２０１４年学校調査報告書まとめ
２０１４.５
学校名
小日向台町
小学校

施設面での改善要望
・昭和１３年建築 明化・誠之の次に改築の予定。広い
道路に面していないので、大型車両やミキサー車、資材
をどこから搬入するのか。仮設校舎を校庭に設置すると
校庭が使えなくなる心配がある。
・現在児童数は２８１名。毎年１０人ずつ位増えていて、
教室数はぎりぎり、少人数学習室を普通教室にしたよう
だ。あと２年で各学年複数クラスになるだろう。
・プールは、避難所の火災対策、生活用水確保のために、
夏期だけでなく貯水してはどうか。町会からも要望が出
されている。

金富小学校

・トイレの１カ所洋式化は完了しているが、家庭は洋式
なので増設が必要だ。
・トイレ掃除は主事が毎日丁寧にやっているそうだが、
悪臭が残っているのは構造的なものか。
・子どもの数は毎年増えており、現在３３３名。今年の
１年生は、あと１人足りず３クラスにならず２クラスと
なったようだ。
・来年度、屋上の改修を予定、今年は実施設計が予算化
される。

青柳小学校

・放送施設改修、Ｈ23 体育館改修済、Ｈ25 校庭補修。
・家庭科室、理科室へのエアコンＨ26 に設置される。
・トイレ洋式化は、Ｈ26 に男子トイレ４箇所改修。
・正門、西門の扉の改修が必要。家庭用の蛇腹式で強固
すぎる。
・プールサイドへ下りる階段の手摺りが短く危険であ
る。追加して増設の必要あり。
・教室黒板用の蛍光灯は増設が必要。
・全教室の床材の張替えが必要（軋み、剥がれ、ささく
れあり）
。せめて６年２組並に。
・老朽化した体育館は、壁にひび割れ、窓の開閉に困難
があり改修を。
・豊島が岡御陵コンクリート万年塀の老朽化改修を。
・外装は、今夏塗装を行なう。廊下、床コンクリートを
張る。天井、壁を直している。内装は今後の課題。
・洋式トイレ設置は、新校舎側のみ行なわれた。
・スチールサッシの窓は、夏に複数の硝子がヒビ割れ、
重くて開けにくい。全部アルミサッシに変更が必要。
・理科室は旧校舎にあり、机、流し等古く、床がコンク
リートのまま。
・家庭科、図工室は全体とても古い。改修し、机備品新
しくすべき。
・音楽室は狭い。２５年前のエアコン壊れた。換気悪く、
一酸化炭素が発生する。窓は開くようになった。
・廊下の流しはコンクリートの古いまま。改修すべし。
・平成 27 年は開校 140 周年で、施設は全体として老朽
化して安全上の課題がある
・新校舎の設計はまだ示されないが、建築上の課題だけ
でなく、侵入路（動線）をどうするか、複合施設にする

林町小学校

誠之小学校

日本共産党文京区議団
その他の現状と要望
・図書ボランティアは、３９人。
毎金曜朝、全教室で読み聞かせ
をやり、図書の貸出しも週２
回。年間３００冊。図書蔵書費
用２０万円。
・就学援助利用者は４名。
・今年４月から情緒障害の特別
支援学級（しいの木学級）が駒
本小に続き設置、各校２クラ
ス。給食で交流。正規２、講師
２、支援員１人体制。
・少人数学習は、都加配により
算数は４年生まで実施。
・言葉と聞こえの教室には、去
年まで都立大塚特別支援学校
の先生が来ていたが、異動にな
った。
・図書室には、２０人の読み聞
かせボランティが週１、２回来
ている。夏休みの図書貸し出し
は、ＰＴＡがやっている。

・放課後全児童育成事業は火、
水、土、日で、雨天時は体育館・
図書室を開放するようになっ
た。外にシートを敷いて、学習
コーナーがある。以前は７人位
指導員いたが、その日は２～３
人のみ。
・楽器はいいものが入ってい
る。

