
番号 分類 意見要望等要旨 番号 市教育委員会の考え方 検討結果

臼田地区新小学校　配置平面計画（素案）に対する意見・要望等

佐久市型論点整理手法

（1）パブリックコメント（意見募集）

冷房

植栽

植栽

グラウン
ド

周辺道路

2

3

4

5

6

現在の臼田小学校内には、ポプラやカシ、桜などたくさ
んの樹木があり子ども達ものびやかに生活している。新
小学校においてもシンボルツリーになるような大きな
木、季節を感じられる木（桜など）を植えていただきた
い。

冷房については、エアコン設置の具体的
な検討をしていますが、現時点では、体
育館へのエアコン設置は予定していませ
ん。
しかしながら、災害時には体育館を使用
することもありますので、市では、発電
機やファンヒーター、扇風機等各種機材
をレンタルで設置できるよう協定を締結
し、対応することとしています。

校舎

6

県道バイパスの信号機設置場所について、市教育委員会
では、北東の交差点に設置を要望しているとのことだ
が、国道141号勝間の信号から西へ下りてくる南東の
交差点にこそ信号は必須だと思う。バイパスを通行する
車のスピードは思っていた以上に早く、特にインターか
ら下りてくる車は減速しておらず危機感を感じている。
南東の交差点には横断歩道があるが、南側の見通しが非
常に悪く、お年寄り等横断歩道をゆっくり歩いている歩
行者の安全が危惧されるほか、コスモホールで催しがあ
る時の交通量の増加、右折信号が無いことで起こる混乱
にも不安を覚えている。今はまだ交通量はそれほどでは
ないが、いずれインター周辺が工業地帯となる予定であ
り、バイパスに信号が無いことはとても危険だと思って
いる。北東の交差点に信号機があると、コスモタワー側
の勝間の子どもたちが141号の信号の無い横断歩道を
渡り、歩道が無く車のすれ違いができない・塀があり逃
げ場が無い細い道・勝間橋を歩く可能性が出てくるが、
南東の交差点の信号があれば北部消防署前の141号勝
間の信号で渡ってそのまま歩道を下り、バイパスを安全
に横断できる。

北東側にバスの乗降場所を配置している
ため、学校敷地北東の県道バイパス交差
点に信号機を設置するよう、警察に要望
しています。通学方法等の決定に合わ
せ、安全に配慮した計画となるよう検討
していきたいと考えています。

実施設計
で検討

校庭（グラウンド）は水はけの良いクレ
イ舗装になります。クレイ舗装は、排水
性をよくするために、有孔管と砕石を敷
設し、その上に、砂と土を混ぜ、塩化カ
ルシウム等で表面処理した表層を設ける
舗装です。

実施設計
で検討

校庭周囲（校庭と県道の間）に樹木の計画がない。これ
まで竣工した臼田中学校や佐久平浅間小学校でも校庭に
樹木が少ない（一本もない？）気がする。基本計画に
は、『単なる機能を充実した使い易い学校ということだ
けでなく、児童が過ごす6年間において、特徴ある学び
の体験や思い出作りに寄与し、充実した施設設備の中、
ここで学んだことに誇りを持てる学校づくりを目指すこ
とを理念とし、魅力ある学校づくりを進めていきま
す。』と記載されている。特徴ある学び（落ち葉拾い）
や思い出づくり（四季を感じられる環境）に寄与するた
め、樹木の計画は重要ではないか。昨今、臼田地区では
樹木の管理が難しくなったため、伐採される樹木が多
く、野鳥が住む場所を失っている。計画箇所は、現段階
では周囲に耕作地が多く、小動物が暮らすには快適な場
所であり、ビオトープの形成も進みやすいと考える。そ
ういった、環境づくりによって人間性豊かな教育ができ
るのではないか。4校が統合されることも踏まえ、各校
から代表的な樹木を持ち寄るというのも一つかと考え
る。

植栽計画につきましては、最終的には次
の実施設計で学校の意見を聞きながら、
樹種や樹高を計画するようになります。
他校の例では、学校の大きな樹木が、台
風の際に倒れる等周辺にお住まいの方々
にご迷惑をかけている状況もあります。
植栽計画については、そのようなことも
考慮しながら、季節ごとに花が咲く樹種
を選ぶ等の配慮をしていきたいと考えて
います。

実施設計
で検討

4

5

校庭の断面構造について、小学校では、運動会を中心に
校庭を利用する機会が多いと思う。冬季の残雪による校
庭利用不可期間が短くなることも含め、水はけについて
は十分に検討いただきたい。

1
教室とワークスペースとの間はオープンではなく、通常
多くの小学校がそうであるように1クラスごとに教室と
して区切る形がいいと思う。

現在検討している教室は、オープンス
ペース型ではなく、1クラス1教室として
区切られた形で計画しています。

基本設計
に反映

1

実施設計
で検討

2

今夏はとても暑く、子ども達も学習に支障が出るほど
だったので、新小学校では夏季の冷房対策をしていただ
きたい。夏場は体育の授業を屋内で行っているが（運動
会の練習も暑い日は体育館で行っている）体育館も含め
た冷房対策をお願いしたい。体育館は災害時の避難所と
しての機能もあると思うので、教室だけでなく体育館等
も視野に入れた対策を望む。

