
岩村田地区北部新小学校建設基本設計（案）提示後の要望事項

番号 要望事項 教育委員会の考え

1 運営 校庭
平成27年度は校庭を使った授業はできますか。グラウンド整備中の屋外での運動は
どのようになりますか。また、どこを使うのか見当はありますか。

バスを利用して近隣の施設の活用を考えています。全校児童の運動が必要な場合も
あろうかと思いますが、通常の体育は屋内運動場を使用します。今でも他校の工事に
際し、そのようにお願いしております。

2 運営 通学 小学生は徒歩で登下校
徒歩での登校となります。スクールバスについては、通学距離が片道4キロメートルを
超える児童については、他地区同様、スクールバスの利用を考えています。

3 運営 防災 避難経路がはっきりしません。 実施設計にて検討します。

4 運営
ＰＴＡ
駐車場

運動会時等に、ノーカーデーの実施等を行っていますが、徹底が難しく、地域の皆さ
んに迷惑をかけてしまっています。ＰＴＡもルールを作っていますが、うまくいかず悩ん
でいます。よりよい案があれば協議させて欲しいです。

学校とも協議させていただきながら考えていきます。

5 運営 その他
学校は、「昼間勤めている親」の立場を分かってくれない裁決があるような気がしま
す。「親は子どものために○○して当たり前」という前提に立った考え方で学校主導で 学校と保護者と連携し進めていく考えです。

項目

5 運営 その他 す。「親は子どものために○○して当たり前」という前提に立った考え方で学校主導で
事が進みます。

学校と保護者と連携し進めていく考えです。

6 施設 全体
現岩村田小学校についても、耐震強度等の問題があるので、スムーズに事業を進め
て欲しいです。

新小学校は、平成27年度の開校に向けて鋭意努力しています。岩村田小学校の改
築についてスムーズに進められますよう、検討しております。

7 施設 全体
基本設計は、どちらの業者が行っていますか。
また、簡単にその選定基準はどのようなものですか。

設計業者は、有限会社魁設計事務所で、指名競争入札にて決定しています。

8 施設 全体

断面図及び立面図の公表は、しないのですか。
模型は実施設計以降で対応するようですが、実施に移行するとおおまかなプランの
変更が難しくなります。現時点での判断材料（３次元のイメージの簡便なもの）を公表
すべきだと思います。

新小学校については、学校づくりワークショップ・新小学校建設地域協議会の意見を
基に、平成23年３月パブリックコメントを経て新小学校建設基本計画を策定し、配置
図（案）・平面図（案）の骨格がまとまり、平成23年9月に市のホームページへ掲載させ
て頂きました。
立面図・断面図は、配置図・平面図が決定した後、作成していく流れになっています。

9 施設 全体 図面は、できれば回覧ではなく、一戸に一枚配布して欲しいです。
他の学校改築時も、各戸には配布しておりません。図面などは市のホームページで
掲載しておりますので、ご理解のほどお願いします。

10 施設 全体
（平成23年9月にホームページ掲載の）基本設計配置図（案）の縮尺を教えてくださ
い。

設計案をホームページへ掲載している配置図・平面図は、共にＡ3版で1/800となりま
す。印刷によって、多少縮尺が異なる場合があります。

11 施設 全体
基本計画の反映状況の一覧で、「実施設計で検討します」とありますが、知る機会は
ありますか。長靴の入る下駄箱、ロッカーの大きさ、今子供たちが抱えている不便なこ
と等を伝えたいです。（8/30の説明会にて）

他校の状況を踏まえ、頂いたご意見をできる限り反映できるよう、実施設計にて検討
していきます。

12 施設 全体
9月20日までに書面で要望を提出ということですが、連絡やお知らせはありますか。ま
た、今回（8/30）説明会に欠席した人はどうなりますか。

ホームページに、基本設計（案）に関するご意見ご要望があればお寄せ頂くよう掲載
し、その旨を学校から連絡しました。

13 施設 全体
最南端にある普通教室、特別支援等、前の田に宅地またはビルを建てられた時、日
陰になりませんか。

14 施設 全体 高層マンションの日陰とか、どのくらい日陰の影響がありますか。雪の頃が心配です。

15 施設 全体 鉄塔、中部横断道の騒音、特にほこり等気になります。
騒音および電磁波について測定した結果、中部横断自動車道の騒音は、学校環境衛
生基準より低く、鉄塔の電磁波に関しても、国基準より低い値であり、問題ありませ
ん。

