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第一中学校の設計事業者が決まりました 

 

井之頭小学校改築との関連について 

 
 第一中学校の次に改築を予定している井之頭小学校は、校地が狭く、工事中校庭の確保が困難なため、工事中

の令和７～９年度の間、井之頭小学校の児童は、第一中学校に建設した仮設校舎に通うこととなります。 

また、改築事業は長期にわたるため、令和３（2021）年度現在、小学校入学前の未就学児も改築事業の影響を

受けることとなりますが、教育委員会では、児童・生徒の学校生活に十分配慮して進めていきます。 

令和２年12月から武蔵野市立第一中学校及び第五

中学校改築 基本設計・実施設計等業務委託に関する

公募型プロポーザルを実施し、設計者を株式会社佐藤

総合計画に決定しました。 

今後、令和３年１月に策定した『武蔵野市立第一中学

校改築基本計画』に基づき、設計条件を整理し、新しい

第一中学校の姿（基本設計）を12月にまとめていく予

定です。 
現在の第一中学校 

2020 2023 2024 2025
2026

計画改定
2027 2028 2029 2030

令和２ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和10 令和11 令和12

基本設計 実施設計 解体工事

平成18(2006)年４月２日～

平成19(2007)年４月１日生
中２

平成19(2007)年４月２日～

平成20(2008)年４月１日生
中１

平成20(2008)年４月２日～

平成21(2009)年４月１日生
小６ 中３

平成21(2009)年４月２日～

平成22(2010)年４月１日生
小５ 中２ 中３

平成22(2010)年４月２日～

平成23(2011)年４月１日生
小４ 中１ 中２ 中３

平成23(2011)年４月２日～

平成24(2012)年４月１日生
小３ 小６ 中１ 中２ 中３

平成24(2012)年４月２日～

平成25(2013)年４月１日生
小２ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

平成25(2013)年４月２日～

平成26(2014)年４月１日生
小１ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

平成26(2014)年４月２日～

平成27(2015)年４月１日生
５歳児 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

平成27(2015)年４月２日～

平成28(2016)年４月１日生
４歳児 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２

平成28(2016)年４月２日～

平成29(2017)年４月１日生
３歳児 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 中１

平成29(2017)年４月２日～

平成30(2018)年４月１日生
２歳児 ５歳 小１ 小２ 小３ 小４

平成30(2018)年４月２日～

平成31(2019)年４月１日生
１歳児 ４歳 ５歳 小１ 小２ 小３

平成31(2019)年４月２日～

令和２(2020)年４月１日生
０歳児 ３歳 ４歳 ５歳 小１ 小２

令和２(2020)年４月２日～

令和３(2021)年４月１日生
２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小１

Ｒ４.２～仮設校舎建設

              Ｒ４.９～仮設校舎使用

　　　　               既存校舎解体

　　　　　　　　　　年度

　　学校名

2021 2022

令和３ 令和４

第一中学校 基本計画

基本設計 実施設計

本体工事 仮設共用 解体工事 外構工事

井之頭小学校 （基本計画準備） 基本計画 本体工事

生

年

月

日

／

学

年

・

年

齢

中３ 中学校用地を共同利用する期間

中２ 中３

中１ 中２

小６ 中１

小５ 小６

小４ 小５

小３ 小４

小２ 小３

小１ 小２

５歳 小１

４歳 ５歳

０歳 １歳

３歳 ４歳

２歳 ３歳

１歳 ２歳

中学校の工事で

影響を受ける学年

・一中新校舎で生活する学年

・校庭を小学生と共有

中学校地内の仮設校舎で

生活する学年

仮設校舎建設の影響を受ける学年

・中学校の工事で影響を受ける学年

・仮設校舎での生活



日程 内容 

７月 29日（木）午前 10時～ 第７回第一中学校改築懇談会 

９月上旬頃 保護者・学区内在住者説明会 

９月 21日（火）午後６時～ 第８回第一中学校改築懇談会 

11月 30日（火）午前 10時～ 第９回第一中学校改築懇談会 

令和４年１月頃 保護者・学区内在住者説明会 

令和４年１月頃 まちづくり条例に基づく近隣説明会 

令和４年２月頃～ 仮設校舎建設 

 

 

武蔵野市立第一中学校改築事業 令和３年度（2021年度）の予定 

 

武蔵野市立第一中学校改築事業 想定工程 

 
令和２年度に『武蔵野市立第一中学校改築基本計画』を策定し、第一中学校をどのような学校にするか方針を

決め、学校の規模、配置及びスケジュール等与条件の整理を行いました。 

令和３年12月に、基本計画に基づき、設計条件を整理し、具体的な姿を描く基本設計をまとめていく予定で

す。その後令和４年中には、基本設計に基づき、工事発注するための詳細な仕様を決めていく実施設計を行いま

す。 

また、令和４年（2022年）２月頃から第一中学校校地内に仮設校舎を建設する工事が始まる予定です。 

進ちょくは「建て替えニュース」、市ホームページ等で逐次お知らせします。改築の期間中はご不便をおかけす

ることもございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

年 
令和２年度

（2020年度） 

令和３年度 

（202１年度） 

令和４年度

（202２年度） 

令和５年度

（202３年度） 

令和６年度

（202４年度） 

令和７年度

（202５年度） 

令和８年度

（202６年度） 

令和 9年度

（202７年度） 

令 10年度

（202８年度） 

令和１１年度

（2029年度） 

設

計 

          

工

事 

          

 

基本計画 基本設計・実施設計 

 仮設校舎 
建設 

仮設校舎 
▼へ引っ越し 

 既存校舎 

解体 

 
新校舎・新体育館

建設 

新校舎へ 
▼引っ越し 

 
仮設校舎 
既存体育館 
テニスコート解体 

 
プール 
テニスコート 
外構工事 

一中生徒 仮設校舎利用期間 井之頭小児童  

仮設校舎利用期間 

お問合せ：武蔵野市教育委員会 教育企画課 財務係 （電話 0422−60−1972） 

 

※会議資料、議事録は市ホームページで公開いたします。 

※会議は原則傍聴いただけますが、新型コロナウイルス感染症の状況により、ご遠慮いただく場合がございます。 

傍聴をご希望のかたは、市ホームページや電話でのお問い合わせなどで最新の状況をご確認ください。 

🔎http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/10

30335/1029277.html（武蔵野市立第一中学校改築懇談会） 

🔎http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/10

30335/1030645.html（武蔵野市立第一中学校改築事業） 

 🔎http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/10

30335/1030449.html（【公募】武蔵野市立第一中学校及び第五中学校改築 基本設計・実施

設計等業務委託に関するプロポーザル） 