実施設計
で検討

3

1

JWS26139
テキスト ボックス
資料1-2



番号 分類 意見要望等要旨 番号 市教育委員会の考え方 検討結果

（1）パブリックコメント（意見募集）

スクール
バス乗降
場所・南
東側門

給食セン
ター

7

南東の交差点に信号を設置し、ビオトープから南側の市
道までの土地をスクールバスの乗降場所を南東側にした
らいかがか。素案の場所だと、正門・バス送迎車両入口
の両方とも歩道を横切るため歩行者との動線が交わり事
故の危険がある他、北方向からのバスがバス送迎車両入
口に入るためには、右折し歩道を横切ることになる。北
東の交差点に信号があってもなくてもその危険は変わら
ない。歩行者だけではなく、グラウンド横の歩道を走る
自転車も、北方向へは直線の下りでありスピードが出て
危険である。
南東の交差点の信号機を歩車分離にし、ビオトープ横を
門にすることで上記の危険は回避でき、バスと歩行者は
信号を守ることでお互いに動線が交わることなく安全が
確保できる。バスの動きも、城山の信号からではなく勝
間の信号で右折して南東の交差点の信号から入れば、北
東の交差点（徒歩通学の子どもたちが集まるエリア）に
近づくことなく通行が可能になる。ビオトープからなら
昇降口も近いため移動距離が短く、雨の日などバスが着
くまで昇降口で待機することもできる。県道バイパスを
通って北方向へ通学する子どもたちの入口としても、グ
ラウンドを回り込まずに昇降口に入ることができる。コ
スモホールや臼田図書館、ふれあい広場への近道ともな
り最短での移動が可能になることに加え、市の施設の有
効活用にも繋がることが期待できる。防犯上、門がいく
つもあるのは…ということなら、バス送迎車専用口にし
て、バスの発着時間以外は閉門施錠すれば良い。なによ
り、南側の市道において途中から急に細くなっている中
途半端な道路問題の良い解決方法なのではないか。

12
№６と９の信号機及びスクールバス乗降場所の提案が却
下の場合、今までどおりの静かな環境を望む。

ご意見をふまえ、検討していきたいと考
えています。

実施設計
で検討

11

12

10

給食センターの日陰が県道側に及ぶため、冬場の道の凍
結を考えると、気になることがある。高齢者が多い住民
の構成も考慮し、配置場所をもう少し道路側より東側に
移動していただきたい。給食センターの立地をもう少し
ずらして、パーキングなどを県道側に配置したりするこ
とで、朝陽を遮らないようにできないか。道の雪かき
や、なかなか溶けない影になる冬場の道のこともそうだ
が、今のまま施工されたとしたら、朝起きて、朝陽があ
たっていた素晴らしい日々がなくなってしまうのがとて
も悲しい。また、冬場の凍結について、徒歩の高齢者も
多く、自転車も多い。凍結すると転びやすくなるほか、
以前には近くで自転車に乗っていた方が事故にあった。

今まで建物が無かったところに建物を建
てますので、これまでの環境に変化が生
じますが、法令の規制の範囲内で、周辺
への影響に配慮しながら計画します。現
在の配置は、敷地を有効に活用できるよ
う計画しています。また、給食センター
の基本設計はこれからですので、ご意見
をふまえ、検討していきたいと考えてい
ます。

実施設計
で検討

10

その他11

人・車通りが少ない安全で静かな環境で浅間山の眺望も
開けていたことなどが気に入って新小学校建設地の近隣
に住んでいたが、新小学校建設で失われてしまうので、
この期に新小学校用地に使えるものなら家・土地を買い
とっていただきたい。

今まで建物が無かったところに建物を建
てますので、これまでの環境に変化が生
じますが、法令の規制の範囲内で、周辺
への影響に配慮しながら計画してまいり
ます。また、市では基本設計に着手する
前に、仮のレイアウトを作成し、この敷
地が学校敷地として十分な広さを有して
いると判断していますので、更に敷地を
広げることは考えていません。

参考意見

8
北側市道は道路幅員が広くなると、交通量も多くなって
危ないのではないか。片側歩道ではなく、両側歩道を整
備してほしい。

北側の市道は、車道幅員5m、歩道幅員
2mの全幅7mで計画しています。地元の
要望として、2車線道路として拡幅してほ
しいとの声もありましたが、この道路が
幹線道路のように車の往来が激しい路線
となると、学校運営上好ましくないた
め、車が余裕をもってすれ違いができる
よう、車道幅員5ｍとし、学校敷地側に歩
道を設けることで、児童が安全に通行で
きるよう計画しています。

参考意見

9

周辺道路

7 周辺道路

ご提案いただいた南東側にスクールバス
の乗降場所を設置する案ですが、市では
基本設計に着手する前に、仮のレイアウ
トを作成し、この敷地が学校敷地として
十分な広さを有していると判断していま
すので、更に敷地を広げることは考えて
いません。敷地内の配置計画について
は、学校の各施設の動線を考慮して決定
しているところです。正門は、基本的に
歩行者の児童だけが出入りすることを考
え、職員駐車場の車両出入口を正門より
西側に設置しています。また、バス送迎
車両入口と極力児童が交差しないよう
に、バス乗降場所の南側に副門を設け、
南から歩いてくる児童が駐車場の前を通
らないように計画しています。また、南
側道路については、学校運営の中で通常
使用する道路ではありませんので、この
事業で道路拡幅する予定はありません。
通学方法等の決定に合わせ、安全に配慮
した計画となるよう検討していきたいと
考えています。