16 施設 全体
敷地は、見た目では北が高く、南が低いようで、おそらく1ｍくらいの差があると思いま
す。
全体を平にする場合、バスの出入りの落差はどの程度になりますか。

計画地の南北では約2.5～3.0ｍの高低差があり、校舎とグラウンドは、ほぼ同じ高さ
になるよう計画しています。北側の市道と0～0.9ｍの落差で造成地盤を計画していま
す。

17 施設 設備 エネルギー政策を考えると、太陽光発電の設置して欲しいです。 50kWの太陽光発電パネルの設置を計画しています。

18 施設 工事 埋蔵文化財調査について、試掘して本堀をしないことはありますか。 試掘をし、その状況に応じて本掘調査をしないこともあります。

計画地は、南側敷地より約2.5～3ｍ高く、南校舎は隣地境界から10ｍ離れています。
隣地においても、建築基準法（日影規制等）の範囲で計画されています。冬は、建物
の高さの概ね1.5倍くらいの日陰となる見込みであり、夏はもっと短くなります。

19 施設 工事 なぜ、グラウンド整備が平成27年度になるのですか。
校舎建築中は、校庭を資材置き場としなければならず、開校後の整備とせざるを得ま
せん。工期の問題からも、グラウンド整備は開校後となります。

20 施設 工事
グラウンド整備は平成27年度となっていますが、副門使用と工事との関係で、安全確
保は大丈夫ですか。また、どのように工事等を進めるのですか。

工事中の動線計画は、児童の動線と交わらないように実施する計画です。

21 施設 外構 校舎の段差についてはどのようになりますか。
原則としてバリアフリーを考えています。どうしても段差が必要である所は、実施設計
で検討していきます。

22 施設 外構 駐車場は端で良いと思います。 駐車場は、学校敷地の北東側に計画変更しました。

23 施設 外構

駐車場について、今の児童数で参観日には600台来るので、半分になるとしても300
台は来ます。停める場所が駐車場以外無いとなると、違法駐車することまで考えられ
ます。駐車場スペースの再検討（増設）をして欲しいです。また、未定かとは思います
が、児童館の建設時に補完、吸収できるように検討して欲しいです。

24 施設 外構
駐車場確保に苦労しているので、６％の公開緑地は、敷地内に広がっている緑地全
体で6％確保してもらえれば、今計画している場所の辺りにもっと広い敷地の駐車場
が確保できると思います。

限られた敷地面積の中で検討を進める中、駐車場が足りない場合は校庭を駐車場に
せざるを得ないと考えています。駐車場は、53台から60台へ計画変更しました。

25 施設 外構
通常授業時だけでなく、参観日などの学校イベントや地域開放による来校者を想定
し、周辺地域の生活に影響のでないだけの駐車場スペースを確保していただきたい。



岩村田地区北部新小学校建設基本設計（案）提示後の要望事項

番号 要望事項 教育委員会の考え項目

26 施設 外構
ＰＴＡの会合その他、大きな集会の時の出席者の車への対応は、仮に当日のみ校庭
へ入れるとなると、進入経路はどのようになりますか。

27 施設 外構

常設駐車場の増設が難しく、校庭を駐車スペースとして利用する場合、校庭への進入
口は学校用地南東の副門が想定されますが、近津砂田線から直接進入することは片
側一車線の近津砂田線の渋滞を招くため、問題です。校庭を使わざるを得ないので
あれば、進入口を学校用地北側または西側から進入出切る様にして欲しいです。

