
臼田地区新小学校建設基本計画（案）に関する地元説明会の開催結果

１　地元説明会の開催結果

会場 参加人数

あいとぴあ臼田ホール 11

あいとぴあ臼田ホール 9

入澤集会所 10

コスモホール会議室 4

コスモホール小ホール 6

計　40 名

２　地元説明会における意見の概要とそれに対する回答等

№ 項目

1
臼田地区新小学
校づくりのコンセ
プト

2

3

4

日時

横山区、下小田切区、泉ヶ丘区、臼田勝間区対象

託児所開設　利用児６名

備考

１月２３日（火）　午後７時～

１月１８日（木）　午後７時～

１月１６日（火）　午後７時～

１月１４日（日）　午前１０時～

１月１１日（木）　午後７時～

意見・質問等要旨 回答・対応等

地元説明会（平成３０年１月１１日）

今までの説明会で市教委からどこの地区に対してバスを出すという発言はしてま
せん。三分区に対しても、バスを出すという説明は一切していません。ご理解をい
ただきたいと思います。行き違いで勘違いをさせてしまったのであれば、説明させ
ていただきます。

バス通学となる範囲や歩道橋の設置について今後考えていく予定ですが、歩道橋
を開校に間に合わせるためには、来年度方向性を決めなくてはいけません。歩道
橋が決まってくると、バスについても決めることができますので、来年度中に方向
性が出せるよう考えています。

今後検討していきます。

ユニバーサルデザインの件について、佐久平浅間小を見てい
ないので何とも言えないが、仕事上、小児科の看護師に聞いた
ところ、障がいを持つ子どもが、ちょっとした工夫で通常の小学
校で生活しやすくなると聞いている。医療センターには専門ス
タッフがいるので、色々と意見を聞いてもらえたらと思う。

４㎞というと田口小学校の辺りが該当してくる。田口の原区は
人口が増えている。７ページの表の児童数推計を見ると、田口
小が減り、臼田小が増えている。佐久病院が医療センターとし
て中込にいったこともあり、このような数字になるか疑問に思っ
ている。そういった面も含めて意見集約してほしい。小学１年生
に４㎞歩かせることが良いのかも含めて是非検討してほしい。

これまで説明会に３回程出席した。その時たしか市教委が、三
分区にバスを出しますと話をしたと記憶しているが、そのことが
説明会の度に変わっていくのか。４㎞の話になって、たしかＰＴ
Ａの方がその質問をして、三分がバス通学になるということで
納得し説明が終わった。説明会の度に変更されるようでは困
る。

昨年度、田口のＰＴＡで通学路の要望を出しているが、それに
対する返事がないまま今の説明会となっている。通学路、通学
方法はいつ、どのように発表されるのか。

４㎞で一律に線を引くということではなく、低学年と高学年の体力や道路状況につ
いて色々あると思いますので、今後検討していきます。

通学路・通学方法
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5
学校給食臼田セ
ンター建設地

6 基本構想

7 通学路・通学方法

8
臼田地区新小学
校づくりのコンセ
プト

9 主な想定施設

農業体験ということであれば、農業学習を載せてあります。実際はどこの学校もそ
うですが、農地を借りて行う農業学習かと思います。ご提案にあるように、体験型
という部分を敢えて文字として計画の中に入れていくかということは、今後協議会
で改めて検討します。

最近は、小学校も体験型のものが児童に必要ではないかと私
は思っている。基本計画の中に、体験をするような環境はある
のか伺いたい。ビオトープはあるが、それ以外に、農業体験だ
とか自然に親しむ心を会得するような体験が必要ではないかと
思い、是非そういった環境を作ることを基本計画に入れるべき
ではないかと思っている。

７ページにある、「屋外多目的スペース」はどのようなものか。
まだ詳細なものは想定していませんが、グラウンド以外に低学年が遊べるスペー
スだとか、地域の方と交流する場などが考えられます。４月以降実施する基本設
計の中で、皆さんからもご提案いただきながら計画していきます。

自校給食でずっとお願いしてきた者だが、４小学校が統合とな
り残念。給食はやはり学校の中に給食室が欲しい。給食セン
ターということであれば、学校の中に欲しい。作ってから２時間
以内に食べられることが原則なので、その辺りを考えて、子ど
もたちのために温かい給食を食べさせられるようお願いした
い。

保護者の方からも５８％の方が給食センターを学校のところにと報告いただいてお
り、そういったご意見も尊重する中で、レイアウトを見ながら検討していきます。

地元説明会（平成３０年１月１４日）

人づくり、まちづくり、市民との協働を進めていかなければいけないという中で、こ
のように標記させていただきました。コンセプトにも書いてありますが、単なる機能
を充実させた学校を造るというものではなく、色々な意見を聞く中でどういった学校
を造っていくということをこれから具体化させていきますので、どう造っていくのか、
どう子どもに期待していくのか、そういった学校づくりを目指していくのでご理解い
ただければと思います。