実施設計
で検討

8

9

その他

近隣住宅からの車両等の出入りについても安全配慮をお
願いしたい。

ご意見をふまえ、検討していきたいと考
えています。

実施設計
で検討

2



番号 分類 意見要望等要旨 番号 市教育委員会の考え方 検討結果

（1）パブリックコメント（意見募集）

その他 1515
万が一を考え、災害に強い学校を建設していただきた
い。エネルギーを分散させることも一つだと思うので検
討いただきたい。

実施設計を進める中で、検討していきた
いと考えています。

実施設計
で検討

14

その他

その他

13

素案では全学年の教室が南側に配置されていて賑やかに
なることが予測されるが、チャイムの音など出来る限り
音が周辺の住宅に聞こえないように対策をお願いした
い。

学校という性質上、子どもたちの声や音
を遮断することはできませんが、開校
後、周辺の住宅に配慮した学校運営を検
討していきたいと考えています。

質問事項

14
県道バイパスの設置時もかなり騒音に悩まされたので、
工事期間中の安全・騒音対策をお願いしたい。

工事中は音の出る作業もありますが、ご
意見をふまえ、対策を講じるように検討
していきたいと考えています。

実施設計
で検討

13

3



（佐久市型論点整理手法）

番号 分類 意見・要望事項 番号 考え方 検討結果

1 校舎
職員室を横（東側）にずらすことで、佐久平浅間
小のように職員室から正門を見ることができない
か。

1
職員室を東側にずらすと、周辺への日影の影響が
大きくなることから、この配置のとおりとしたい
と考えています。

参考意
見

2 校舎

どこか校舎の一角にボランティアルームに使える
ような場所があれば良い。特別支援の上（北側）
の多目的室をボランティアルームとして使えるの
であれば、車を停めて入ってこられるため、ボラ
ンティアの方たちが外から気軽に直接入れるよう
なドアがあれば良いと思う。

2
ボランティアルームについては、コミュニティス
クールでの需要等を考慮した上で検討していきた
いと考えています。

実施設
計で検
討

3 校舎
ボランティアルームについて、会議室１、２の場
所でも配置場所を考えれば外から出入りができる
と思う。

3 佐久市型論点整理手法No.２のとおりです。
実施設
計で検
討

4 校舎
４小学校の歴史を振り返ることができる場という
コンセプトがある訳だが、４小学校の歴史資料を
展示するスペースを広く整備してほしい。

4
4小学校全てのものを持ってくることは困難です
が、広いスペースが取れるよう、郷土資料室を計
画したいと考えています。

基本設
計に反
映

5 校舎 非常階段はあるか。 5 ２方向に避難できるように非常階段を設けます。
質問事
項

6 特別支援学級 西日対策を考えた方が良い。 6

西側に面した特別支援学級については、西日対策
として、断熱性能が高く、太陽の日射熱が室内に
侵入するのを防ぐガラス（LOW－Eガラス）で対
応したいと考えています。

基本設
計に反
映

7 低学年用中庭

低学年用中庭における日照の問題は、西側の建物
を低くしたという事で良いと思うが、１階は全体
が囲まれているので、できれば自然の風が入るよ
うに、どこか抜けている部分があれば良いと思
う。

7
中庭北西側に、車両も入れる開放的な入口を設け
るように計画していますが、今後更に検討したい
と考えています。

実施設
計で検
討

8 冷暖房
暖房と冷房を兼ねるようなものがあれば良い。設
計の時にそのための場所を確保しておかないと間
に合わないのか。

8
冷房の設置について、具体的な検討を進めていま
す。なお、暖房や冷房については、設計時に工法
等考慮する必要があります。

実施設
計で検
討

9 エレベータ 給食を運ぶためのエレベータを設置できないか。 9

ダムウェーターという荷物を専用に運ぶ設備があ
りますが、子どもが入ってしまうという事故も危
惧されますので、給食専用のエレベータは設置し
ない予定です。

参考意
見

10 エレベータ
給食センターが併設され、児童が熱い給食を校内
で運ぶことになるが、階段を使って運ぶのか。

10

現在の食缶はこぼれにくくなっています。エレ
ベータの使用方法については、学校の運営上の考
え方によりますが、現状では階段を使って運んで
います。

質問事
項

11 エレベータ
エレベータの位置を変えて、給食に使うことはで
きるのか。

11
エレベータは誰もが使いやすいように昇降口付近
に計画します。なお、エレベータの使用方法につ
いては、学校の運営上の考え方によります。

質問事
項

12 エレベータ
２階、３階の児童が熱い給食を運ぶのは危険で大
変だと思うので、エレベータで食缶を持ち上げる
方法が取れるよう検討してもらいたい。

12
エレベータの使用方法については、学校の運営上
の考え方によります。

質問事
項

13 エレベータ

エレベータで給食を運ぶ必要はなく、手で運ぶこ
とも食育の一環になると思う。たまにこぼしたり
牛乳を落としたする失敗もあって学べることもあ
ると思うので、エレベータで安全にという考えも
あるが、慎重に考えた方が良いと思う。

13 佐久市型論点整理手法No.12のとおりです。
質問事
項

14 トイレ 保健室の近くにトイレがあれば良い。 14
保健室内にトイレを設置できるように検討してい
きたいと考えています。

基本設
計に反
映

臼田地区新小学校　配置平面計画（素案）に対する意見・要望等

佐久市型論点整理手法

（２）第８回　佐久市新小学校建設地域協議会

4



（佐久市型論点整理手法）

番号 分類 意見・要望事項 番号 考え方 検討結果

（２）第８回　佐久市新小学校建設地域協議会

15 畑
校地内のビオトープ辺りを低学年用の畑や花壇と
して使うことは可能か。

15
敷地内にどのくらい畑や花壇等を作るのか、学校
の意見を聞きながら検討していきたいと考えてい
ます。

実施設
計で検
討

16 畑
畑が校地外となると、早めに確保しなければいけ
ない。歩いて時間がかかる場所だと、非常に使い
勝手が悪くなる。

16
広い畑は、学校運営に支障のない範囲で敷地の外
に確保できるように検討していきたいと考えてい
ます。

実施設
計で検
討

17 体育館
小学校が避難場所となった場合、体育館と多目的
ホールとが離れていた方が授業に大きな影響がな
く使えると思う。

17
学校運営上、体育館と多目的ホールを連携して使
用することも想定しており、離さずに計画しま
す。

参考意
見

18 体育館

体育館に入る際、片側からになり少し不便だと思
うが、体育館のステージの位置を反対方向にする
ことによって、ステージ側をある程度開放的に使
うことができれば、グラウンドと体育館を一体化
でき色々に使え、避難の時も良いと思う。