28 施設 外構
遊具や砂場等はありますか。１年生にとって、一番友だちを作りやすい場所だと思い
ます。

中庭や飼育小屋の付近を考えておりますが、他校の状況を踏まえ、実施設計で検討
していきます。

29 施設 外構 畑で実習する学年は限られていますか。 特別支援学級の利用も含め、学校運営の中で検討していきます。

新小学校の北側の駐車場を使用し、その他はグラウンドを開放する予定です。グラウ
ンドへの進入は、駐車場よりグラウンド北側からできるよう検討しています。

30 施設 外構 畑の面積を教えてください。
最も大きな畑で概ね１０５㎡（5ｍ×2１ｍ）で計画しておりますが、その他にも1階各教
室前にも、畑を計画しています。

31 施設 外構
教室前をもう少し広く、畑又は庭としてとれませんか。児童が長く生活する場所を最優
先する設計にして欲しいです。

教室前は、緊急車両の通路部分も含め、できるだけ畑や庭を広く計画しています。

32 施設 外構 樹林があるが、樹木種は決まっていますか。 実施設計にて検討します。

33 施設 外構 樹木は多種にし、タグを付け、子どもが興味を持てるようにして欲しいです。 学校運営の部分でもありますが、できるだけそのように配慮します。

34 施設 緑地 公園校舎側配置（昼休に住民交流） 正門付近に緑地を計画変更しました。

35 施設 緑地 休み時間に緑地に行けますか。 休み時間に緑地に行くことは可能です。

36 施設 緑地 緑地は芝生ですか。

37 施設 緑地
緑地について、駐車場との位置関係もあり、職員室からの死角にならないか心配で
す。

緑地は、低木を植える計画をしていますが、「森のようにして欲しい」という意見もあり
ますので、安全と環境面から実施設計で検討します。

38 施設 緑地

緑地の出入りは自由ですか。それとも一定の出入口を設けて、周囲に柵を設けるの
ですか。
特に東側は、車の通行が非常に多くなることが予想され（北側も結構多い）、ボール
等の飛び出し、それを拾うための子どもの飛び出しが予想されます。

正門付近に緑地を計画変更し、緑地の周囲に関しては、実施設計のなかで、検討し
ていきます。

39 施設 校舎 天井の高さはどのくらいですか。
床から天井の高さは、各教室約3ｍで計画をしています。

40 施設 校舎
教室の中、後ろの壁、掲示物（絵・習字など）が貼りやすいようにして欲しい。スライド
式の板を設置するのも一案です。

他校の状況も踏まえ、実施設計の段階で検討します。

41 施設 校舎
低学年教室は、普通教室棟、管理棟のどちらに配置するのですか。プール・体育館・
多目的ホールへの移動時間を考えて欲しいです。

採光の関係や昇降口からの移動距離もあり、普通教室棟の1階と2階に低学年を計画
しました。

42 施設 校舎
特別支援教室のトイレとシャワーが一緒になっていますが、部屋の中に設置した方が
良いと思います。

特別支援のトイレとシャワー室は、教室内に設けず、教室の北側に計画しています。
トイレとシャワー室は別にし、トイレも男女別に計画しています。

43 施設 校舎
高学年児童が、プールのときではなく、私服と運動着を着替える場所が普通教室近く
にありますか。

多目的室の利用が考えられます。また、体育館に更衣室を設置する計画です。

44 施設 校舎
今、岩村田小学校では、図書館の横に親子文庫がありますが、新小学校にも欲しい
です。

面積は十分ありますので、その中で検討します。

45 施設 校舎 調理室は、火を使う経験をさせたいので、是非ガスにして欲しいです。 他の学校の事例も踏まえ、実施設計で検討していきます。45 施設 校舎 調理室は、火を使う経験をさせたいので、是非ガスにして欲しいです。 他の学校の事例も踏まえ、実施設計で検討していきます。