今後検討していきます。

地元説明会（平成３０年１月１６日）

前にパブコメで申し上げたが、２ページの基本理念について、
これは最も重要なことで、ソフト面、ハード面に響いてくる。これ
が全ていけないなんて申し上げるつもりは無いが、基本理念を
再考いただきたい。３つの理念を何回読んでもしっくりこない。
これを世の中に新小学校の基本理念などと出せば恐らく何こ
れと言われてしまう。研究をしてほしい。この理念だからこそこ
の施設があったと、こうやって子どもが育ってきていると思われ
るような理念でないと。これは理念でなく３要素。ここは総力を
挙げて、教育の専門家も世の中にいるので、成功事例に是非
学んでほしい。佐久病院の経営理念を参考にしてもらいたい。
市の理念も参考にして練って、どんな非難にも耐えられるよう
な、なるほどと思われるようなものを作ってほしい。

１歳半の子どもがおり、新小学校へ通うことになる。田口の中
でも４㎞以上はバス通学、４㎞未満でも著しく支障がある場合
にはバス通学になるとのことだが、低学年の子どもは、３㎞以
上の場合、非常に時間がかかる。高学年であってもその距離
を毎日歩くことは容易でない。バス通学を遠距離だけではなく、
安全安心に通学できる、子どもの足で通学できる距離はどのく
らいか見ていただき、検討いただきたい。
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通学路・通学方法

現地確認の際、区長の皆さんには御足労いただき、ありがとうございました。バス
をどうするのかということで、バス通学に対し色々とご意見を頂いています。最終
的には開校までとなりますが、その前に考えなくてはいけないことに歩道橋があ
り、これは時間がかかるので早めに考えていかなくてはなりません。バス通学も当
然、歩道橋とセットで考えなくてはなりません。来年度中にはある程度方向性を出
していきたいと考えています。方向性が出てくれば、それに合わせた形の通学路と
なりますので、通学路の設定について考えていくことができます。

実際には開校までに通学路をどうしていくか決定していくことになろうかと思います
が、開校までには合同で色々なことをやっていかなくてはならないと我々も考えて
います。その中で調整をかけられればと考えています。

アンケートについて、まずワークショップからご提言を頂き、もっと広くご意見を求
めるということでＰＴＡ会長、学校の先生方にお願いをさせていただきました。保護
者全員が集まるような総会が開催できないということで、６月中旬頃から参観日等
に合わせて説明させていただきました。意見集約方法もＰＴＡへ一任した経過があ
り、学校によっては支部から意見を吸い上げる方法を取ったところもあります。結
果を受けたのが夏休みを挟んだ秋となり、私どもの依頼の仕方がまずかったもの
で、アンケート結果が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。また、青沼小学校の
ＰＴＡのアンケート結果ですが、一番多い意見は、「新小学校建設予定地及びその
周辺に建設」であり、６０％程でありました。２番目の意見として、他校では、「既存
の臼田給食センター周辺で建設」ですが、青沼小学校については、「臼田地区４小
学校の跡地に建設」でありました。

通学路の問題は、学校ごとに協議しなければならないか。三条
区の一部と下越区の一部が、道路を隔てて違う学校へ通って
いる。新小学校となり、同じように通学しなければいけないの
か、あるいは田口の子どもが青沼を通るのかという問題が三条
区で出てきており、通学路検討部会の中で私が提案して良い
のか。青沼と田口の通学路検討部会も必要になるのではない
か。統合の学校となり、通学路は元青沼だとか元田口だとかは
必要なくなると思うので。

安全安心の部分は我々も大事にしていきたいと考えています。どういった形の通
学方法が良いのか、今後検討していきます。

通学路はいつ頃決定するのか。区の中の会議において、通学
路の問題がどなたからも出てくる。決定時期や決め方の話が
出てきて、私自身、昨年まで検討委員会のメンバーだったが、
その時の市教委からの話だと、区長は通学路検討部会の中で
はオブザーバーという立場でやってもらいたいとのことだった。
部会の中での結論だけは聞いているが、期間や方法が全くわ
からない。昨年度まで青沼小学校の場合は、全員スクールバ
スでお願いしたいという方針になっている。昨年、通学路の要
望箇所の確認に立ち会ったこともあり、その辺りがどうなってい
るのか伺いたい。

新小学校が開校する頃、小学校に上がる娘がいる。同世代の
親と話をする中で、一番出てくる話題が通学路の問題。三条大
橋を渡って国道を歩くとなると、低学年の体力的な問題、交通
量の問題が出てくると思う。距離で言えば青沼地区はそんなに
新小学校までの距離は無いが、先ほどのことを考えると、現在
の青沼小学校を拠点としてスクールバスを出していただけない
かということが同世代の親の一つの意見となっている。一番気
になる問題なのでよろしくお願いしたい。