・コミュ二ティースクールにつ
いて伝統的に地域支援がいろ
いろされてきた歴史の上に行
われている。教員公募も学校に

柳町小学校

本郷小学校

千駄木小学
校

のか、検討課題は多い。校庭の中央部にある二本の銀杏
は文化財級の価値があり、これも残すとなると更に難し
い。建替えを検討する場合、現地で学校教育活動を続け
ながらの解体･新築ができるかどうかが課題になる。
・第一校舎では雨漏り、壁から水の染み出しがある。
・２つの地下倉庫活用の要望がＰＴＡから出されている
が、窓がなくカビ臭もあり倉庫以外の活用は考えにく
い。
・校舎の中に段差が多い。階段の滑り止めをテープで補
修している。
・体育館の裏手にはハクビシンが住み着いているといわ
れている。体育館の裏手の白山１丁目側の擁壁は、昨年、
水が出たため近隣から苦情が区に寄せられ区により応
急処置が行われた。
・出入り口が１つの教室がある。防災上、問題である。
・図書室の本が廊下にもある。
・現在２１学級だが、再来年、４０人学級でクラス数は
上限に達する。
・今、少人数授業で３つの教室を使っている。
・理科室（扇風機もないので体育館用の扇風機を利用）
、
家庭科室にクーラーの設置を。
・少人数学習は、クーラーのある図書室を使っている。
また、会議のときも図書室を使う。
・１０年前と比べて１００人児童数が増えて、現在３７
０人。今年は、職員更衣室とＰＴＡ室、放送室と倉庫を
普通教室２室に替えた。教員数も増え、職員室に机を置
ききれないのでそのスペース確保も必要。来年はあと２
室必要になるので仮設教室を建てる。
・倉庫代わりにしている使わない２階のトイレは、今年、
ドライ化して使うため、その荷物の収納場所に苦慮して
いた。
・給食室も狭いため、改修時に広げることを位置付けた
方がよい。
・雨漏りあり。
・全体に蛍光灯が暗い。
・図工室に電源が少ない。
・２０１３年度で開校１５周年を迎えた。今のところ緊
急で直すところもないようだ。
・児童数増、３５人学級の実施のために普通教室が不足
している。少人数学習の教室はランチルームを半分教室
に転用して使っている。これからも教室不足が続くこと
が懸念される。
・改築計画は３番目（昭和 10 年頃築）で、
「快適化計画」
の予算はない。
・廊下ミシミシ音がする。雨漏り、大雨のとき窓から侵
入する。外壁にひびがいっぱいある。１cm 以上のひび
の幅は埋めてあるが、他はそのままで剥がれ落ちてくる
のではないか。
・ドアに鍵がない教室があり、侵入防止の策として５寸
釘を差し込むように紐でぶら下がっていた。
・北側のサッシの間や給食室の換気扇から雨水が入り
込む。３階に雨漏りが多い、屋上が傷んでいるのか。
・特別教室（第２音楽室、家庭科室、理科室）生活科（１・

決定権があるわけではないが、
モチベーションの高い教員が
応募してくるという。

・校長室と職員室の一角が、災
害時の児童の避難経路になっ
ている。見直しが必要。
・図書支援では月に３～４回(１
回２時間)小石川図書館から派
遣の他、ＰＴＡ、地域のボラン
ティアの読み聞かせがある。

・都と区のスクールカウンセラ
ーは週３回配置されている。問
題が深刻になる前に解決され
ているようで、不登校の子ども
はいない。
・図書館司書は、派遣されてい
ない。本が少ない、読み聞かせ
はボランティア。