46 施設 校舎 異学年共用廊下（異学年交流） ワークスペースの幅が4ｍあることから、異学年の交流も可能と考えます。

47 施設 校舎
正門と副門があるが、副門からだと100ｍくらい歩くことになるので、昇降口の位置を
もっと東へずらした方が良いと思います。

この位置に昇降口を配置しているのは、一番は採光を確保するためと登下校の様子
を職員室から見えるためです。児童の登下校等総合的に検討した結果、現在の位置
に配置しました。

48 施設 校舎
トイレのドアレスについて、臭いのことや、水飲み場とトイレの水道が一緒ということに
ついて違和感があります。

市内では望月小学校がドアレスにしています。愛知県では、ドアレスの学校が多く
なっています。トイレの臭いについて調査した所、問題があるということは聞いており
ません。また、トイレの手洗いと水飲み場は、他校の状況を踏まえ、一体利用を考え
ております。

49 施設 校舎 教員室オープン化（市役所参考） 他校の状況を踏まえ、教員室のオープン化は計画していません。

50 施設 校舎
職員室の昇降口側に出入口が欲しいです。侵入者が来たときに、侵入者を直視しな
がら子ども達のところに職員が行けるためです。

職員室から直接外へ出入りできるよう計画しています。

51 施設 校舎 男女別職員の更衣室はありますか。 休憩室と隣接して計画しています。

52 施設 校舎 温暖化で夏はとても暑いですが、空調についてもきちんと配慮していますか。
保健室及びコンピュータ室にはエアコン設置し、各教室に扇風機を設置していく計画

52 施設 校舎 温暖化で夏はとても暑いですが、空調についてもきちんと配慮していますか。
保健室及びコンピュータ室にはエアコン設置し、各教室に扇風機を設置していく計画
です。詳細は実施設計で検討していきます。
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53 施設 校庭 グラウンドの100ｍコースは何コースありますか。
配置図の100ｍコースはあくまでもイメージです。コースの幅・直線距離については実
施設計で検討します。

54 施設 校庭 図面上の用具庫は、間口5.7ｍ×奥行2.85ｍでは、非常に狭く使いづらいです。 用具庫の仕様については、他校の状況も踏まえ実施設計で検討します。

55 施設 体育館
体育館は、地域の皆さんが利用することも考えて、大きなものにして欲しいです。広さ
はどのくらいですか。

体育館の広さは、概ね900㎡（34ｍ×26ｍ）です。練習用バスケットコート2面、もしく
は、オールコート1面またはバレーコート2面が取れる広さであり、社会体育としても使
えるものを考えています。

56 施設 体育館
体育館について、現在市内小学校で休日等に貸出をしているケースがありますが、そ
のときのために、現在ある防火扉のもう少し体育館側に、体育館のみの利用を限定
するための扉を付けて欲しいです。

体育館と管理棟の堺に、扉を設置し、社会体育と学校を分離する計画です。

57 施設 体育館
警報システムについても、体育館部分とそれ以外を分け、体育館の使用者が解除で
きるようにしで欲しいです。

提案の仕様で計画しています。
警報システムは、他校同様、社会体育使用部分は除外しています。

57 施設 体育館
きるようにしで欲しいです。 警報システムは、他校同様、社会体育使用部分は除外しています。

58 施設
屋外
プール

プールが道路沿いにあり、人目が気になります。塀や垣根も考えられますが、屋内運
動場を北側にして欲しいです。

59 施設
屋外
プール

プールは西風を一番強く受ける場所ですので、使用期間を長くすることを考えると、何
らかの対策をして欲しいです。

60
施設
運営

備品

これだけ広いとＡＥＤの設置数と、設置場所を十分検討し、最初から構造の中に取り
込んで欲しいです。（ただ何か机を置いただけではなく）
応援体制を確保しやすい場所、消防署（救急車）への通報、応援職員を呼びやすい
場所等、ＡＥＤ設置場所から様々な場所への距離も考慮して欲しいです。

AEDの設置場所については、利便性と管理面を考慮し、学校とも相談し、計画してい
きます。

全体計画の中で、現在の場所に配置しております。他校でも、道路沿いにプールが配
置されていることもあり、目隠しフェンス等の設置を計画しています。


