
臼田地区新小学校配置平面計画（案）に寄せられた

ご意見に対する検討結果について

1　前回の検討結果について

（件）

2　今回提出されたご意見

（件）

3　今回の検討結果について

（件）

4　質問事項を除いた設計への反映状況（前回含む）

5　今回の各ご意見に対する検討結果について

別紙の通り

基本設計
に反映

実施設計
で検討

参考意見 質問事項 計

パブリックコメント（意見募
集）、協議会、説明会

でのご意見
24 57 16 36 133

（１）パブリックコメント（意見募集） 22

（２）協議会 34

（３）説明会 40

合　計 96

基本設計
に反映

実施設計
で検討

参考意見 質問事項 計

（１）パブリックコメ
ント（意見募集）

1 6 15 0 22

（2）協議会 1 28 2 3 34

（3）説明会 3 16 9 12 40

42件 178件

合　計 5 50 26 15 96

16.3% 60.1% 23.6% 100%

基本設計に反映 実施設計で検討 参考意見 合計

29件 107件
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番号 分類 意見要望等要旨 番号 市及び市教育委員会の考え方 検討結果

8 校舎
多目的ホールを広くとってほしい。放課後の子どもたち
の居場所として活用してもらいたい。

8

多目的ホールは、体育館以外の室内運動
スペースとして、また、学年集会や行事
等、様々な学習の場として使うことを想
定しており、適切な広さを確保できてい
ると考えています。
新小学校建設に伴う新たな児童館整備に
つきましては、現在のところ予定してい
ませんが、臼田地区においては、既存５
児童館（臼田、青沼、田口、下越、切
原）を存続し現在と同様の運営をしてい
きます。徒歩通学の児童のうち、新小学
校近隣の児童が放課後過ごす場所につき
ましては、多目的ホールの活用も含め
て、児童館所管課とともに、総合的に検
討します。

実施設計
で検討

7 校舎

太陽熱温水器、太陽光の活用を思い切って導入してほし
い。太陽熱温水器でシャワーの設置（給食センターの給
湯、給食センター、保健室、職員用のシャワー室、プー
ルのシャワー等）。エアコンの導入を検討される時代、
全国トップクラスにある日照時間を活用したい。光熱費
の大幅削減。

7

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

6 校舎
保健室は、低学年教室、特別支援学級教室、プールに近
い方が良い。

6

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

5 校舎 校長室、事務室は職員室に隣接していた方が良い。 5
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

4 校舎
教室は開放型にするという教委の英断が必要と思われ
る。密室化、密閉化は、新しい教育の流れ（開かれた学
校）に逆行している。

4

オープンスペース型は、グループ学習や
作業活動などの多様な学習形態をとれる
点や、学年単位での行動がしやすい点が
ある一方、児童によっては他からの音等
が刺激となり、集中力を欠いてしまう点
があることに加え、建設地域協議会や学
校の先生方から、１クラスごとに区切ら
れた教室を望む声が挙がっています。ま
た、多様な学習形態等については、多目
的室やワークスペースが寄与するものと
考えています。

参考意見

3 校舎
どうみても校舎間が狭いように感じるため、南東の土地
や西側の住宅等、敷地の新たな確保に努力してほしい。

3

市教育委員会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
が学校用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

2 校舎

特別支援教室が、中庭と西側の庭に面していることを評
価しているようだが、果たしてそうだろうか。他市の例
では、教育的な意味で必ず交流できる場所に設定されて
いたりする。どうしても、奥に「隔離」されている印象
が否めない。自然な交流ができることを考慮してほし
い。

2

特別支援学級に通う児童の中には、周囲
の視線が気になり集中できない児童もい
れば、他の児童と一緒に遊びたい児童も
います。特別支援学級教室は、特別支援
学級の児童だけの遊び場としての西側の
庭、特別支援学級以外の児童との交流の
場としての中庭、どちらも使えるように
配置し、児童の個性に応じた学習と交流
ができるように計画します。