２年生）
、児童会室にエアコンが必要。
・今年１年と２年の４クラス、２教室にエアコンが設
置されるが早急に工事が必要ではないか。
・廊下のカーブで死角になるところはインターホンの増
設が必要。
駒本小学校
・生徒数は２２０名で、１・２年生が２学級、特別支援
学級を入れて９学級。来年１年生が２学級になると教室
が足りない。
・ランチルームも会議室もない。
・少人数学習は３年生以上、２年生も実施したいが図書
室を使わなければ教室がない。
・４年生から女子の更衣室を単独でほしいが児童会室、
会議室、面接室と多目的に使わざるをえない。
・算数少人数学習は月に２０時間使用、エアコンの設置
が必要。
・理科室、家庭科室にエアコン設置を（特別教室はクー
ラーで暖房はガス）夏を待たずに対策が必要。
・体育館に空調設備を
・トイレの臭いあり、対策を。
指 ヶ 谷 小 学 ・築５３年が経過しているもののきれいに使われていて
校
あまり古さを感じない。
・ランチルームにもクーラー設置を。
・音楽室の防音化のため厚手のカーテンをひいている
が、窓の二重化など緊急に対策が必要
・内装、ギシギシ音を立てる床の改修は必要。
・暑さ対策のため体育館に換気口の設置を。

・コミュニケーションの教室
「いずみ」１４校から３４人。
・２５年度に特別支援学級 む
くの木 定員８人―現在６人
・校内に育成室がある。

・図書館から司書派遣はなく、
ボランティア（学年で５～６
人）が読み聞かせをしている。
・電子黒板はかつて推進校に指
定され４台あるが、使いこなす
力量不足のようだ。
・図工室の陶芸用窯は、アスベ
スト含有があり使用できない。
しかもガス仕様。電気仕様のも
のと更新が必要。
関 口 台 町 小 ・理科室、家庭科室、少人数教室にエアコン設置予定だ ・調べ学習用の図書が足りな
学校
が、体育館にも必要。（学校運営協議会からも要望が出 い。
ている）
・築年数からして老朽箇所が多い
・トイレの悪臭対策（昨年度特殊清掃を実施している）
が必要。
・トイレ１カ所洋式化は、今年実施設計、来年工事だが
洋式の増設必要。
・体育館の建て替えが必要。校舎の継ぎ目で雨漏りがす
る。昨年体育館の壁に亀裂が入る。１階プールは夏でも
寒く、加温機で温めている。ごみや虫なども入り込む。
・校庭がせまく、屋上も使用しているが、校舎と体育館
屋上の継ぎ目が大きな段差となっており、死角もあるの
で危ない。
・椿山荘との境に長大な万年塀があり、その下に２ｍ位
の椿山荘の擁壁がある。地震等で崩れないか不安だ。
昭和小学校
・屋上プール入口側の窓の開閉ワイヤーが壊れている
・図書室はなく、コーナーを使
・体育館のギャラリーの本郷通り側の窓は、押し開ける っているので落ち着いて読書
際に危険だ。
（児童は入れないようになっている）
。ギャ ができない。空調もきかない。
ラリーの天井ボードのはがれ、雨漏りの跡がある。
図書標準は未達成だがこれ以
・少人数にする場所がない。
上置くスペースがない。
・３教室いっぺんに掃除機をかけると電源が切れる。
・理科室の支援員は時給千円ほ
・音楽室に換気扇が必要。楽器が足りない。金管楽器の ど。一定予算が必要ではない
ピストンがさび付いて動かない、ショルダーが壊れて
か。

