。これは、大規模な地震
の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が高いと
されていますことから、現Ａ棟の使用を最小限にとどめる
ようにいたします。また、本日の説明会の資料につきまし
ては、学校においてお渡しできるようにし、HPにも掲載し
ます。

⑥
取壊しの予定のＡ棟にはアスベストが使用さ
れていますか。

⑥
階段室に吹付けアスベストがありましたが、平成18年度に
除去しています。また、現Ａ棟解体工事に先立ち使用建材
の調査を行い、仮に建材等に含まれていた場合には、法令
に従い適切に解体処分等を行います。



意見 回答
①
職員室、保健室が仮校舎に移設されない点に
ついて。工事費がかかるため移設しないのか。
先生方の労安法上の問題はどうお考えか。職
員室のネットワーク移設がネックなのか？な
らば無線LANにしてはどうか？今無線にして
おけば新校舎でも利用できるのではないか？

①

PTA運営委員会でも職員室や保健室を仮設校舎への設置の

要望もありましたが、職員室の移設は設備を整備する時間

等もないため行いません。しかし、仮設校舎設置後にB・C

棟の空き教室で教職員が仕事をできるようにし、また、保

健室も空き教室で行えるよう、今後、学校と協議し運用面

で対応をします。ご理解くださいますようお願いします。

②
一級建築士の方に同席いただき、アンケート
について回答してもらいたい。

②
同席し、必要に応じて回答します。

その他に関すること（７件）



意見 回答
③
大阪府では、全国に先がけて携帯の所持をし
ても良い許可を出したと知事が言ってました。
なぜ島本町では何の通知もないのですか？危
険な状態の校舎に子どもが通っているので、
携帯は持たせたいです。何らかの回答が得ら
れない時は府に聞いてみたいと思います。

③
本町では、府のガイドラインの内容を踏まえ、児童・生徒
の安全を確認・確保する観点から、登下校に限り、児童・
生徒が携帯電話等を所持することができるよう携帯電話等
の取扱いに関するガイドライン（案）を策定しました。現
在、各学校では、学校協議会やPTA運営委員会、児童会や
生徒会、地域への周知や研修を行っているところです。

④
大きな地震や暴風警報時などの個別引渡しの
際、図書室待機になりますが、図書室はどの
くらいの地震に耐えられますか。

④
図書室はＣ棟１階に設置しており、平成29年度に耐震補強
を行っていますことから、大規模な地震の振動及び衝撃に
対して倒壊又は崩壊する危険性は低くなっています。

⑤
通常授業時、校舎から体育館までのルートは
どうなりますか。ピロティを避けていただき
たい。

⑤
体育館ヘは、2学期から下足室がB棟1階になるため、ピロ
ティを通らず校門からの通路を通って移動するようにしま
す。



意見 回答
⑥
今後のスケジュール（案）は、仮設校舎の設置
が1月～となっているが、今すぐに開始できな
いのか。

⑥
仮設校舎を設置するリース業者は、8月に決定できるよう現
在事務を進めています。その後、リース業者による実施設
計と許可申請業務等を行う必要があることから、1月頃から
の設置予定としており、このスケジュールが最短となって
います。ご理解くださいますようお願いします。

⑦
特別教室（理科室や音楽室）も仮校舎、Ｂ・Ｃ
棟へ移動して、現Ａ棟を全く使わない運用はで
きないのか。

⑦

特別教室も仮設校舎に全て設置するとなれば、再度、設計

をし、それに伴う予算の確保などを行う必要があり、手続

等を考慮すると新A棟の完成がさらに１年から２年程度遅く

なります。次に、特別教室をB・C棟へ移設させることにつ

いては、新A棟が完成し、現A棟解体後はB・C棟も普通教

室として使用するためできません。また、特別教室を全く

使用せず仮設校舎だけで授業を行うことは、児童の学習に

とって好ましくないことから、現Ａ棟の使用は最小限にと

どめ、運用面で対応するようにする現在の計画が最良であ

ると考えています。一日も早く新A棟を建設するよう、鋭意

事務を進めてまいります。ご理解くださいますようお願い

します。



一日も早く新A棟の建設が終え
られるよういたしますので、皆
さまのご理解とご協力よろしく
お願いいたします。

ご清聴ありがとうございました