実施設計
で検討

臼田地区新小学校　配置平面計画（案）に対する意見・要望等

佐久市型論点整理手法

パブリックコメント（意見募集）

1 校舎
女子トイレの便器の数が、男子の数に比べ少ないが十分
なのか。児童がたくさん集まるところは一つでも増やせ
ないか。

1
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

2



番号 分類 意見要望等要旨 番号 市及び市教育委員会の考え方 検討結果

パブリックコメント（意見募集）

14
給食セン

ター

給食センターを敷地内に建設することは、食育の点でも
とても良いと思う。しかし給食職員は、学校とは別の仕
事。独立した駐車場は必須だと思う。敷地の形からみて
も、南側に駐車場を確保するべきではないか。学校なの
で、今後の長い先を見越して今対応するべき。

14
実施設計
で検討

15
実施設計
で検討

16
給食セン

ター
校舎との接続で、給食センターに行く通路が他より狭い
が十分なのか。

16
校舎と給食センターを結ぶ通路につきま
しては、児童の動線を考慮し、必要な通
路幅を設けていきたいと考えています。

実施設計
で検討

13
給食セン

ター

給食センターの職員駐車場がないように見受けられる
が、車社会で作業する人は事実上車でしか来られないの
で、建設時点で必要面積は確保すべきではないか。現在
の給食センターの駐車台数に加え、余裕を持った台数の
確保をすべきではないか。南側の住宅の前に農地がある
し道路の反対側にもあるので、遠く離れた場所ではなく
今の時期ならば隣接に確保できるのではないか。給食セ
ンター用地は農地転用の許可がいらないので、２期工事
などとして全体計画とは別に実施できるのではないか。

13
実施設計
で検討

駐車場につきましては、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
ますが、他のセンターの例のように工夫
をしながら駐車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。また、
不足する場合は、周辺の市有地を活用す
ることで対応していく予定です。

15
給食セン

ター

給食センターの駐車場がないというのは、毎日の給食を
作っていただく職員の皆さんがかわいそう。他のセン
ターと比べて環境を差別するのはおかしいと思う。

12 駐車場
徒歩で通学する児童が敷地周辺を安心して通学できるよ
うに万全の対策をお願いしたい。職員用駐車場が校舎の
横に配置してあるが大丈夫か。

12

徒歩で通学する児童、スクールバス、車
両の動線の交差が最小限となるよう計画
しています。子どもたちが正門から昇降
口に行くまでの道については、原則とし
て、車は入らないように分離していま
す。開校後は安全な学校生活が送れるよ
う、運営方法で配慮します。

実施設計
で検討

11 駐車場

バス等の駐車スペースの中心に植栽が予定されている
が、駐車スペースにして一台でも増やすべきではない
か。広い場所が確保されるといううたい文句でここが決
まったが、駐車スペースが少なすぎる。校舎の南側の場
所も確保し保護者の送迎ができるようにしたらどうか。

11

駐車スペースのレイアウトについては、
通学方法の決定に合わせ、実施設計で検
討します。なお、緑地については、開発
行為の基準の中にも定められており、あ
る程度必要であると考えています。ま
た、児童のけがなどの理由による保護者
の送迎用に必要な駐車台数は確保できて
いると考えています。

実施設計
で検討

10
グラウン

ド

グラウンドが何故か真四角でない。南側の敷地を僅か広
げるだけで良い形になるのに、なぜそうしないのか教え
てほしい。南側に土地があるようにみえるが、検討した
のか。佐久平浅間小学校より広い敷地は必要ないと考え
ているようだが、本当か。

10

市教育委員会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
がグラウンドを含め、学校用地として十
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

9
グラウン

ド

グラウンドを参観日に駐車場としても使えるようにクレ
イ舗装にするとしているが、極寒地で凍み上がりのある
佐久の地にふさわしいのか、素人目から見て不安であ
る。もともと水田地帯で、南に向かってのぼりの斜面に
なっていると思われる。雨が続くと当然地下水位が上が
り、グラウンドなどは水が染み出てくるのではないか。
クレイ舗装とすれば、凍み上がりの防止や地下水の排水
のためにはグラウンドを掘り下げて相当の量のバラスな
どで対策をしないといけないのではないか。普通のグラ
ウンドにして、駐車場として使えるときは使って、使え
ないときは別に考えたほうが数年先の心配がないので
は。