給食センターの件について、この間の青沼区長会の資料を見
ると、昨年の６月１１日からＰＴＡのアンケートを始めたということ
だが、なぜもっと早く、給食センターを建築することに触れな
かったのか。検討委員会にはこのことは出ていなかった。広報
に出たかもしれないが、１２月に青沼の区長会の際初めて知っ
た。青沼地区は７月９日に、青沼小学校跡地の利活用につい
て合同委員会をやっている。その時も区長会長からもＰＴＡ３役
からもこういった話は出ていない。６月から始まったものが、な
ぜこのタイミングなのか。また、出来たら青沼のＰＴＡの方の意
向を知りたいので、学校ごとのアンケート結果を教えてほしい。
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14 その他

15 その他

16
臼田地区新小学
校づくりのコンセ
プト

17
開校に向けた取
り組み

４ページの開校に向けた取り組みに「放課後の児童対応につ
いて、総合的に検討していく。」とあり、現在各４小学校の近くの
児童館は、共働きの父兄にとって安心の施設だと私は考えて
いるが、新小学校の場合、児童館も含めて検討しているか伺い
たい。

７８歳になるが、カタカナ、例えば、「コンセプト」「ビオトープ」「パ
ブリックコメント」「ワークショップ」「ゾーニング」これらの言葉に
ついて、読んでいくとこういうことかなと思う部分もあるが、日本
語にはできないものか。我々の年代全員が分かるものではな
いような気がする。皆さんが作った文書にケチをつける訳では
ないが、分からなかったため恥を忍んで質問させていただい
た。

緊急時の車や人の流れについて、是非しっかり考えたものにし
て欲しい。子どもが小学生の時、引き渡しで大渋滞になった。
以来、引き渡し訓練は徒歩となり、その後はわからないが、現
在の臼田小学校だと商店街に車が列をなしてしまい、進入方
向等の細かい指示があった訓練だったが、新小学校はそれ以
上の人数となることが明白であり、親は職場から駆けつけてく
るため車になると思う。新小学校の周りには車がすれ違えない
細い道もある。非常時のシミュレーションをしっかりして配置をし
て欲しい。また、開校後に保護者へ周知徹底をし、地域住民へ
も是非知らせてほしい。オクレンジャーは非常時にはあてにな
らないと身に染みて感じたこともあり、情報や交通の混乱を前
提として、レイアウトや配置をして欲しい。あと、運動会だとか親
が集まる時に渋滞が起き、農道に車を停める等マナーのない
方がいて、地域住民が入れなくなることがある。コスモホール
の駐車場やふれあい広場を利用するなどが現実的だと思う
が、進入路を一方通行に指定する等早い段階でたたき台に挙
げてほしい。

３ページに「多様な学習活動ができる学校」ということで、小学
校の時の自然との触れ合いが、大きくなってから人生に影響す
るようなことだと思うが、ビオトープ等出ており、これらは校舎内
でできることだと思う。近くに片貝川もあり、地域との触れ合い
も含めた中で、周辺をどういう形で利用するかについて考えて
いるか伺いたい。

地元説明会（平成３０年１月１８日）

今後検討していきます。

地元説明会（平成３０年１月２３日）

周辺については、川をどのように利用するのか、コスモホールをどのように利用す
るのか、あるいは農業体験で農地を借りて行うのかということを考えていかなけれ
ばなりません。星であればスタードームもあり、そういったものを活用していくかと
思います。今後検討していきます。

協議会の中で、可能な限り分かり易い形を目指していきたいと思います。

担当課は、市長部局の子育て支援課となりますが、具体的に児童館をどうしよう
かという話にはまだなっていません。放課後の児童対応は必要なことですので、
児童館をどう利用していくのかということをこれから市長部局と教育委員会とで具
体的に検討に入っていくことになります。
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18 主な想定施設

19

20

21

本日、地元の説明会をやっていただく中で、地元住民がこれだ
けしかいなくて残念。今回が最後の説明会だが、特に下小田切
や勝間の方は、他の説明会に出ていたということか。

７ページの主な想定施設にエレベーターがあり、５ページの計
画地の状況の中に“建築物の高さ２０ｍを超えないこと”とある
他、別の資料の中に、“３階建ては２０ｍで十分可能”とある
が、建物は３階建てを想定しているのか。また、市の建物で、
庁舎は高さがあるためエレベーターがあることは承知している
が、学校で３階建てとなると、この辺りで言えば臼田中学校に
なるが、エレベーターは無かったと思う。最近の新しく建てた小
学校では、３階建てでもエレベーターを設置しているのか。エレ
ベーターといっても、荷物用や児童用もあるが詳しく説明いた
だきたい。