いるので、修理代の予算が必要なのではないか。
・会議室が足りない。校長室で会議をしているという。
・校庭が狭い。
駕 籠 町 小 学 ・教室が足りない。
（11 以上は対応できない。ふれあい
校
ルームを２年の教室に転用した。会議室もなく、ランチ
ルームを算数の少人数や会議室に使用している）
・今年度に児童数増により給食数が増え給食室を増築す
るため、調理休憩室は１階物置に移動で物置がなくなっ
てしまった。
・特別教室（理科室、家庭科、図工室）は昭和時代その
もの。
（今の時代にそぐわない。
）
図工室―使えないガス窯は撤去を。流し、机等古く、
汚い。取り換えが必要。
理科室―何もかも古い。机も含め、新しくすべきだ。
家庭科室―机は古くて卓上コンロを出すとまな板を
置く場所がなくなる。質も悪い、全部取り換えるべ
きレベル。
図書室―普通教室を転用したので、狭く、閲覧コーナ
ーも非常に狭く、机３個分位。床の P タイルがボロ
ボロで張替が必要。
・女子更衣室―家庭科室横の廊下スペースをカーテンで
仕切って使用している。
・体育館に物置がないので、隣の教室をつぶして体育道
具を収納している。
・水道管が臭い。２階は教室に廊下の排水管から臭いが
上がってくる。古い下水に直結構造なのか。
・４階廊下天井から雨漏り。天井・床の改修が必要。
・校庭の人工芝がツルツルに擦り減っていて、危険。玄
関小スロープ危険。校門前に雨水が溜まるので、すのこ
を使用している。雨水浸透しない部分あるー排水口もな
い。
・屋上―防水古いままで、学校名のところのみ新たに塗
装。大雪時など排水口が塞がり水漏れがあったという。
大塚小学校
・Ｈ21 に開設した育成室、同時に整備されたランチルー
ムとの対比で学校全体がくすんで見える。
・正門「門扉」は異常に重く開閉が危険、軽量のものに
改修を。
・校舎の外装・補修を（Ｈ24 外壁調査済）。
・黒板前が特に暗い教室・職員室は照明の増設を。古い
つり型の蛍光灯はＬＥＤ等で交換を。教室の柱・壁は塗
り替え、床も明るく張替え等内装工事が必要。
・つり型ブラウン管テレビは危険である。撤去と液晶型
ＴＶ設置を。
・老朽化した校舎内廊下の暗さ、汚さ、むき出し 明る
いロンリウムに張り替えを。雨漏り跡など壁面の汚れ、
剥がれは補修・内装を。
・洋式トイレ、換気扇、男女間の仕切り設置、個室ドア
の隙間の改修―Ｈ24 年度完了し、喜ばれた。
・クーラーは、今年度に、家庭科・理科室２室が工事へ。
明化小学校
・改築基本構想に着手というが、スケジュールは未定。
・体育館は築３０～４０年。幼稚園建設時に現在地（２
階）に動いた。舞台の開閉式は非常に使いにくいし、狭
くて良くない。朝礼では使っていない。

・加湿器を父母の会が設置して
くれた。インフルエンザの欠席
が少ないのは、その効果か？
水 70～
・放課後全児童対策は、○
土○
日 は 10～30 人。休日
80 人 ○
に他校児童や中学生が来た場
合の事故対応や保障などが明
確になっているのか。

・「清新の鐘」を朝礼で鳴らし
ながら、「明化の目標」を６年
生が言うのが低学年の憧れと
いう。

汐見小学校

根津小学校

・旧校舎の白壁、天井アーチ美しい。微妙なカーブは左
官さんの伝統技術で、今これだけのものを作れる人はい
ないのではないか。
・廊下、教室の腰板重厚な作り。廊下側の窓は古い板ガ
ラスで波打ち、今作れないもの。
・地下室は広い。昔ボイラー室あり。今は、防災備蓄庫、
物置、空調チラ―設置。天井もアーチになっており、き
れいにすれば、見栄えすると思われる。
・理科室等も古いが重厚。
・旧校舎のトイレは男女の仕切り上部が空いている。
・職員室に「奉安殿」がある。３０㎝位の鉄製の扉。今
は児童の記録を収納している。
・校庭の全面改修がＨ24 に終了した。
・理科室、家庭科室算数ルーム、学習ルームにエアコン
設置を。
・教室の床、体育館床は経年劣化のため張替えを。放送
設備も経年劣化、改修を。
・ランチルーム備品の整備を（40 脚は新品になったがあ
と 40 脚）
。

