
第１５回 京都京北小中学校検討協議会 

◇日 時 令和元年１０月２５日（金）１９：３０～

◇場 所 京北合同庁舎 大会議室

１ はじめに 

２ 前回の協議内容の確認             資料１ 

３ 校歌・校章について              資料２ 

４ 教育構想及び学校説明会について         資料３

５ 施設整備について               資料４ 

６ 通学安全について               資料５ 

７ その他 

８ 次回の日程について 



第１４回（６／１４）の協議内容 

１ 京北地域小中一貫教育校検討協議会規約の一部改正について 

  本検討協議会の名称を新校名である「京都京北小中学校検討協議会」に変更する

とともに，周山中学校において，前年度と今年度のＰＴＡ会長が同一者となったた

め，前年度ＰＴＡ副会長を新たな委員として選出した。 

２ 令和元年度の取組予定について 

  検討協議会は，今年度４回の開催を予定し，新校の教育構想や校歌・校章の作成，

施設整備，通学安全，学校説明会及び閉校式・開校式の開催など，開校に向けた取

組等の報告・検討を行うことを確認した。 

また，学校では，小中一貫教育校開校を見据え，３小学校による合同学習や，周

山中学校を加えた４小中学校の合同学習について，充実した取組を進めていくこと

を確認した。 

３ 校歌（歌詞について） 

  新校の校歌（歌詞）について，作詞を依頼した久保正鳳氏から作詞に込めた思い

や意味等について説明いただいた後に検討を行い，歌詞について了承された。 

４ 施設整備について 

  新校舎建設工事の進ちょく状況について報告した。ロータリー整備工事も開始さ

れるため，引き続き，児童生徒の学習環境への配慮はもとより，周辺環境対策・安

全対策に万全を期して取り組むことを確認した。 

５ 通学シミュレーションの実施について 

  ６月１４日（金）に実施した通学シミュレーションについて報告した。 

  当日は，初めての下校時のシミュレーションも行われ，実施結果を踏まえ，より

円滑な運行に向け，引き続き，課題検証を行っていくことを確認した。 

  また，通学路の安全対策についても，引き続き，バス運行事業者や警察等の関係

機関と協議していくことを確認した。 

資料１ 



校歌・校章について 

１ 校歌について  資料２－２を参照

  前回の検討協議会（令和元年６月１４日開催）で承認された校歌の歌詞をもとに，

専門家（京都市立高校の音楽科専門教員）により作曲が行われました。 

２ 校章について 

（１）校章デザイン案 

案１ 

案２ 

案３ 

資料２－１ 

旧京北町の町章である六芒星の形

をベースとし，同じ形で表した北山杉

は６つの学区を象徴しています。 

更に周囲には稲穂をあしらい，林業

や農業が栄える京北の姿を表してい

ます。これらに支えられ「京北」の学

校として，大きく成長して進む姿を表

現しています。 

案１と同様に六芒星の形や，北山

杉，稲穂のデザインをベースとしつ

つ，色づかいや形をアレンジし，シャ

ープな印象となるようデザインして

います。 

案１・案２と同様に六芒星の形をベ

ースとし，北山杉のデザインで表すと

ともに，躍動感をあしらっています。

時代とともに変化・成長する姿を表現

しています。 



Allegro Moderato

1.

2.
3.

3.
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京都京北小中学校の教育構想
及び学校説明会について

京都京北小中学校教育企画推進室

資料３





























学校説明会の開催について
(新入学・進級説明会)

１ 日時 令和元年１１月３０日（土） 午前１０時 １１時半
２ 場所 周山中学校 体育館
３ 対象 〇京北４小中学校児童・生徒の保護者の皆様

（来春入学予定の新１年生の保護者を含む）
〇京北地域にお住まいの皆様

４ 内容 京都京北小中学校の教育内容や過ごし方等について説明します。
〇教育内容（教育課程・年間行事・教育の特色など）
〇生 活（通学方法・服装・生活のきまりなど）
〇施 設（新校舎の概要について）
〇その他（ＰＴＡ・学校運営協議会・連絡方法・諸費用 等）





