
（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

153 校舎
景観が悪くなるというなら別だが、太陽光パネルを設置
すれば電力消費が少なくなると思うので計画してもらい
たい。

153
50kwの太陽光発電設備を設置する予定
です。

基本設計
に反映

154 校舎 各教室へ手洗い用の流しを設置していただきたい。 154
廊下に手洗い用の流しを設置して対応し
たいと考えています。

参考意見

155 校舎
平面図において、グラウンドは茶色、校舎は黄色、緑地
は緑で表示してあるが、その他の白地の部分は全部アス
ファルト舗装になるのか。

155

車の通路と駐車場については、アスファ
ルト舗装を想定しておりますが、実施設
計で検討していきたいと考えています。

実施設計
で検討

156 校舎
普段子どもたちが利用している階段が非常階段として使
われるのか。

156

避難用階段については、各平面図に表記
してあります階段が避難階段になりま
す。建築基準法、消防法の規制を順守し
た位置に配置します。

質問事項

157 校舎
職員玄関の事務室と校長室が北側に配置してあり、日影
になる。南側の会議室の辺りへ配置した方が日当たりの
良い部屋になり良いと思う。

157
学校の意見も聞きながら、実施設計で検
討していきたいと考えています。

実施設計
で検討

158 校舎
保健室は、特別支援学級の教室の方に近い方が良いの
で、出来れば保健室の位置を考えてもらいたい。

158

保健室は、救急車が横付けできる位置
で、運動時などの児童のけがなどに速や
かに対応できるよう、グラウンドに近
く、かつ、職員室との連携がとれるよう
に配置します。

参考意見

159 校舎 ３階から浅間山は見えるか。 159 校舎からは見えません。 質問事項

160 校舎
赤の三角が建物が出入口ということだが、普通教室棟の
南側は窓から出られるのか。

160
普通教室棟の1階の南側に外部に出られる
掃き出し窓を設置します。

質問事項

161 校舎 ２階、３階からの避難経路はどこを通るのか。 161

避難用階段については、各平面図の階段
が避難階段になります。建築基準法、消
防法の規制を順守した位置に配置してい
ます。（佐久市型論点整理手法No.156
のとおりです。）

質問事項

162 校舎 素案と比べ、歴史資料室はどの位広くなったのか。 162

前回の郷土資料室は69㎡で、今回は175
㎡と前回より約2.5倍広く計画していま
す。

質問事項

163 校舎 周りのフェンスの高さはどのくらいか。 163

フェンスの高さは、不審者の侵入を防止
しながらも、あまり閉鎖的にならないよ
う、学校の意見も聞きながら、実施設計
で検討していきたいと考えています。

実施設計
で検討

164 校舎
校舎と校舎との間がどうしても押し込めたという印象が
強い。周辺の土地で新たに確保できるところがあれば、
その努力は続けてもらいたい

164

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。（佐久市型論点整理手法
No.117のとおりです。）

参考意見
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165 校舎
校舎の１階から浅間山は見えないと思うが、３階からは
見えるか。

165
佐久市型論点整理手法No.159のとおり
です。

質問事項

166 校舎
各教室に仕切を付けることは、今の流れからいくと逆で
あり、教育的見地から大問題である。

166

建設地域協議会や学校の先生方の意見で
は、オープンスペース型では児童が落ち
着いて勉強できないという声を多く聞い
ています。実際に、市内のオープンス
ペース型の教室で建設し、数十年経過し
た学校では、固定の間仕切を設置してほ
しいという要望があがっている状況で
す。児童が落ち着いて勉強できる環境と
するため、オープンスペース型の教室で
はなく、1クラスごとに区切られた教室で
計画します。

参考意見

167 校舎
保健室の位置が良くないと思う。特別支援学級と低学年
棟に近い方が良い。プールの場所が変わらなければ、１
－１の場所が一番良いと思う。

167

保健室は、救急車が横付けできる位置
で、運動時などの児童のけがなどに速や
かに対応できるよう、グラウンドに近
く、かつ、職員室と連携がとれるよう
に、この配置のとおりとしたいと考えて
います。

参考意見

168 校舎

校長室と事務室があって、職員室と隔たっているという
のは効率が非常に悪い。保健室の所に校長室と事務室を
持ってくると、職員が動きやすいようにできる。校長室
は応接室なので、日影で来客を迎えるのはどうかなと思
うので、検討いただきたい。

168
ご意見をふまえ、実施設計で検討してい
きたいと考えています。

実施設計
で検討

169
校舎・給食
センター

佐久は日照率が全国トップクラスなので、太陽光、太陽
熱を最大限利用できるようにしてもらいたい。設置費は
かかるが、維持費はものすごく安くなるはず。給食セン
ターは特に配慮してもらいたい。

169

学校の屋根には、50kwの太陽光発電設
備を設置する予定です。なお、その他の
活用については、現場の意見をふまえ、
費用対効果を考慮しながら実施設計で検
討します。

