
№ 項目 意見・質問等要旨 回答・対応等

1 新津文庫というのはどういうものか。

新津靖さん（青沼で生まれ育ち、北高卒業後、中国の工科大学で学び工学博
士となり、大阪大学の教授を経て、三洋電機の顧問となった。）が、青沼小学
校のために寄附をしてくださり、それで購入した本を「新津文庫」と呼んでいま
す。「新津靖文庫」というラベルを貼った図書が、青沼小学校の７割から８割を
占めています。

2
通学方法について、バス４ｋｍとあるが、児童の通学に著しく
支障がある場合はこの限りではないという但し書きの著しい
支障とはどのようなことか。

土地の起伏であるとか、低学年の体力の問題など様々な支障が考えられます
が、そういった状況を見て今後判断していくことになります。

3

この小学校は、単なる機能を充実した使いやすい学校という
ことだけではなく、児童が６年間でどんなことを学び体験し
て、どんな思い出を作るのかといったことを考えながら造っ
ていくことができたらいいと思う。

ご意見を加味して計画策定に向け進めていきたいと考えています。
【新小学校づくりのコンセプトへ追加】

4
それぞれの小学校から要望が挙げられているということだ
が、重複している箇所はあるのか。

区ごとに要望を出し合った後、重複している箇所を精査して提出いただいてい
る小学校と、区で提出された要望を全て提出いただいている小学校があるた
め、重複している箇所も若干あります。

5
青沼の区長として、青沼小学校から出ている三条大橋付近
の歩道橋は、是非設置してもらいたい。

歩道橋の関係については、５箇所要望が出されています。歩道橋の整備は、
通学路検討部会の皆さんや、この協議会の委員さんにお諮りする中で決めて
いきたいと考えています。要望してから歩道橋が整備されるまで５年かかると
言われているので、通学路の中でも優先的に方向性を出していきます。

6
基本計画を策定するまでに、この協議会を何回位開催する
予定か。

今回を含めて５回位を考えています。間にパブリックコメントや説明会を入れな
がら、この協議会を開催していく予定です。

7
佐久平浅間小の児童とあまり変わりのない児童数である。
佐久平浅間小は２万７千㎡と聞いている。広さを広くできな
いか。

岩村田小学校もこの臼田と同じ位の児童数で２万３千㎡で建設中であり、この
面積での建設は可能であると考えています。

8
市外ではあるが、冷房を設置する学校が増えてきているよう
である。冷房は設置できないか。

市内の他の学校も、一部の部屋を除いて扇風機の対応としています。教室ま
で設置するのは困難であると考えます。

9
ワークショップで、一番強い提言である、○○すべきである。
という表現としたものが、この計画に載っていないものがあ
る。

施設等を具体的に設置するかどうかということは、基本計画ができた後の基本
設計で行います。基本計画の段階では、基本的に大きく捉える表現となりま
す。

10
用語が分からないものをパブコメしても一般の方には分から
ない。用語の説明が必要だと思う。

【３ページへ用語の説明のための注釈を追加。】

11 もっと具体的に表現しないと分からない。 【３ページへカッコ書きで具体例を追加。】

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

（２）通学路につ
いて

（１）基本計画（素
案）について

（１）基本計画（素
案）について

第１回　協議会（平成２９年７月１１日）

第２回　協議会（平成２９年８月２９日）
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12
福祉に力を入れているのに、福祉に関する項目が何もな
い。

３ページ④番のユニバーサルデザインの導入という部分が該当します。長野
県福祉のまちづくり条例に基づいていきます。

13 バスのロータリーは敷地内ではなく、別の所ではないのか。 場所の問題はありますが、１つの検討課題でもあります。

14
避難所として機能させようとするのなら、トイレを多く、また、
井戸等の水の確保を考えた方が良い。井戸の有無を確認し
てほしい。

水は大事ですので、プールの水を利用する等、限られた事業費の中で検討し
ます。

15 警備員を常時配置できないか。
難しいと考えています。基本設計する際に、職員室の場所を考えて設置するこ
とで児童の安全を確保します。

16
安全性については、一番通学が関係してくると思うが、３
ページ①にはスクールバスの乗降の安全に限定している。
「通学」ということを入れたらどうか。

【「通学路の安全対策」を追加。】

17 児童館は敷地内なり隣接地に建設されるのか。
子育て支援課で検討することになります。また、既存の５つの児童館について
もどうしていくかを検討していかなければならないと考えています。