・
「快適化」の対象だが、築 50 年の校舎。全体として建
替の方策を今から考えたほうがよい。六中校舎との格差
が言われるが、ゆくゆくはこうなるというシンボルと捉
えればいいのではないか。
・児童数がこれ以上増えると普通教室が不足する。次は
第二図書室、ランチルーム、会議室の順で普通教室に転
換するか。でなければ唯一２階建ての校舎(給食室、家庭
科室棟)の上に増築し狭い図工室など特別教室を移動さ
せるのがよいのではないか。
・職員室は８学級の学校としては狭く、床が老朽化して
いる。配線は床上に這わせモールで処理してある。
・雨漏りは以前より改善したが、各所で発生。
・ランチルームは(なぜか)音が反響してうるさい
・プレイルームを算数少人数授業に使用している。独自
の部屋が無い。
・図工室は 40 人で体の大きい６年生が入ると狭い。の
こぎりを使う授業では廊下に出て作業。
・非常に危ない老朽化した非常階段。鉄柵は錆びて、東
日本大震災以来使用禁止･侵入禁止にしてある。
・２年１組の普通教室 木製の床が老朽化している。
・体育館 ギャラリー無く、窓は排煙窓。足元の窓はあ
るが、上と下では空気が流れない。
・教卓が古い
・図書館のカウンター用テーブルが古くて、ベニヤ板で
補修したがそれも壊れている。板が剥がれてぼろぼろ。
・プール排水口の蓋が重い。プールも古いタイプで水が
オーバーフローしない仕様。プール中のコーティングも
剥がれている。プールの横にデッドｽﾍﾟｰｽあり、何も使

・低学年から俳句をやってい
る。「ビアガーデン オレンジ
ジュース ５杯飲む」
・吹奏楽は高学年の８割が参加
している。楽器の修理費は非常
に問題。

・2013 年 12 月 23 日 校庭で
の親子無理焼身自殺について、
つらい時期を経て今日までの
心境と問題・課題などを率直に
語ってくれた。事件発生後の時
系列的な対応、子ども達へのカ
ウンセリング（大阪池田小事件
時対応したカウンセラーＨ25
月１回、Ｈ26 は年４回程度を予
定）。事情を知る子ども達はそ
の場所に近づかない。
・放課後オアシス事業の継続発
展を
・図書室に司書派遣は無い。蔵
書予算が少ない。図書の基準は
未達成。調べ図書は文の京レベ
ルアップ予算で購入（20 万円）
した。
・英語講師を保護者に依頼して
いたが、昨年その児童が卒業。
未だに未報酬で継続してもら
っているが、無報酬は如何か。
大学生ボランティアに 1 回
2000 円出せるのでそれを英語
講師に回したいが、区はあくま
でも「大学生」が条件の予算、
どうにかして欲しい。
・予算に対して校長の裁量を認
めて欲しい。墨田や江東では備
品費を他の需用費に流用でき
たが、文京はできない。
・各教室にＨ２２に可動式のデ
ジタルテレビが配置されたが、
教室で使用するには画面が小
さすぎて使えない。廊下に置く
のも危険。（第二図書室には３
台収容）教室で使うテレビは画
面が大きく、天井から吊らない
とダメ。教育委員には学校を回
って、予算について学校現場の
声を聞いてほしい。

礫川小学校

湯島小学校
第八中学校

第九中学校

第一中学校

用されていないようだ。
・一番奥の古い校舎と２番目の校舎の接続部分に勾配が
２ヵ所あり、階によって高低が逆で、段差になっている。
東日本大震災で生じたものもあり区は処置し「大丈夫」
といっている。
・廊下Ｐタイルは色が統一せず修理の跡だらけ。
・現在児童数は２８４名。４年を除きすべて２クラス。
・職員室に余裕がなく、机が足りない状況。
・４階の男女トイレの天井間仕切りは設置されたが、そ
れ以外の設置予定はない。
・５か所の洋式トイレ設置は完了している。
・屋上が大雪の時６年の教室が雨漏りしたが、改修工事
を行う。
・体育館が狭い。
・人工芝が摩耗しているので改善が必要である。