9

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、かつ
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。近年クレイ舗装で
整備した学校の実績でも、水はけの良さ
を確認しており、佐久の気候にも適応し
た舗装となっています。また、敷地造成
では、水田の地下水等を考慮した暗渠排
水管を布設したり、切土を少なくする計
画とします。

実施設計
で検討
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番号 分類 意見要望等要旨 番号 市及び市教育委員会の考え方 検討結果

パブリックコメント（意見募集）

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ので、生活道路
として普通車が十分すれ違いできる車道
幅員で整備します。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。

参考意見

19
給食セン

ター

21 その他

新小学校配置案にある正門前の道路は、佐久臼田ＩＣへ
のアクセス道路が開通する以前は佳里保育園への送り迎
えの車が多く利用し、道幅も狭く、お互いに譲り合って
通っていた。特に西側県道とのＴ字交差点は見通しも悪
く、出会い頭でぶつからないように非常に気を使う必要
があった。地元説明会では、この道路に歩道は設置する
が、道幅は現状のままだという。新小学校が開校すれ
ば、送り迎えの車が殺到し、さらに危ない状況になると
予想される。近隣住民にとっても、送り迎えの方にとっ
ても、不便で危ないことは間違いない。この正門前の道
路の拡幅をお願いしたい。

21

20 その他

児童館を造ってほしい。徒歩で通学する児童の為には、
学校横に児童館が有るのが良い。造れないとしたら徒歩
で通学する子どもが学校内で放課後過ごす場所が必ず必
要である。そうしたことが書かれていない。

20

新小学校建設に伴う新たな児童館整備に
つきましては、現在のところ予定してい
ません。臼田地区においては、既存５児
童館（臼田、青沼、田口、下越、切原）
を存続し現在と同様の運営をしていきま
す。
徒歩通学の児童のうち、新小学校近隣の
児童が放課後過ごす場所につきまして
は、児童館所管課とともに、総合的に検
討します。

実施設計
で検討

今回、給食センターの配置が公表されたが、明らかに狭
い敷地に無理やり押し込んだように見受けられる。駐車
場がとれないなんてひどい話である。そのため、鳥瞰図
を見ても校舎の周辺の敷地に全く余裕がなく、４つの小
学校が合併して狭い１つの校舎に押し込められるイメー
ジが強い。どうして周辺の田を取得できないのか知りた
い。

19

市教育委員会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
が学校用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。）

実施設計
で検討

18
給食セン
ター

今回給食センターの高さと場所と駐車場と車の出入り口
について危惧を抱いている。また、この給食センターに
ついては、今回はパブリックコメントを受け付けないよ
うだが、それもなぜなのか。小学校の配置が決定する前
から、給食センターはすでに配置が決まっていて、動か
せないものという考え方なのか。だから、意見を募集し
ないのか。秋にそちらにコメントを残したはずだが、回
答はいただいていない。
給食センターの出入り口あたりは寒く、冬は凍結して危
ない。以前、そこで滑って亡くなった方がおられて心配
である。これから下小田切は高齢化が進むので、お年寄
りばかりが歩くようになるだろう。
給食センターの１１メートルの日陰になり犠牲になるお
宅もいくつかあるが、その影響がなるべくないようにし
てもらえないだろうか。
プールの配置を給食センターの方へ一部動かせないだろ
うか。プールならそこまで高くないので、日陰に不満を
抱かずに、地域にできる新しい学校と共存できる。
プールの配置と給食センターの配置を考慮してほしい。
今の設計図の配置はやめてほしい。車の出入りも、新し
い道のほうへ誘導できるはず。

18
実施設計
で検討

給食センターが建設されることにより、
これまでの環境に変化が生じますが、納
入業者の搬入車両は1日10台ほどであ
り、車両が頻繁に出入りすることは少な
く、交通への影響は小さいものと考えて
います。また、日影を抑えるよう屋根の
形状に配慮していきます。
給食センターの配置につきましては、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。