18
②の柔軟な学習活動ができるスペースとか、屋外学習ス
ペースは具体的にどのようなものか。

廊下が柱の芯々で４ｍ、有効幅員で３ｍと広くなっています。そこを学習スペー
スとして利用します。屋外学習スペースはワークショップでも意見が出てきてい
ますが、そこで例として挙げられたのはビオトープです。

19
多目的空間とか、スペースの確保とか、同じような表現が多
いので、表現に工夫がほしい。

検討します。

20
追加された高低差については、一番重要な部分である。た
だ４ｍもの擁壁にするものではない。

　【「景観に配慮した敷地造成」へ修正。】

21 食育は③ではなく④ではないか。 【④へ「農業学習を通した食育の推進」を追加。】

22
ワークショップに体力づくりについての提言があったので、
④に入れたらどうか。

【④へ「特色ある体力づくりの推進」を追加。】

23
７ページの瓦葺について、地震の時、瓦の重さで建物が潰
れたと聞いたことがある。瓦葺はやめた方が良いのではな
いか。

構造計算をする際、瓦の重さ、その上に積もる雪の重さ、さらに震度６強の地
震が起こった場合を想定しています。瓦だから潰れるということはありません。

24 地域の方が使う施設とは何か。 多目的ホールを想定しています。

25 畳の和室を整備してもらいたい。お茶会などができる。
佐久平浅間小の図書館は、一角に畳を設置して、読み聞かせ等で利用してい
ます。近くのコスモホールに畳の部屋がありますので、こうしたことも踏まえて
検討します。

26 植栽、ビオトープはあるが、田や畑はあるのか。 敷地外の農地を借りることになります。

27 倉庫はないのか。６ページに書かれていない。 設置します。

28
７ページに新津文庫とあるが、正しくは新津靖文庫である。
新小学校でもこの文庫は継続するのか。

継続します。

29 身障者の学校を併設することは考えていないのか。 県の事業でありますが、今後必要があれば検討します。

30
８ページのゾーニングについて、基本計画の段階では削除
した方が良いのではないか。

【ゾーニングを削除。】

（１）基本計画（素
案）について
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31
ゾーニングで、グラウンドの大きさが大分違うようだが、いず
れも、直線１００ｍ、トラック１６０ｍをとれるのか。

とれます。

32
９ページの通学路の条件で、できるだけ歩車道の区別があ
る。とあるが、できるだけでなくて、通学路にするのなら、全
て歩車道の区別がなければだめだ。

できるだけ多くの場所を歩車道の区別があるようにしたいと考えています。

33 新しいバイパスの騒音対策はどうするか。 教室の配置等で考慮したいと考えています。

34 １０ページに見守り隊のことを入れた方が良い。 【「地域の方による「見守り隊」の組織づくり」を追加。】

35 通学路もここで検討するのか。 通学方法はこの協議会で検討していただきます。

36
スクールバスに乗り遅れた児童の対応として、今のあいとぴ
あ臼田のように、コスモホールを利用すれば良いのではな
いか。

検討します。

37
１２ページにスケジュールがあるが、１年も早く開校してほし
い。

できるだけ早い開校を目指します。

38

多様な学習活動が出来る教育をぜひ目指してほしい。学校
現場で学習カリキュラムがタイトになる一方で、心が豊かな
子供が育つ環境づくりを心掛けてほしい。今だからこそ、プ
ログラミング学習などではなく、自然体験・労作など全人教
育を。

ご意見のとおり、自然体験や労作等、体を使って五感を通し学び合う学習は大
切であると捉えています。認め合い支え合える心豊かな子どもの育成、多様な
子どもへの学習機会の保障、望ましい学習環境の整備等を基本目標とし、「夢
や希望をもって輝き、ともに生きる子ども」の具現に向け、取り組みを推進して
まいります。

39
現在、４小学校ごと信州型コミュニティスクールの協議が進
んでいるが、統合を見据えて連携しながら合同で会議を持
つなどしたらどうか。

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。

40
（パブリックコメント以外）
基本理念が抽象的であり、関連性が明瞭でない。

【基本理念に説明を加えた図を追加。】

41
計画地の状況

平面図ではわかりづらいが、かなりの高低差がある。早い
段階から校舎等の配置案を示し、いろいろな検討をするべ
きではないか。それにより、十分な敷地確保の検討を行い
近隣地権者との協議が必要になる場合も有ると思う。