18

式典等の入退場を考慮して、体育館の短手方向
（ステージの反対側）から出入りできるように計
画していますが、ご意見もふまえ、学校の意見も
聞きながら検討していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

19 駐車場
これから通学方法を検討すると思うが、まだバス
の台数も決まらない中で、もしバスの台数が増え
た場合大丈夫か。

19
通学方法の決定に合わせ、実施設計で詳細に検討
していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

20 駐車場

送迎用駐車場の高さが基準から-3.6mで、北側の
道路が約-3.0mなので、東側もそうだが0.6ｍく
らい下がって入るようになる。校舎の敷地が-0.6
ｍなので、3ｍも上がらなくてはいけないため、
もう少しレベルを上げても良いのではないか。

20
敷地内の高さについては、今後、効果的な高さを
詳細に検討していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

21 プール

プールについて、校舎とのレベルが約1ｍ差があ
るが、プールの更衣室やトイレが北側にあるの
で、できればこれを南側に持っていけば、1年生
の教室に日差しが入ってくると思う。

21
ご意見をふまえ、再度検討していきたいと考えて
います。

実施設
計で検
討

22 プール

プールへの入口が+1.08mで0.5m下がって入る
ようになる。隣の敷地が+0.3ｍなので道路をもう
少し下げることができればプールへの入口が緩和
されると思う。

22

プール東側の道路は水田の出入口になっており、
これ以上下げると水田の方が高くなってしまい、
水田の保水力も落ちるため道路を下げることはで
きません。

参考意
見

23 プール

プールへの出入りは低学年の前を通ると思うが、
特別支援学級のところに中庭と繋がる通路があれ
ばプールも活性化される。現在の案だと閉じた
プールとなり、学校との繋がりが弱いように感じ
るため、うまく繋がってくれるとプールが賑やか
になる感じがする。

23
プールへの通路は、１、２年の外の教室前を通る
のではなく、給食受室の前の通路を通る動線を考
えています。

基本設
計に反
映

24 その他
災害を見据え、LPガス設備を検討してもらいた
い。

24
実施設計において、ライフサイクルコストなど
様々なことを考慮しながら検討していきたいと考
えています。

実施設
計で検
討

5



（佐久市型論点整理手法）

番号 分類 意見・要望事項 番号 考え方 検討結果

25 校舎
他県の学校では教室に水道が付いていて、手を
洗ったり図工の時に使ったり便利だったが、各学
級に水道は設置されるか。

25
維持管理の面から、各教室への手洗いの設置は予
定していません。廊下に手洗いを設置し対応した
いと考えています。

参考意
見

26 校舎
各教室でパソコンの授業をする場合、大型のスク
リーンが必要となるが、どのような形で設置され
るか。

26
臼田地区新小学校だけでなく、市内全ての学校を
どのようにするか検討しています。現在は移動型
のものを各校で使っています。

実施設
計で検
討

27 校舎
猛暑を考慮し、クーラーの設置は難しいと思うの
で、風通しが良い校舎になるよう設計してほし
い。

27
自然の風が通りやすいように計画したいと考えて
います。なお、冷房の設置について、具体的な検
討を進めています。

実施設
計で検
討

28 校舎
佐久の象徴は浅間山なので、毎日見られるような
配置ができれば良い。

28
建物の高さ等を確認し、見えるように配置する方
法があるのか検討していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

29 校舎
校長室と事務室が北側に配置されているが、北側
の部屋は暗い感じがするので、会議室１、２と入
れ替えた方が良い。

29
ご意見をふまえ、学校の意見も聞きながら検討し
ていきたいと考えています。

実施設
計で検
討

30 校舎
昇降口は児童が必ず通るので、晴れ晴れとした気
持ちで子ども達が夢を持てるような昇降口にして
もらいたい。

30
ご意見をふまえ、検討していきたいと考えていま
す。

実施設
計で検
討

31 校舎
職員も夏に作業をするとすごく汗をかく。温水を
使ったシャワー室を作ってもらうと本当に良いと
思う。何かあった場合に子どもにも良い。

31
職員用シャワー室の設置は考えていませんが、保
健室内には子どもが使用できるシャワーを設置す
る予定です。

基本設
計に反
映

32 校舎
基本計画の時に体験型というか野外活動ができる
ようなスペースがあるか聞いたことがあるが、配
置平面計画のどこに盛り込まれているか。

32
特別支援学級や低学年用の小さな畑、昇降口前の
屋外多目的スペース等が該当します。

質問事
項

33 校舎
基本計画のコンセプトの中で、「4小学校の歴史
等を振り返ることができる場」として、展示や掲
示スペースとあるが図面のどこになるか。

33
2階の郷土資料室等になります。展示スペースの
規模については、ご意見をふまえ、検討していき
たいと考えています。

質問事
項

34 校舎
1学年3学級で計画しているが、スペアの教室は
無いのか。

34

2023年度の開校時に1学年最大3クラスで計画
していますが、4クラス目が必要となった時に対
応できる多目的室を設置します。多目的室は、普
通教室と同じ仕様で、通常時は可動間仕切りで仕
切り、相談室や教材室等として使えるように計画
します。