・トイレ洋式化とクーラー設置の要望は切実。
・校庭の改修はＨ26 年は設計、工事は平成 27 年。校
庭東側の樹木の根が張り、校庭に凹凸ができている。
一部痛んでいる樹木もあり、校庭改修の設計の際に、
樹木の改善、植替えも必要。校章の八重桜がいい。
・校舎裏の擁壁も調査し、改修を。
・薮下通りに面した汐見児童遊園（校舎裏の擁壁上）
から、ごみ投入が相次いでいる、テニスの支柱を取り
に行く場所でもあり、対策が必要。（弁当ごみ、割れ
た酒瓶、机が投げ込まれたことも。）学校がごみ処理
して集積所に出すと処理券が必要で費用も掛かる。周
辺の草刈は 2014 年３月に実施したという。
・給食搬送用のＥＶは人も乗れるのでよいが、災害時
は電源がどうなるか心配。災害時にトイレの水は屋上
のプールからバケツで運ぶ計画だが、それでよいか。
・体育館の空調が必要。
・音楽室のエアコンが故障して動かない。今年の夏に
間に合うよう工事が必要。
・普通教室の窓の下 1/3 に貼った擦りガラス用シート
が傷だらけ。（授業に集中させるために学校が荒れた
時代に貼ったのだと思うが）
・築４５年、教室の床、廊下の床の状態、あまりにもひ
どい。Ｐタイルはぼろぼろで張替え必要。
・廊下、天井に雨漏りの跡あり。廊下の手洗い場、ペン
キがはがれ古く汚い。取り換えが必要。
・特別室(理科室、家庭科室、技術室)は昭和時代の設備。
理科室、技術室―ガス管の配線がむき出しの設備、机、
椅子、流し等古く汚い。全部取り換えが必要。
・トイレの洋式化―今年９ヶ所改修する計画、３・４階
のトイレ臭いあり。
・余裕教室はない
・特別室にはエアコンを早急に設置を。多目室は３室全
部にエアコンが必要。更衣室にもエアコンが必要。
・保健室を水回りの良い場所に移動を。（前の手洗い場
を足洗い場、水のみ場に）
・特別支援教室２クラスはエアコン設置済み。男女更衣

・図書室には、真砂図書館から
派遣されている。
・学校力向上パワーアップ事業
の３０～４０万円は大部分を
図書購入に充てた。

・ノーベル賞の小柴先生の業
績パネルが学校にあるが、フ
リースペースに一部展示のみ
で残りは倉庫にあるという。
東大は「貸与」と言っている
がどういう扱いなのか。
・教室のＴＶはブラウン管だ
が、デジタル化すれば、ＰＣ
動画を教材で使えるのでは。

・保健室のパソコンのプリンタ
ーは部屋になく自前。洗濯室が
必要。現在は特別支援室の洗濯
機を借りている。
・３年生は調理実習ができるの
は半期のみ後期は時間がなく
調理実習ができない。
・電子黒板はできることなら全
教室に設置を。
・不要のテレビは撤去してはど
うか。
・学校図書室蔵書は未達成。