素案中、「地形の特性（高低差）を活かした施設」をコンセプトに盛り込んでおり
ます。校舎配置等は、基本計画策定後に実施します基本設計でお示しする予
定ですが、基本設計についても、パブリックコメントや地元説明会を開催し進め
てまいります。

42

新小学校のすぐ横にコスモホールの図書館があることにな
る。新小学校内の図書館を最大限充実させ、夜間・休日に
は住民も利用できる図書館として市立臼田図書館と併設に
してほしい。

学校図書館は、児童生徒の確かな学力や豊かな人間性を育むため、重要な
役割を果たすことが期待されており、充実した学校図書の整備に今後も取り組
んでまいります。夜間・休日も利用できる図書館として整備することは、防犯上
の問題から難しいと考えていますが、住民の利用については、今後の取組み
を進める際の参考にさせていただきます。

43

放課後の子供の居場所として活用できるスペースを検討で
きないか。今後、児童館の議論が必要となるが、学校内で
周辺の児童の居場所としての機能を有するスペースが確保
できれば新たに多額の予算をかけて児童館を建設する必要
がなくなるのでは。

いただいたご意見は、今後の取組みを進める際の参考にさせていただき、児
童館所管課とともに、放課後の児童対応について、総合的に検討してまいりま
す。
【開校に向けた取り組みへ「放課後の児童対応について、総合的に検討してい
く。」を追加。】

（１）基本計画（素
案）について

パブリックコメント等（平成２９年１０月１１日～１０月３１日）

新小学校づくりの
コンセプト

施設の特色
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44

歩道橋、横断歩道などの設置はもちろん課題になると思う。
新しいバイパスが通学路になると思うが、現県道も多くの児
童が通学路として使用することになる。車道との区別を明確
にする為にガードレールの設置が必要になると思う。

平成２７年３月に策定された「佐久市通学路交通安全プログラム」に基づき、
通学路などの安全点検を行い、危険箇所については、関係機関と連携を図り
ながら改善に向けた取り組みを進めます。

45

「見守り隊」の組織づくりは非常に重要になってくる。残念な
がら現在臼田地区においてはそうした取り組みの過去が無
い為、小学校が開校する前から取り組みについて検討を開
始する必要があると思う。地域の方々にその必要性を理解
していただくために早めの周知をお願いしたい。

地域住民で組織する「見守り隊」による子どもたちの登下校時の交通安全並
びに防犯活動は、田口小学校及び切原小学校の２校で実施されているほか、
臼田地区防犯女性部における防犯活動も行われています。臼田地区新小学
校におきましても、コミュニティスクールを立ち上げる中、学校・保護者・地域住
民が一体となり、見守り隊の組織づくりに取り組む必要があると考えていま
す。

46

臼田地区給食セ
ンター建設地

給食センターは配送の効率といった面からも新小学校隣接
地に建設するのが妥当である。自校給食とまでは言わない
が、出来るだけ温かい給食を提供できる環境として当然で
ある。用地確保の必要があるとしたら早期に検討するべきと
考える。そうした意味からも校舎配置等を出来るだけ早く検
討材料として議題に上げたらいかがか。

地域の皆様のご意見を集約するなかで、新小学校建設地域協議会で基本計
画案を作成し、パブリックコメントや地元説明会を開催したうえで、学校給食臼
田センターの建設地を決めてまいります。校舎配置等は、基本計画策定後に
実施します基本設計でお示しする予定です。基本設計についても、パブリック
コメントや地元説明会を開催し進めてまいります。

47
№７の市教委の考え方について、防犯女性部も田口小学
校、切原小学校で仲間に入っており、同時に見守りをしてい
るので、交通安全だけでなく防犯の面も加えてほしい。

【パブリックコメントに対する市教委の考え方を修正。】

48
№３の意見・提言要旨に、「早い段階から校舎棟の配置案を
示し」とあるが、どのように進めていくのか。

配置計画を決める上で、敷地内の利便性は大事ですが、周辺環境への影響
も相当考慮しなければなりません。基本設計の早い段階で配置案をお示しし、
周辺住宅へどの程度日影ができるのか説明し、住民の理解を得た上で、レイ
アウトを決めていきたいと考えています。

49
№４の意見・提言要旨は、コスモホールの市立図書館と小
学校の図書館をうまく繋げるという理解でいいのか。コメント
を出した方に一度意図を確認する必要があるのでは。