基本設
計に反
映

35 校舎
教室のベランダからの目線が気になる住宅も一部
あるかもしれないが、ベランダに目隠しのような
ものはあるのか。

35
ベランダには、床面から高さ1.2ｍから1.3ｍ程
度の転落防止のためのフェンスを設置しますの
で、ある程度の目隠し効果があります。

実施設
計で検
討

36 校舎
小学校が３階建てになった場合、建設地南側の住
宅からは浅間山が見えなくなる。

36

校舎は切妻屋根の最高高さで約14～15ｍになり
ます。今まで建物が無かったところに建物を建て
ますので、これまでの環境に変化が生じますが、
法令の規制の範囲内で、周辺への影響に配慮しな
がら計画します。

実施設
計で検
討

37 校舎
体育館は社会体育として使うが、地域との繋がり
を考えているところはどこになるか。

37

多目的ホールを地域の皆様と子ども達が密接に使
えるようなスペースとして使ってもらいたいと考
えています。その他、コミュニティスクールを推
進する中で、地域のボランティアルームが必要等
のご意見もふまえ、検討していきたいと考えてい
ます。

実施設
計で検
討

38 校舎 低学年用中庭の採光は大丈夫か。 38
北校舎と南校舎の間の距離を離し、中庭の間口を
広くすることで採光を確保したいと考えていま
す。

基本設
計に反
映

臼田地区新小学校　配置平面計画（素案）に対する意見・要望等

佐久市型論点整理手法

（３）８月７日～１０日　地元４区説明会　　８月２０日～２７日　地区説明会　※基本設計に係る意見のみ抽出
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（佐久市型論点整理手法）

番号 分類 意見・要望事項 番号 考え方 検討結果

（３）８月７日～１０日　地元４区説明会　　８月２０日～２７日　地区説明会　※基本設計に係る意見のみ抽出

39 校舎
ワークスペースが4ｍあって十分取れており良い
と思うが、教室と廊下の境は可動式になるのか。

39
普通教室とワークスペースとの境は固定式を考え
ています。なお、多目的室は可動式とし、様々な
状況に対応できるようにします。

質問事
項

40 校舎 1年生の教室は昇降口に近い方が良いと思う。 40
普通教室は全て同じ造りになります。教室配置
は、学校運営の考え方によります。

質問事
項

41 校舎
南側の副門を登下校の際の児童の出入口として利
用することはあるか。

41
通常時児童は出入りしません。保守点検業者や万
が一の際に緊急で利用するための管理用の出入口
です。

質問事
項

42 学校図書館

学校図書館が１階にあると、５、６年生の教室は
３階なので休み時間中に借りることは大変だと思
うが、１階に配置する意図について教えてほし
い。

42

本に親しむ環境を作るため、子ども達が利用しや
すいように必ず出入りする昇降口の前に図書室を
配置しています。なお、図書室には、2階からも
出入りできるようにしたいと考えています。

質問事
項

43 学校図書館 新津靖文庫で購入した図書は全て持ち込めるか。 43
新津靖文庫は図書室の中で引き継げるよう考えて
います。他校と蔵書の重複も考慮したうえで、検
討していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

44 特別支援学級
特別支援学級が西側に面しており、冬場は寒く、
夏場は西日で暑いため配慮が必要だと思う。

44

各部屋については、冷暖房の設置を検討していま
す。西側に面した特別支援学級については、西日
対策として、断熱性能が高く、太陽の日射熱が室
内に侵入するのを防ぐガラス（LOW－Eガラ
ス）で対応したいと考えています。

基本設
計に反
映

45 冷暖房
新小学校は避難場所になる可能性も考慮し、エア
コンの設置を考えた方が良い。

45
冷房の設置について、具体的な検討を進めていま
す。

実施設
計で検
討

46 冷暖房 冷暖房の関係は予定しているか。 46 佐久市型論点整理手法No.45のとおりです。
実施設
計で検
討

47 冷暖房 エアコン等の設備を設置する予定はあるか。 47 佐久市型論点整理手法No.45のとおりです。
実施設
計で検
討

48 エレベータ 校舎は３階建てだが、エレベータはあるのか。 48 昇降口付近にエレベータを設置します。
基本設
計に反
映

49 エレベータ エレベータは誰でも使えるのか。 49 佐久市型論点整理手法No.12のとおりです。
質問事
項

50 トイレ
図面にトイレ・手洗いとあるが、手洗いは外側に
あるのか。または、トイレに入らないと手を洗え
ないのか。

50
手洗いはトイレの外側で、廊下に面して配置する
予定です。

質問事
項

51 トイレ トイレは洋式、和式どちらになるか。 51
洋式を基本とし、和式も含めて整備したいと考え
ています。

質問事
項

52 トイレ 車いす用のトイレはあるか。 52

１階の図書室のそばにありますHCWC
（Handycap Water Closet）の表記が、多目的
トイレになります。なお、わかりやすい表記にし
てまいります。

基本設
計に反
映

53 低学年用中庭

中庭はどういう使用目的になるか。市内の学校の
中には、利用頻度の少ない中庭もあるため、有効
活用できるようお願いしたい。

53

高学年の子ども達がグラウンドで遊んでいると、
低学年の子ども達がグラウンドで遊びづらい現状
があるようです。学校の意見を聞くなかで、低学
年の子ども達がのびのびと遊べる場所として中庭
を考えました。また、特別支援学級の子ども達
は、特別支援学級用の校庭でも、中庭でも遊ぶこ
とができる配置となっています。ご意見をふま
え、有効活用できるよう検討していきたいと考え
ています。