室、金工・木工室、理科室、家庭科室２室、美術室への
エアコン設置を。
・トイレ 22 箇所中 15 設置済。１、３、４階男女、３階
体育館男の７箇所洋式化を急ぐこと。
・Ｈ5 に体育館とプールが完成したが、天井がなく直射
日光を遮るものなく、暑くて大変、対策を。
・内装、外装整備が必要。地下を中心に雨漏りの跡あり。
本 郷 台 中 学 ・築６０年。体育館棟は開校時１２年前に改築。
校
・トイレのドライ化、床の張り替え、天井改修、外壁塗
装が必要。
・現在、雨漏りも所々あり。
・調理室、理科室、技術室にクーラー設置を。
・保健室が暗い、位置によって暗い教室がある。
・水道の赤水対策を。３階以上の水道配管の見直しを。
・プールは４階だが、調整するポンプ室は２階で使いづ
らい。濾過機も古い。
・教室が足りない。理科教員は２人だが教室は１室だけ。
各学年２クラス。
文林中学校
・現在は各階１学年ずつ使用。校舎は、全面建替、改修
が必要。
・体育館にトイレが無い。トイレはプール用トイレ棟(ブ
ロック造)を兼用している。洋式は未設置。
・全体として暗いので改善を。
・音楽室の改善を―殺風景で倉庫のよう。準備室にクー
ラーがない。雨漏りがある。教室の４個あるスピーカー
のうち、後ろの２個は音が出ない。前の２個はコンクリ
ートブロックの上に乗せてある。第二音楽室は雨漏り、
エアコンなし、扇風機のみ。
・屋上に「文林」の表記がない。動坂方面に案内板の設
置を。
・電子黒板はあるが、可動式で重く、出入り口は高さが
ギリギリである。
・３階の男子トイレの木製のドアはぼろぼろで修繕中。
すべての木製ドア・引き戸の取り換えを。
・視聴覚室へのクーラー設置を急ぎ、今夏から使用を。
デジタルＴＶﾞが一台あるだけで、プロジェクターなど
は無い。
・トイレ洋式化(各トイレ 1 つ)は完了したが、臭いあり。
・屋上のコーティングがはげている。
第三中学校
・生徒が増えて教室不足。（印刷室を普通教室、少人数
学習は会議室で代用）
・洋式トイレは各階１台。なぜか２階に生徒用のトイレ
がないため、３階が混むと１階まで下りてきて使用。
・特別教室は暑い、最上階の美術室は特に。すべての教
室にクーラーの設置が必要。
・体育館の電源スイッチがずっと壊れていたが、新たに
出入り口にスイッチをつけ、やっと問題解消した。

・一学期に校長が全生徒と面
談、毎朝の校門での挨拶、家庭
訪問も始めている。

・Ｈ26 年度は入学者が 20 人を
切った。校舎老朽化は原因のひ
とつと言えるのではないか。教
育内容を良くすることととも
に、施設も大きな課題だ。

・２２年ぶりに各学年３クラス
に。生徒数は２７０人。生徒の
過半数は、そもそもの学区の外
から通っている。
・図書館司書の派遣はない。
・特別支援学級との交流は、希
望あれば５教科すべて対応し
ている。
・技術、家庭の教科が減らされ、
年３５時間。技術は１７時間＝
月１時間がやっと。

第十中学校

・天井、壁の雨漏り、鉄筋内部まで水滲みていて、漏電
の可能性ある。
・廊下が割れていて、人工大理石がすり減り滑り、ぴか
ぴか状態で危険だ。
・階段のストッパー、老朽化で金具のゴムがすり減り、
むき出し状態で滑り、危険。
・
「古い割には手を入れている」と思うが、部分改修で
対応できるのか、疑問である。
・校庭が狭い。校庭のトラックは非常に危険。玄関柱の
すれすれにトラックが敷かれており、カーブが石タイル
の上で滑り、安全上問題。先日、けがをした生徒もいる。
・校庭のラバーコートが禿げてきて、バレー、バスケ
ット、テニスの振動が周りに響く。
・塀の石に隙間できていて、地震で倒れるのではない
か。人命に関わるのですぐ改修必要。
・４階特別教室にエアコンなく、屋根の下なので、６
月から非常に暑い！
・生徒用ロッカーはスチール製で凸凹、別なものに更新
が必要。
・音楽室に防音なく、せめて二重窓が必要。吹奏楽器足
りない、借りて使用。予算なく非常に問題。
・階段吹き抜け部、下まで落下の危険あり。
・トイレの臭い、夏季ひどい。
・全体に暗く、照明の生徒の視力への影響が気になる。
吊り下げ型の蛍光灯はあり得ない。

・図書が少ない、足りない。空
き書架がたくさんある。
・多目的室を女子更衣室に使っ
ているが、カーテンもなく、丸
見え状態である。
・技術・家庭科は非常勤。本来、
技術教諭は金工、木工、パソコ
ン室の管理責任をもつが、いな
いので安全管理、掃除ができな
い状態である。
・教員が１２名しかいないので
部活指導が大変。