実施設計
で検討

17
給食セン
ター

この配置だと給食センターの位置が決まってしまう。給
食センターは意見募集の対象外といっても、新小学校の
配置が決まってしまえば、給食センターの配置も決まっ
てしまうため、この配置はやめていただきたい。
　理由として、給食センター前の県道は道幅が狭く見通
しが悪いので、車の出入りにも非常に怖い思いをしてい
る。納入業者の車が来るので危ないままになる。歩き通
学の児童も自転車通学の生徒も危ない。また、冬は家の
日影で道路は凍結し、なかなか解けないので危ない。
　今の小学校の配置図だと県道沿いに給食センターがで
きるので危ないまま。給食センターが県道沿いになるよ
うな今の新小学校の配置はやめて欲しい。

17
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番号 分類 意見要望等要旨 番号 市及び市教育委員会の考え方 検討結果

パブリックコメント（意見募集）

22 その他

校舎建築のハード面だけが問題とされているが、新
しい学校の教育理念に基づいた日々の授業のありか
たを４校で共有し合い、実践を交流、深めるソフト
面の構築が不可欠（すでに実践してるのかもしれな
いが）。４校の児童が無駄な戸惑いなく、授業や教
育活動にすぐに取り組めるために（新小学校になっ
たら学力も体力も向上し、不登校も、問題行動も減
少したと誇れるように）。

22

田口、青沼、切原、臼田の各小学校に
おきまして、４校合同の演奏会やレク
リエーション等の実施により交流を深
めていますが、いただいたご意見は、
臼田地区新小学校の開校を見据えるな
か大切なことですので、今後の取組み
を進める際の参考にさせていただきま
す。

参考意見

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

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

第８回　佐久市新小学校建設地域協議会
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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

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

7



（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

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

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

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

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
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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

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

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

12



（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

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

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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（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

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

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

14



（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

119 校舎

暑さ対策を考えた時に、臼田中学校は５校の中で一番新
しいが、廊下側にトイレがあると風通しが悪く、大体同
じクラスが暑くなる。素案だと、２年１組、多目的室、
校長室は両側に窓が無く、暑くなると思う。体育館も上
の窓があっても子どもが活動するアリーナに風が流れる
ようにしないときついと思われる。臼田中学校の体育館
では風が流れず、大型扇風機で対応した。まずは風通し
が良いことが大切だと思う。

119
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

120 校舎
青沼小学校では、体育館の下の方に風を通す格子の付い
た小さい窓があるが、風通しのためそういったものはど
うか。

120

体育館については、地窓を設置します。
校舎についても、風通しを考慮し、適切
な位置に開口部を設けたいと考えていま
す。

実施設計
で検討

121 校舎
開放エリアは体育館と多目的ホールということだが、
シャッターは設置するのか。

121

グリルシャッターを設置して、学校エリ
アと開放エリアを区切れるようにしま
す。グリルシャッターとは、パイプ製で
格子状になっており、見通しが良い
シャッターです。

質問事項

122 校舎 新小学校に防災倉庫は作るのか。 122

新小学校の中に防災備蓄倉庫を計画する
ことは考えていません。なお、臼田支所
に防災用品を備蓄しています。

質問事項

123 冷暖房 体育館にも冷房を設置するのか。 123
体育館への冷房設置は行わない予定で
す。

質問事項

124 冷暖房 全館空調は可能か。 124

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

125 体育館

体育館のステージが東側に設置されているが、北側に
持ってくると職員室から正門を見られる。東側には扉を
付けて開放し、校庭と一体的に利用できる。望月小学校
では、ステージ側のガラスから景色が良く見えるので、
ステージの後ろがガラスだと浅間山を見ることができ
る。浅間山の景色の問題、ステージの位置の問題、正門
が見られない問題、風通しの問題は、ステージを北側に
持っていくことで解決できるのではないか。

125

北側にステージを設けるよう配置する
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

126 体育館

佐久市型論点整理手法No.67で「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。」とあるが、これを
広く取ることは可能か。