 資料４  

建築工事の状況等について（令和元年９月末時点） 

１ 建築工事の状況（別紙①～⑨参照） 

 ・校舎棟，体育館 

  ３月～６月  基礎工事 

  ６月～１０月  躯体工事 

  １０月～   内装工事 

  １２月～   外構工事 

 ・アプローチ棟 

  ４月   基礎工事 

  ５月～１０月  躯体工事 

  １１月～   外構工事 

２ 土木工事の状況（別紙⑩参照） 

 ・第２・３工区（現周山中学校の校舎北側から体育館東側）法面工事 

 ・ロータリー整備工事 



（資料４ 別紙）
①令和元年１０月月初 敷地全景



②令和元年８月上旬（建築現場定点撮影）



③令和元年８月下旬



④令和元年９月上旬



⑤令和元年９月下旬



⑥体育館棟型枠工事（８月下旬）



⑦体育館棟型枠工事（９月上旬）



⑧アプローチ棟型枠工事（９月下旬）



⑨校舎躯体コンクリート打設工事（９月下旬）



⑩第１～３工区法面対策工事



通学安全について（シミュレーション実施等） 

１ 今年度のシミュレーション概要

  登校時に加えて下校時のシミュレーションを実施し，開校時の運行方法，運行時刻等

昨年度の検討事項を確定させる。

２ 実施日（回数は昨年度からの通算・今後の予定含む）

第４回 令和元年 ６月１４日（金）＜実施済み＞

（周山中・京北第一小で合同学習・合同音楽祭を実施）

第５回 令和元年１０月２１日（月）＜実施済み＞

    （周山中・京北第一小で合同学習を実施）

第６回 令和元年１２月２０日（金）＜予定＞

   令和 2年 1月以降も，実施を検討中

３ 第４・５回シミュレーションの実施内容

（１）登校時

   ８時頃に周山に到着する路線バス，スクールバスを利用して登校する。

   （下線は今回のシミュレーションで新たに実施する内容）

学校名 内            容

京北第一小

①五本松地区の児童が路線バス（矢代線）に乗車する。（バス停：出口橋）

②城山地区の児童がスクールバス（細野・長野線）に乗車する。（バス停：

八千代橋）＜第４回のみ・第５回は徒歩＞  

※①及び②の児童は普段は徒歩通学 

③他の地区の児童は普段どおりの登校

京北第二小

地区に応じてスクールバスと路線バス（山国・黒田線）に全員乗車する。

①スクールバス：黒田地区及び大野地区～中江地区

              （バス停：林町～二小前）

②路線バス（山国・黒田線）：小塩・井戸地区及び塔地区～下地区

                      （バス停：山国～殿橋）

京北第三小

地区に応じて２つの路線バス（弓削線・田貫線）に全員乗車する。

①路線バス（弓削線）：上弓削地区～上中地区（バス停：下川～上中）

②路線バス（田貫線）：田貫地区，鳥谷地区及び下中地区～井崎地区

                     （バス停：下中～井崎）

周 山 中
①京北第二小の「スクールバス」の区間の生徒がスクールバスに乗車する。

②その他の生徒は普段どおりの登校

資料５―１ 



（２）下校時

   １６時３０分頃に周山を出発する路線バス，スクールバスを利用して下校する。

学校名 内            容

京北第一小

１ 路線バスとスクールバスの２台のバスが運行している宇津線と矢代線

について，開校時の運行方法を見据えて乗車バスを一本化したシミュレー

ションを行う。 

 ①宇津線： 

 【現在】：宇津地区がスクールバス，下熊田地区が路線バスで下校 

 【シミュレーション】：全員が路線バスで下校する。 

 ②矢代線 

 【現在】：矢代・宇野地区がスクールバス，熊田地区が路線バスで下校 

 【シミュレーション】：全員がスクールバスで下校する 

（登校時と同様五本松地区の児童も乗車）。 

２ 城山地区児童は登校時と同様スクールバス（細野・長野線）に乗車 

  （第４回のみ・第５回は徒歩） 

３ 他の地区の児童は普段どおりの下校

京北第二小 登校時と同じ振分けでスクールバスと路線バス（山国・黒田線）で下校する。