実施設
計で検
討
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（佐久市型論点整理手法）

番号 分類 意見・要望事項 番号 考え方 検討結果

（３）８月７日～１０日　地元４区説明会　　８月２０日～２７日　地区説明会　※基本設計に係る意見のみ抽出

54 畑
低学年用の畑を教室の前等近くに配置し、そばに
は水道を付けてもらいたい。

54

敷地内のどこにどのくらい畑を作るのか、学校の
意見を聞きながら検討していきたいと考えていま
す。また、設置する際には外水道等の使い勝手も
考慮して計画します。

実施設
計で検
討

55 畑 これだけの畑で18学級に対応できるのか。 55 広い畑は校地外で借用することを考えています。
実施設
計で検
討

56 畑
低学年が生活科で使う畑を低学年用校庭に十分確
保できるのか。

56
佐久市型論点整理手法No.15及び55のとおりで
す。

実施設
計で検
討

57 畑
ひまわりやヘチマを育てる理科園も必要だと思う
が、どの辺りに育てるスペースを配置するのか。

57
学校の意見を聞きながら検討していきたいと考え
ています。

実施設
計で検
討

58 畑
特別支援学級の前に畑があり近くて良いが、建物
に挟まれた場所であるため、植物の生育にも配慮
してもらいたい。

58
学校の意見を聞きながら検討していきたいと考え
ています。また、設置する際には植物の生育にも
配慮した配置で計画します。

実施設
計で検
討

59 畑
子ども達が花を育てる花壇は学年毎に十分取れる
か。

59 佐久市型論点整理手法No.15のとおりです。
実施設
計で検
討

60 畑
高学年の畑は広くなくても良いが敷地内に確保で
きるか。

60
佐久市型論点整理手法No.15及び55のとおりで
す。

実施設
計で検
討

61 植栽
現在の４小学校と比べると、グラウンドに緑が無
い。

61

植栽計画につきましては、最終的には次の実施設
計で学校の意見を聞きながら、樹種や樹高を計画
するようになります。他校の例では、学校の大き
な樹木が、台風の際に倒れる等周辺にお住まいの
方々にご迷惑をかけている状況もあります。植栽
計画については、そのようなことも考慮しなが
ら、季節ごとに花が咲く樹種を選ぶ等の配慮をし
ていきたいと考えています。

実施設
計で検
討

62 植栽 植栽計画の際、樹種等どのように選ぶのか。 62 佐久市型論点整理手法No.61のとおりです。
実施設
計で検
討

63 植栽
植栽の知識が豊富な市民に意見を聞き、提案する
ことは可能か。

63 佐久市型論点整理手法No.61のとおりです。
実施設
計で検
討

64 植栽
全体的に緑が少なく感じる。特に周囲は、ギリギ
リの所に道路と水路となっており残念。

64 佐久市型論点整理手法No.61のとおりです。
実施設
計で検
討

65 体育館
この体育館の１階は対面で窓が外部に開かないと
思われるが通気性はどうか。

65
１階は廊下の窓を使って通気性が向上するよう
に、格子付の窓や地窓を設けるよう検討していき
たいと考えています。

基本設
計に反
映

66 体育館 体育館にジェットヒーター等は設置されるか。 66
音が静かな遠赤外線ヒーターの設置を考えていま
す。

基本設
計に反
映

67 体育館 体育館には2階のギャラリーはあるか。 67
総合体育館にある観客席のようなスペースは設置
しません。なお、管理用通路（キャットウォー
ク）を設けます。

参考意
見

68 多目的ホール
多目的ホールは具体的にはどのような用途として
の使用を想定しているか。

68
児童が使うだけではなく、地域の方々のみでも活
用できたり、地域の方々が子ども達と活発に交流
する場として使ってもらえればと考えています。

質問事
項
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（佐久市型論点整理手法）

番号 分類 意見・要望事項 番号 考え方 検討結果

（３）８月７日～１０日　地元４区説明会　　８月２０日～２７日　地区説明会　※基本設計に係る意見のみ抽出

69 グラウンド

避難経路について、集合場所は校庭になると思う
が、その際、グラウンド左下のスロープに1、
2、3、5年生が集中し、込み合うと考える。ス
ロープの位置を見直した方が良い。

69
避難経路はスロープだけでなく、大階段の使用も
考えています。

実施設
計で検
討

70 グラウンド
東側に住宅があるが、グラウンドの砂埃について
どう考えているか。

70
敷地境界にフェンスを設け、併せて防砂ネットを
設置して対策を講じたいと考えています。

基本設
計に反
映

71 グラウンド
防砂ネットを張っても完全には防げないと聞いて
いるがどうか。

71
他校での実績も参考にしながら、周辺の方々にご
迷惑をお掛けしないよう配慮していきたいと考え
ています。

質問事
項

72 グラウンド

グラウンドへ降りるスロープについて、他校でス
ロープを大いに活用したことがあるので、上手く
活用できるような良いスロープにしてもらいた
い。

72
ご意見をふまえ、使いやすいスロープを検討して
いきたいと考えています。

実施設
計で検
討

73 グラウンド

敷地が非常に変形でデコボコしているが、敷地の
南東の部分は敷地を確保できなかったのか。確保
できればグラウンドを広くすることも考えられ
る。

73
この敷地が学校敷地として十分な広さを有してい
ると判断しています。

参考意
見

74 グラウンド グラウンドに車を停車させても大丈夫か。 74
グラウンドはクレイ舗装になります。参観日など
に使用する程度であれば、支障ないと考えていま
す。

基本設
計に反
映

75 グラウンド グラウンドは野球やサッカーはできるか。 75
少年野球や少年サッカーを行うスペースは確保で
きます。

基本設
計に反
映

76 グラウンド

緊急事態の場合はグラウンドが避難場所になると
思うが、グラウンドへいく際に大階段やスロープ
があり、小さい子どもがうまく避難できるか心配
である。

76
敷地内の高さや手すりの設置等も含め、ご意見を
ふまえ、検討していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