126
管理用の通路として必要な広さで計画し
ます。

参考意見

127 体育館 体育館の北側に開口部を作ることは可能か。 127 北側に開口部を設ける予定です。
実施設計
で検討

128
給食セン

ター

給食センターの火力はどうなるのか。給食センターの一
角にプロパンを使えるようにすれば、避難する方に炊き
出しが可能となるので、そういったことも考えていかな
くてはならないのではないか。

128
熱源を含め、検討していきたいと考えて
います。

実施設計
で検討

臼田地区新小学校　配置平面計画（案）に対する意見・要望等

第９回　佐久市新小学校建設地域協議会

佐久市型論点整理手法

15



（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

129 校舎
消火栓が１箇所しかないが、校舎内はどういうものを考
えているか。消火器も表示させた方が分かり易いのでは
ないか。

129

既存の道路に設置されている消火栓に加
え、敷地内に防火水槽を配置します。ま
た、校舎内については、消火器や屋内消
火栓を設置します。

実施設計
で検討

130 校舎 下駄箱の１～６年生の位置は逆の方が良いと思う。 130

低学年が下履きを持って中庭に出やすい
ように、この配置としていますが、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

131 校舎

２階、３階のワークスペースの便所の前だが、手洗いの
部分の庇が深いために暗くなるのかなと。特に東側は、
手洗いの部分が廊下の採光になると思いますので、これ
だけ深い庇が必要なのかなと。手洗いの部分は仕方ない
が、出来るだけ庇は浅くした方が明るくなるので検討い
ただきたい。

131
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

132 校舎
可能であれば、３階の教材庫の辺に１つトップライトを
作るとなお明るい学校になると思うので検討いただきた
い。

132
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

133 校舎
座敷のような所はすごく喜ばれたので、用務員の方や、
外から来た方も使える良い部屋になればと思う。

133
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。

基本設計
に反映

134 校舎 屋根について、冬場の落雪の心配はないか。 134
昇降口上部等、要所に雪止めの対策をし
ます。

実施設計
で検討

135 校舎

３階の屋外作業スペースについて、安全面を配慮して学
校でここのスペースへは出さないと決めた時は無駄にな
るので、こういった場所を倉庫とした方が実用的だと思
う。

135

ご意見をふまえ、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

136 校舎
相談室は管理棟の２階と３階にあるが、できれば１階
で、昇降口のそばにあった方が子どもたちは入り易いと
思う。

136

各学年にある多目的室を可動間仕切りで
区切ることで、相談室として使うことを
想定しています。

実施設計
で検討

137 校舎 ボランティアルームはどこを想定しているか。 137

特別支援学級教室の北側に多目的室があ
りますので、ボランティアルームとして
使用することができます。

実施設計
で検討

138 校舎

ボランティアルームを特別支援学級の上の多目的室とし
た場合、外からは出入りできるが、そこを通じて校舎の
中心部に入れてしまうと、土日や夜間の利用を考えた場
合、学校管理上支障が出てくるのではないか。支障があ
るとすると、土日や夜間は利用できなくなる。多目的室
の廊下側をどこかで遮断したり、特別支援学級棟へ施錠
したりできるのか。

138

ボランティアルームの運用方法について
は、学校の意見をふまえ、学校管理に支
障が生じないように、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

139
特別支援

学級

西日の眩しさは、ＬＯＷ－Ｅガラスでは防ぐことはでき
ず、ルーバー等の形で防ぐことができて、実はこちらの
方が効果的というデータもある。埃を落とす等のメンテ
ナンスは大変になるが、その辺も含めてどちらが良いか
検討いただきたい。また、西日対策で、外にスクリーン
を立てる方法もあるので、検討いただきたい。

139
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

臼田地区新小学校　配置平面計画（案）に対する意見・要望等

佐久市型論点整理手法

第１０回　佐久市新小学校建設地域協議会
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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