京北第三小 登校時と同じ振分けで２つの路線バス（弓削線・田貫線）で下校する。

周 山 中
１６時台に下校する生徒は，小学生が利用するバスに乗車する。

１８時台に下校する生徒は，普段どおり路線バスで下校する（第４回のみ）

４ その他

（１）実施前の説明，指導

   各学校で，乗車するバスの種類・バス停，バス停までの行き方など児童・生徒への

事前指導，案内プリントの配布等を行う。

（２）実施当日の見守り体制

   普段バス通学をしていない児童が乗車する区間のバス停での待機やバスへの乗車等

により，教職員や市教委職員が児童の乗降状況を確認する。

（３）バスの乗車運賃

   シミュレーションに伴う運賃は，教育委員会が負担する。



５ 実施結果 

○ 第４回（令和元年６月１４日（金））

  【結果概要】

   ・登下校時ともに，全路線で大きな混乱はなく，徒歩通学の児童も全員無事に登

下校した。

   ・登校時は一部の路線によっては，乗降に時間を要して，若干の遅延が発生した

り，どのバスに乗車するか戸惑いが見られたりすることがあった。

   ・下校時は，時折，小雨が降っていたこともあり若干の遅延はあったが，ほぼ予

定どおりの時刻にバスを降車し，帰宅した。乗車するバスごとに児童・生徒が

集団を作っており，待機場所からバスの乗車場所までの移動も支障なく進んだ。

  【主な意見・感想】

   児 童

   ・初めての時より全然良くなって，バスの乗り降りが楽になった。

   ・乗る時は低学年を優先して乗った。低学年がいすにすわれるようにした。

   ・乗降口付近が混雑すると乗りにくい。

   教職員

   ・下校時は後で降りる児童から奥に座らせてスムーズな降車に繋がった。

   ・中学生は席が空いているのに，遠慮して座らないので乗り込むのに時間がかか

ることがあった。

   ・バスを降車する時刻がもう少し早いとより良いと感じるところがある。

○ 第５回（令和元年１０月２１日（月））

  【結果概要】

   ・登下校時ともに，全路線で大きな混乱はなく，徒歩通学の児童も全員無事に登

下校した。

○ 実施結果に基づく対応

  ・第４回実施後の児童・保護者の意見を踏まえ，城山地区の児童は，これまでどお

り徒歩通学とし，下地区の児童は，バス通学とする。

  ・下校時のバスの時刻について，より学校や児童生徒の活動に沿った時刻になるよ

う，関係部署と調整する。

  ・乗車マナーについては，低学年を優先しつつも，降車バス停の順番や乗車人数に

応じてスムーズに乗車できるよう，それぞれが工夫するよう伝えていく。

  ・これまでのシミュレーション等で，通学路で安全確保の為に対策が必要と思われ

る箇所については，内容を具体化して関係機関に働きかけていく。資料５－２



＜参考：登下校の状況（令和元年６月１４日（金）＞ 

登校の様子 

乗車バス停からの乗車           バスからの降車    

下校の様子                

バス到着時の様子            バス乗車時の様子 

バス車内の様子             バス降車時の様子 



資料５－２

（案）

令和元年 月 日

 様

京都京北小中学校検討協議会

代  表   久 保  敏 隆

要 望 書

平素は，子どもたちをはじめとする地域の安心，安全の暮らしを実現するため，格別の

御尽力をいただいておりますことに，厚く御礼申し上げます。

さて，右京区の周山中学校区において，京北第一小学校・京北第二小学校・京北第三小

学校の 3小学校が統合し，周山中学校と合わせた施設一体型小中一貫教育校「京都京北小

中学校」が令和 2年 4月に開校いたします。

現在，京北自治振興会，各学区自治会，京北学校運営協議会と各校 PTA 等で組織され

ています「京都京北小中学校検討協議会」と京都市教育委員会の連携のもとで，開校に向

けた取組を進めているところでございます。

こうした中，子どもたちが安心して通学できるよう，検討協議会内に「通学安全検討部