お話のとおり、基本設計の段階で住民の意見等を酌めるもの
は酌めるし、ダメなものはダメということをやっていただかない
と、詳細な設計になったときに戻ることは不可能で、ただ言いっ
ぱなし、聞きっぱなしになると思うので、是非その段階で、こう
いう場面で意見を聞いていただきたい。１００人いれば１００の
意見が出るかもしれないが、ダメなものはダメだろうし、説明を
していただければと思う。それから、基本設計をする中で、道路
について話が出ると思うが、まだ周辺で水田を耕作している。

その他

協議会等における主な意見及びそれに対する回答・対応等
で、№４１、４８、６５、６６は校舎等のレイアウト関連の質問・回
答だが、№４１の回答で、基本設計でお示しする予定であり、説
明会やパブリックコメントということだが、意見を出して修正され
ることはあるのか。

市の施策の中で、「佐久市型情報公開」と「佐久市型論点整理手法」というものが
あります。これを岩村田小学校改築事業から採用しており、従来の公共施設の建
築については、実施設計が終わってから住民の方に説明している状況があり、最
終の図面が出来てからだと市民の皆さんの要望を反映するにあたり、手戻りが生
じることが多々ありました。そこで、基本設計の段階で皆さんに計画内容をお知ら
せし、色々なご意見をいただく手法で進めていきます。計画の内容を早い時期に
情報公開し、次の「佐久市型論点整理手法」により、ご意見を整理します。例えば
１００項目の意見をいただいたとして、その全ての意見を反映させることは難しい
現状があります。５０項目採用できるのであれば、こういった形で設計に反映させ
ていくというような説明をしていきます。残り５０項目の採用できない意見について
も、その理由を説明し、基本設計を進めていきます。なお、実施設計段階では、部
屋の建具など細分の設計や、トイレ、照明、コンセントなどの機器類の設計も行い
ますので、その段階になると、実際に教室を使う先生方や子どもたちの意見を聞
きながら最終の細かな設計を実施することとなります。

他の会場に来られた方もいますが、多くはありません。

臼田中学校にもエレベーターを設置しています。最近建設している佐久平浅間小
学校、岩村田小学校についても３階建てですが、児童用にエレベーターを設置し
ています。使用方法について、通常時はほとんど使用しておらず、けがをした子ど
もが使用したり、重い荷物を運ぶ時等に使用しています。新小学校についても、エ
レベーターを設置する方向で考えています。新小学校も３階建てを予定しており、
部分的に、４階へ特別教室等ができる可能性もありますが、４月以降実施する基
本設計の中で、詳細を詰めていきたいと考えています。

４月以降基本設計を行うにあたり、早い段階で近隣にお住まいの方や用水を利用
している水田耕作者の方にご説明してご意見をいただく中で、周辺道路や水路の
付け替えについて、設計を進めていきます。
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水の問題について、小学校ができる地籍を通って、その下の水
田へ流れている。設計の際、敷地内のことだけではなく、その
先に水田があるので、水路も考えてもらわなくては困る。何十
年も問題になっていることがあり、今の県道のところから水を取
り入れているが、取り入れに無理があって、水が溢れてしまう。
今回、小学校建設にあたり水路の変更となったときに、その取
り入れ口の問題を解決してもらわないと困る。基本設計の前に
実態をよく調べてほしい。県道のところになるが、家の前にポー
ルが２本立っている。あそこが一番大きな問題になる。事前に
キャッチして設計してもらいたい。

新バイパスができると、現県道が市道に移管される予定です。学校敷地造成や、
水田への用水の切り回しと同時に、数十年危惧されている状況を改善する良い機
会と考えており、現状を調査して、基本設計の中で改善方法を検討します。

その他

説明会は今回で５回目だが、過去４回の会場ごとの出席者は
何人だったか参考までに伺いたい。

冬場でも水が流れている川というと、新バイパスの側溝があ
り、今までは水が流れていない。また、敷地内の真ん中にある
水路も、基本的には冬場水が流れていない。付替える水路に
ついても早めに示していただき、水は下から上には流れないの
で、耕作者の意見を聞いていただき、水路の計画を立ててほし
い。どの場所につくるかにもよるが、ビオトープも冬場水が無く
ても良ければそれまでだが、地域柄も踏まえて検討いただきた
い。

第１回目は１月１１日にあいとぴあ臼田で開催し、出席は１１名。第２回目は１４
日、会場はあいとぴあ臼田で、仕事の関係で平日来れない方もいるため日曜日に
開催しました。保護者の方を対象にする中で、託児所も開設し、出席は９名、託児
は６名でした。第３回目は、１６日に入澤集会所で開催し、出席は１０名。第４回目
は１８日にコスモホールを会場とし、出席は４名でした。そして本日が最終日で６名
となっています。
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