77 グラウンド クレイ舗装のメリットを教えてほしい。 77

クレイ舗装は、排水性をよくするために、有孔管
と砕石を敷設し、その上に、砂と土を混ぜ、塩化
カルシウム等で表面処理した表層を設ける舗装で
す。表面はある程度の固さで運動がしやすく、且
つ排水性が良いため、雨が降っても早く使えるグ
ラウンドです。

質問事
項

78 駐車場
バス駐車場の面積を小さくすることはできない
か。

78

４校を１校に統合するので、バスのスペースと駐
車場は必要と考えています。今後通学方法等の検
討が進む中で、バス駐車場の形態も再度検討して
いきたいと考えています。

実施設
計で検
討

79 駐車場
バスの駐車場の位置について、児童が一番出入り
する箇所とバスの動線が交差し心配。

79

グラウンドの北東に副門を設け、学校より南側か
ら歩いてくる子どもが、バスの入口を通らずに登
下校できるよう計画しています。通学方法等の決
定に合わせ、安全に配慮した計画となるよう検討
していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

80 駐車場 職員用の駐車場は何台か。 80 40台程度を予定しています。
質問事
項

81 駐車場
来客用駐車場が35台だとするとPTAの総会等の
時は、コスモホールの駐車場等を使うのか。

81
原則は、グラウンドを使用することになります。
コスモホールの駐車場の使用は管理者の許可が必
要です。

質問事
項

82 駐車場
駐車場におけるスクールバスの動線はどのように
考えているか。

82

東側県道バイパス側を入口とし、バス乗降場所で
子ども達を乗り降りさせ、北側市道を経由して東
側県道バイパスに抜けるよう一方通行で運行した
いと考えています。

質問事
項

9
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83 プール プールの水の排水はどうするのか。 83 排水については、片貝川へ放流します。
質問事
項

84 プール プールの目隠しの高さはどの位になるか。 84 高さは1.5ｍ程度を想定しています。
実施設
計で検
討

85 プール プールの高さはどのくらいか。 85
現在の計画では、南側の田んぼとプールサイドの
高さはほぼ同じですが、今後詳細に検討していき
たいと考えています。

実施設
計で検
討

86 プール
プールのそばに住宅が近接しているケースは他に
もあるのか。

86
市内小中学校のうち、岩村田小学校や臼田小学校
など12校のプール周辺に住宅が近接していま
す。

質問事
項

87 プール
どのように考えてこの場所にプールを配置したの
か。

87
敷地の高低差や形状を活かしながら学校の施設利
用が円滑に行えるように検討し、配置しました。

質問事
項

88 プール

他の小学校のプールの音が遠くまで聞こえている
と聞いたことがある。子どもの声が騒音かという
問題もあるが、周辺は昼間家にいる人たりが多い
のでどうしても音が気になることもあると思う。

88

学校という性質上、子ども達の声や音を遮断する
ことはできませんが、開校後、周辺の住宅に配慮
した学校運営を検討していきたいと考えていま
す。

質問事
項

89 プール
他県で幼稚園を誘致するのに周りの反対で建てら
れないことがあるが、防音壁を造る予定はある
か。

89

防音壁を造る予定はありません。学校という性質
上、子ども達の声や音を遮断することはできませ
んが、開校後、周辺の住宅に配慮した学校運営を
検討していきたいと考えています。

参考意
見

90 プール プールのテラスに屋根を付けてほしい。 90
プールの南側に休憩用の日よけを設置する予定で
す。

基本設
計に反
映

91 プール
プールのテラスに屋根を付け、その屋根に太陽熱
の温水器を設置してもらえればプールのシャワー
に温水を使うことができる。

91
プールのシャワーの温水機能については、学校の
意見も聞きながら検討していきたいと考えていま
す。

実施設
計で検
討

92 プール
屋根付きのプールにしたら年中使え、児童だけで
なく地域の方も使うことができ、新学校が地域の
方たちと交流しやすい場所になると思う。

92
屋外プールを計画していますので、屋根は考えて
いません。地域への開放は、学校運営上の検討課
題となります。

参考意
見

93 プール
グラウンドや体育館からは保健室が近いが、プー
ルからは少し遠いような気もする。

93

使用頻度を考慮して、グラウンドに近くしていま
す。なお、万が一の時には、救急車を南側の副門
に横付けし、プールから搬送できる計画になって
います。

質問事
項

94 プール プールの近くに担架を置くような計画はあるか。 94
担架の購入は、学校運営上で検討することとなり
ますが、プールの更衣室に設置することは可能で
す。

実施設
計で検
討

95 用排水路
現在敷地の真ん中を通っている水路はどうなるの
か。

95
東西に用水路を切り回しします。下流で耕作して
いる水田の水を確保できるように計画します。

質問事
項

96 用排水路
給食センターの脇にある用水取り入れは、雨が降
れば水門を操作しているがそういったことは無く
なるのか。

96 県道側溝の止め上げについては廃止します。
基本設
計に反
映

97 用排水路
今の用水路をプールの横を通して西側に切り回し
をするということだが、落差の関係はどうなの
か。

97 用水路の勾配が取れるように計画します。
基本設
計に反
映
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98 用排水路
今ある水路を東側県道バイパスの用水につなぎこ
んで切り回すということだが、東側県道バイパス
の方が水路が高い。排水の勾配はとれるのか。