会」を設置して協議を重ね，また実際に登下校シミュレーションを実施する等，その安全

対策について地域・保護者・学校が連携し，一体となって子どもたちの安心・安全な新通

学路の設定について検討を重ねてまいりました。

当検討協議会での検討結果をもとに，通学上の安全性を一層高めるための要望事項を別

紙のとおりとりまとめました。

子どもたちが安心して通学できるよう，要望事項の実現に向け，御検討いただきますよ

うよろしくお願いいたします。



（別紙）

＜要望事項＞

（１）徒歩通学・自転車通学児童生徒の安全確保のための歩道へのガードレール等の設置に

よる安全対策及び除雪について

下記赤線部西側歩道については，徒歩通学児童生徒および自転車通学生徒の通学路ですが，児童生

徒が安全に通学できるよう，ガードレール等の設置による安全対策を要望します。

また，冬季については，積雪で歩道等が十分に確保されないこともあり，安全に通学できるように

除雪を要望します。

                            （例）

162 号線西側歩道へ
のガードレール等の

設置による安全対策

除雪が必要な歩道・道路



京都京北小中学校周辺の除雪

※除雪については，特に児童生徒が集中する「京都京北小中学校」周辺部分について，徒歩通学・バス通

学ともに安全を確保するために，下記の歩道・道路部分の除雪の強化を要望します。

児童・生徒が集まる交差点付近の除雪 道幅が狭い道路の除雪

バスロータリー

京都京北小中学校

校舎等



（２）児童生徒の通学安全確保のため信号改善・歩道確保について

①周山駅周辺信号の押しボタン式信号への変更

 児童生徒が安全に横断歩道を渡るために，点滅式信号から押しボタン式信号への変更を要望します。

②「亀ノ甲橋」及び「野上橋」への歩道の設置，もしくは白線による歩道の確保

○亀ノ甲橋

○野上橋

→押しボタン式信号機の設置



③「下中」バス停南側の路側帯設置

④「沢尻」バス停付近へのガードレール等の設置

北桑田高校

バス停

バス停までの歩道へのガード

レール設置等の安全対策

路側帯設置

バス停

バス停



（３）バス停付近の安全確保のための注意喚起看板・路面標示の設置等の安全対策について

下記バス停については，車が高速で通過することも多く，児童生徒が道路を横断するにあたって， 

特に自動車との事故が懸念されます。そこで，児童生徒の道路の横断・バス停付近であることの注意

喚起をする看板もしくは路面標示の設置等の安全対策を要望します。

①バス停「吉野」付近

②バス停「水野」付近

バス停

注意喚起する看板・

路面標示の設置

バス停

注意喚起する看板・

路面標示の設置



③バス停「鶴野」付近

④バス停「井戸」付近

バス停

注意喚起する看板・

路面標示の設置

バス停

注意喚起する看板・

路面標示の設置



⑤バス停「林町」付近

⑥バス停「晨渡橋」付近

バス停

注意喚起する看板・

路面標示の設置

バス停
注意喚起する看板・

路面標示の設置



⑦バス停「大野」付近

⑧バス停「野上橋」付近

バス停

バス停

至 野上橋

注意喚起する看板・

路面標示の設置

注意喚起する看板・

路面標示の設置



⑨バス停「比賀江」付近

⑩バス停「山国護国神社前」付近

バス停

注意喚起する看板・

路面標示の設置

注意喚起する看板・

路面標示の設置

バス停



⑪バス停「鳥居」付近

 ⑫バス停「殿橋」付近

注意喚起する看板・

道路標示の設置

バス停

バス停

注意喚起する看板・

道路標示の設置



⑬バス停「鳥谷住宅前」付近

⑭バス停「筒江口」付近

バス停

注意喚起する看板・

道路標示の設置

バス停

注意喚起する看板・

道路標示の設置



⑮バス停「下弓削」付近

 以上，多岐にわたりますが，子どもたちが安全に学校に通学できますよう，ご検討いた

だき，改善をお願いいたします。

駐車場
注意喚起する看板・

道路標示の設置
バス停