第１０回　佐久市新小学校建設地域協議会

140
低学年用

中庭

低学年用中庭はクレイ舗装ということだが、下履きに履
き替えてということか。その場合の動線はどのようにな
るか。

140
昇降口から靴を持ってきて、履き替えて
遊ぶ場所として考えています。

実施設計
で検討

141
低学年用

中庭

子どもたちが靴を持って移動すると、昇降口辺りが砂だ
らけになることが心配される。上履きのまま出られるよ
うなスペースだと子どもたちも遊びやすいと思う。

141

廊下等が砂だらけにならないよう、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

142
低学年用

中庭

中庭については実施設計で検討することになると思う
が、検討の材料として中庭の日影図を作った方が良いと
思う。また、中庭からプールへの通路について、上履き
外履きの関係があるので、併せて検討いただきたい。

142

ご意見をふまえ、日影図を作成し、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

143 植栽

植栽について、将来大木にならない木が良いと思う。昔
に植えた木が今は大木になってしまい、大金をかけて
切っている状況もあるので、そういったことも考えて選
定いただきたい。

143

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。（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

144 植栽

植栽の関係で、ペデストリアンデッキへは何か考えてい
るか。意外と汚くなってしまうので、子どもたちが花を
植える等、何か対応をしないと単なる場所になってしま
うので検討いただきたい。

144
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

145 植栽
小学校には、大きな木が１本、２本あった方が子どもた
ちの記憶の材料になるので良いと思う。

145
佐久市型論点整理手法No.143のとおり
です。

実施設計
で検討

146 体育館
体育館の収納について、椅子がたくさんあるので、ス
テージ下とかに収納できると有効に活用できる。

146
ステージの下等を有効活用して収納ス
ペースを確保します。

実施設計
で検討

147
グラウン

ド

グラウンドの植栽の関係で提案だが、将来的なコストを
考えると、人工的な日除けでも良いのではないか、ま
た、ミストシャワーを設置しても面白いと思う。

147
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

148
グラウン

ド
鳥瞰図で、グラウンドのバスの上のネットが切れている
部分はどうなるのか。

148 開閉可動式のネットを予定しています。
実施設計
で検討

149 駐車場
木も大切だが、出来る限り駐車スペースを確保し、実用
的な部分も検討いただきたい。

149

駐車スペースのレイアウトについては、
通学方法の決定に合わせ、実施設計で検
討します。なお、緑地については、開発
行為の基準の中にも定められており、あ
る程度必要だと考えています。また、児
童のけが等の理由による保護者の送迎用
に必要な駐車台数は確保できていると考
えています。（佐久市型論点整理手法
No.117のとおりです。）

実施設計
で検討

150
給食セン

ター

給食センターについて、２階の研修室を１階に移すと、
子どもたちの前に高い壁が出来ないので良いと思う。１
階の庇の部分も含めて、子どもたちの前に高い壁ができ
ないよう工夫をしてもらいたい。

150

2階の研修室からは、調理作業が見える見
学スペースを確保しています。
2階部分につきましては、学校施設への影
響が最小限になるよう配慮していきたい
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

第１０回　佐久市新小学校建設地域協議会

151
給食セン

ター
給食センターから各教室に給食を持っていく時、トイレ
の前を通ることになるが衛生上どうか。

151 衛生上問題はありません。
実施設計
で検討

152
給食セン

ター

給食センターの日影により、西側県道が凍結する話が以
前あった、これは屋根を片流れにして工夫するというこ
とか。

152
日影が少なくなるよう、屋根の形状等配
慮していきたいと考えています。

実施設計
で検討

18



（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

佐久市型論点整理手法

臼田地区新小学校　配置平面計画（案）に対する意見・要望等

12月11日～14日　地元４区説明会　12月17日～20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

12月11日～14日　地元４区説明会　12月17日～20日　地区説明会　※基本設計に係る意見のみ抽出

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

20



（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

12月11日～14日　地元４区説明会　12月17日～20日　地区説明会　※基本設計に係る意見のみ抽出

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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（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

12月11日～14日　地元４区説明会　12月17日～20日　地区説明会　※基本設計に係る意見のみ抽出

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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