基本設計
に反映

170 学校図書館 新津靖文庫は全部移管するのか。 170

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。（佐久市型論点整理手法
No.43のとおりです。）

実施設計
で検討

171 学校図書館 蔵書は図書館へ収まるか。 171
4校の蔵書の重複を考慮したうえで、検討
していきたいと考えています。

実施設計
で検討

172 特別支援学級
特別支援学級の子ども達の出入りは昇降口のみか。特別
支援学級には、昇降口を通れないという子もいるので、
そういった事も配慮してほしい。

172
特別支援学級に近い場所に外部との出入
口を計画したいと考えています。

基本設計
に反映

173

特別支援学
級・給食セ
ンター

特別支援学級の西側は給食センターまで１２ｍ程ある
が、圧迫感は受けないか。

173

給食センターは総２階にはなりませんの
で、特別支援学級へなるべく圧迫感の無
いような２階の配置や屋根形状にしたい
と考えています。

実施設計
で検討

174 冷暖房
エアコンは教室にあるのか。また、佐久はかなり寒いの
で体育館へ暖房は設置されるか。

174

冷房は普通教室を最優先に設置する予定
です。なお、体育館には暖房設備として
遠赤外線ヒーターを設置します。

実施設計
で検討

175 冷暖房
暑さ対策で各学校にクーラーを導入することが話題と
なっているが、新小学校はそういった対策を取るという
ことで良いか。

175

冷房は普通教室を最優先に設置する予定
です。その他、特別教室や職員室等の管
理諸室については、市内全小中学校の設
置計画に合わせ、実施設計で検討してい
きたいと考えています。なお、体育館へ
の冷房設置は行わない予定です。

実施設計
で検討
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176 冷暖房 エアコンは設置するのか。 176
佐久市型論点整理手法No.124のとおり
です。

実施設計
で検討

177 低学年用中庭
中庭を広く取ってあるが、上履きで出られるような材質
で作るのか。それとも下履きで利用するのか。

177

下履きに履き替えて遊ぶ場所として考え
ていますが、学校の意見も聞きながら、
実施設計で検討していきたいと考えてい
ます。

実施設計
で検討

178 畑
少なくとも低学年用の畑は、学校の敷地内に作ってほし
い。

178

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。
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。（佐久市型論点
整理手法No.15,16のとおりです。）

実施設計
で検討

179 体育館
体育館の通気性が向上するように地窓の設置とあるが、
物置が邪魔しないよう、北からの涼しい風をうまく取り
込めるような地窓の配置としてほしい。

179
ご意見をふまえ、実施設計で検討してい
きたいと考えています。

実施設計
で検討

180 グラウンド
現在、臼田小学校では照明設備があるが、統合した場
合、ナイターの照明設備はどうなるのか。

180

グラウンドのナイター照明設備は、１中
学校区で１グラウンドにナイター照明を
設置しており、臼田中学校に照明設備が
ありますので、新小学校に設ける予定は
ありません。

質問事項

181 グラウンド
敷地は将来を見据え、出来るだけ広く確保してほしい。
西側に加え、グラウンドの南東を取得できれば、グラウ
ンドもほぼ長方形に取ることができる。

181

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。（佐久市型論点整理手法
No.117のとおりです。）

参考意見

182 グラウンド
グラウンドに防砂ネットを張るということだが、防砂
ネットは具体的にどんなものか。

182

敷地の道路境界に設置するフェンスに、
網目が非常に細かいネットを被せること
により、視認性は多少悪くなりますが、
砂を通しにくくなります。

質問事項

183 駐車場
学校でイベントがあった時、保護者はどこへ駐車するの
か。

183
原則は、グラウンドを使用することにな
ります。

質問事項

184 駐車場
行事の際の駐車スペースに余裕がないと思う。その都度
グラウンドを駐車場に利用できるとあるが、駐車場はあ
る程度余力があった方が良い。

184
駐車場は適切なスペースを確保できてい
ると考えています。

参考意見

185 プール プールへ救急車はすぐ入れるか。 185

南側の市道を通り、プール東側管理用通
用口まで救急車が入れるよう計画しま
す。

実施設計
で検討

186 周辺道路

雨や雪が降った時は送迎が頻繁になり、朝夕の込む時間
帯になるので、送迎の車がこの近辺の道路に溢れてしま
い、交通の妨げになってしまうほか、交通事故の元に
なってしまうのではないかと心配している。

186

近隣の皆様にご迷惑をおかけしないよ
う、保護者の送迎は、グラウンド北側駐
車場で行う等、学校運営の中で配慮して
いきます。

質問事項

187 周辺道路

学校側に歩道が計画されているが、北側には歩道がな
い。老人ホームの利用者の散策コースであり、近くの保
育園児も同じようなコースで散策しているため、北側に
も歩道の整備をしてもらいたい

187

小学校敷地の北側道路については、車道
幅5.0ｍ、学校側に歩道幅2.0ｍの全幅
7.0ｍに拡幅する計画です。区からの要望
があれば用水管理者と協議をした上で、
用水路に蓋をかけ、グリーンベルト等の
設置が可能かどうか、実施設計で検討し
ていきたいと考えています。

実施設計
で検討
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188 給食センター
給食センターをもう少し南へ移動してもらうと、北側の
住宅への日影の影響が少なくなるので検討いただきた
い。

188
日影を抑えるよう屋根の形状等に配慮し
ていきます。

実施設計
で検討

189 給食センター 給食センターの職員の駐車場はどこになるか。 189

駐車場については、早出の職員や来客用
等として駐車スペースを確保していま
す。
他のセンターの例のように工夫をしなが
ら駐車をすることで一定程度の確保はで
きるものと考えています。
不足する場合は、周辺の市有地を活用す
ることで対応したいと考えています。

質問事項

190 給食センター
なぜ給食センターの敷地内に職員の駐車場を設けないの
か。

190
佐久市型論点整理手法No.189のとおり
です。

質問事項

191 給食センター 給食センターの駐車場が狭いのではないか。 191
佐久市型論点整理手法No.189のとおり
です。

参考意見

192 給食センター 給食センターの職員は、学校の駐車場を使えないのか。 192

学校の駐車場は、教職員用であり、給食
センターの職員は、学校の駐車場を使用
しません。

参考意見
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