98
勾配を合わせて流し込みできるように実施設計で
検討していきます。

基本設
計に反
映

99 用排水路 南側の水路に蓋はあるのか。 99 グラウンドの南側の水路に蓋は計画しません。
質問事
項

100 周辺道路
学校敷地の周りの道路は車のよけ違いが楽にでき
るようにしてほしい。

100
北側の市道は、車が余裕をもってすれ違いできる
ように、車道幅員５ｍ、歩道幅員２ｍの全幅７ｍ
で計画しています。

基本設
計に反
映

101 周辺道路
南側の道路を自動車がすれ違いできるように広げ
てもらいたい。

101 南側の道路を改良する予定はありません。
参考意
見

102 周辺道路
新小学校から北に向かう道路（52-014号線）
について、横山区の児童は通学路に使うと思うの
で開校に合わせて歩道を整備してほしい。

102

学校施設に関連して整備できるのは、学校敷地に
接している道路のみとなるため、この道路につい
ては通学路の決定に合わせ、別途検討することと
なります。

参考意
見

103 周辺道路 国道の横断歩道橋は計画しているか。 103
国道に歩道橋を造るよう、建設事務所に要望して
います。

質問事
項

104 周辺道路 県道バイパスに信号機は予定しているか。 104
北東側にバスの乗降場所を配置しているため、学
校敷地北東の県道バイパス交差点に信号機を設置
するよう、警察に要望しています。

質問事
項

105 周辺道路
北側の市道は、全線5ｍ幅を確保するということ
か。

105 佐久市型論点整理手法No.100のとおりです。
基本設
計に反
映

106 給食センター
給食センターは仮設計で２階建てとのことだが、
高さは変更可能なのか。

106
給食センターの基本設計は、今後進んでいきます
が、２階建てを想定しており、高さも今後検討し
ます。

実施設
計で検
討

107 給食センター

給食センターの位置を動かさないまでも、例えば
特別支援学級の校庭等のレイアウトは変更できる
のか。

107
給食センターの平面、配置については、今後の基
本設計で検討しますが、特別支援学級用校庭等
は、今後更に検討していきたいと考えています。

実施設
計で検
討

108 給食センター
給食センターもいわゆる食品工場である。周辺に
どんな影響を及ぼすか。

108

給食を調理提供する過程で臭いや音が発生するこ
とはありますが、これらについては十分に配慮を
し設計を行っていきたいと考えています。周囲に
住宅等が多くある南部センターの例ですと、騒音
や異臭に対する苦情等は今までいただいていませ
ん。また、南部給食センターが建設された以降も
周辺には新しい住宅が建設されている状況もあり
ますので、給食センターによって土地利用が進ま
ないということは無いものと考えています。

質問事
項

109 給食センター

今の臼田給食センターは1,000㎡程あり、今回
プラス500㎡の中に収めているので、かなり厳
しい設計だったかと思う。現状1,000㎡あるな
ら1,000㎡足せば良いと普通思う人もいると思
うので、広く確保しても良いと思う。

109
現在の敷地の中で十分対応可能であると考えてい
ます。

参考意
見

110 給食センター
給食センターは、敷地内のここでなければいけな
いのか。

110
搬入車両の経路、児童やスクールバスの動線等を
考慮し、学校全体の施設利用も含め検討した上
で、この場所が最適であると考えています。

質問事
項

111 給食センター
給食センターの配送車は色々なところから来るの
で、交通も激しくなると思う。

111
現在の臼田給食センターの状況では、搬入車両は
1日10台ほどで、集中することもなく、交通へ
の影響は少ないものと考えます。

質問事
項
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112 給食センター
給食センターが隣に併設されるが、子ども達はど
うやって３階まで給食を運ぶのか。

112 佐久市型論点整理手法No.10のとおりです。
質問事
項

113 給食センター
給食センターへの連絡通路は教室から上履きを履
いたまま直接行けるようになっているか。

113
上履きのまま給食受室まで行けるような配置にし
たいと考えています。

基本設
計に反
映

114 その他
日影図について、夏場太陽は朝４時半くらいから
出るので、８時から１６時だけでなく早朝からの
日影になる範囲を示してもらいたい。

114

建築基準法では８時から１６時までに落ちる日影
に関して規制されています。全国で流通している
日影図を作成するソフトでは、８時から１６時ま
での日影図しか作成できないため、お示しできま
せん。

参考意
見

115 その他
学校の４面はフェンスか何かで囲われ、下校後は
全て施錠されるのか。

115

ネットフェンスで全周囲うように検討していま
す。正門、副門には門扉をつけ、施錠できるよう
に計画しますが、施錠するかしないかは、学校運
営上の考えによります。

基本設
計に反
映

116 その他 平面図だと分かりにくい。 116
次回の説明会等では、鳥瞰図等の立面的な図面を
お示ししたいと考えています。

質問事
項

117 その他

どう見てもこの敷地が狭いように感じる。可能な
限り少しでも広い敷地を確保して、それによって
この設計が変わるようなことがあれば尚結構だと
思う。

117

市では基本設計に着手する前に、仮のレイアウト
を作成し、この敷地が学校敷地として十分な広さ
を有していると判断していますので、更に敷地を
広げることは考えていません。

参考意
見

118 その他
新小学校の近くには老健施設があるが、運動会の
音によりゆっくり休めない等の苦情は入らない
か。

118 佐久市型論点整理手法No.88のとおりです。
質問事
項
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