【パブリックコメントを出した方へ電話にて意図を確認。パブリックコメントに対
する市教委の考え方に変更はなし。】

50
№４の意見・提言要旨について、コスモホールのすぐ横に図
書館があることと学校図書館の充実とどのような関連があ
るのか。

コスモホール内に市立図書館として臼田図書館があります。意見の意図は、
書いてある文字から読み取るしかできませんが、臼田図書館だけでなく、学校
図書館も充実させることにより、臼田に２つ市立図書館を作るという意見では
ないかと思います。それに対しての考えは記載のとおりでありまして、例えば
学校で、親子文庫のように、保護者を中心とした地域の方が利用する形態をイ
メージする中で、ある程度の利用を想定するべきではないかという答えです。

51
№５の市教委の考え方にの「今後の取組み」とはどのような
ものでどの段階で検討するのか。

いつという話はまだできませんが、子育て支援課が所管し、これから進めてい
くことになります。児童館を造るという話であれば、開校に間に合わせるにあた
り、結論は早く出していかなければなりません。基本計画では、空きスペースを
活用するとなると、来年度の基本設計で考えていくことになると思います。

（１）パブリックコメ
ントで寄せられた
意見等について

第３回　協議会（平成２９年１１月１３日）

通学路・通学方
法
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52
体験学習について、新小学校近辺で休耕田があると思う
が、学校の近くに田畑があれば、観察や作業、管理が楽な
ため、早い段階で確保できれば良いのではないか。

開校までにこちらの方でできることがあれば考えていきたいと思います。

53
基本構想のまちづくりについて、「地域の交流」とあるが、
「地域」を「地域住民」とした方が良い。

【第４回協議会の基本計画（案）で修正。】

54
今後のパブコメや地元説明会について、どういったタイミン
グで何回程度やるのか。

パブコメや地元説明会は、４校を１校にする際や場所を決める時など今までも
やってきており、基本計画も素案で１回パブリックコメントを実施しています。１
２月に協議会を開催し、１月ごろになりますが、案に対して再度パブリックコメ
ントと地元説明会も開催していきます。来年度の基本設計でも同様に行ってい
きます。

55
建設地の南側は市道か。市道であれば、敷地へ道路を含ん
だ形にした方が少しでも広くなる。

南側には水田があるので、市道の築造基準で、行き止まりの場合は回転場を
設けなければならないため、その基準をクリアしながら、この市道もできる限り
敷地内に編入したいと考えています。
【第４回協議会の基本計画（案）で修正。】

56
用途地域に高さ２０ｍを超えないこととあるが、３階建ては問
題ないか。

十分クリアできます。

57

平成３５年度の学級数を見ると、４年生が４クラスと１番多
く、他は２～３クラスだが、基本設計にどのように反映させて
いくのか。もしかしたら余るかもしれない。他の用途に使うと
したらそれはそれで良いので。

今後変動する可能性はありますが、例えば１学年に３クラス用意し、もう１つ同
規模で多目的教室を用意する中で、４クラス目ができた際にも対応できると考
えています。

58
佐久平浅間小学校や岩村田小学校で苦労されたと思うが、
そこで問題になったことがあるとしたら資料があれば提示し
てもらいたい。

【資料１－２参照。】

59

基本計画でどの程度やるのかということもあるが、「主な想
定施設」に部屋の名称があり、特色ある部屋が必要であれ
ばそれを入れて、諸室の広さ等無いと基本設計ができな
い。

面積については基本設計の段階である程度示していきます。

60
通学路の関係は別の会議があると思うが、その辺の話はい
つ頃協議会に伝わってくるのか。

合同点検を予定しています。通学方法や歩道橋の関係をこれから進めていき
ますが、基本計画では具体的に載せることは難しいと考えています。

61
バス通学について、片道４㎞以上が対象となるが、統合の
特例措置により変更している自治体もあるようだが、佐久市
ではどうか。

統合等により通学に支障がある場合にはこの限りではないとあり、検討してい
きます。

62

オープンスペースについて、先ほどの説明の中で有効に利
用しているとのことだが、泉小にオープンスペースが無い理
由はどのようなものか。また、新小についてはどのように考
えているか。

オープン型の学校については、望月小のように完全なオープン構造のものと、
東小、平根小、中佐都小、岸野小のように可動間仕切りで、オープンにできる
構造とがあります。現状についての学校の声の中には、可動間仕切りである
がために、隣の教室の声が、授業の支障になることもあるので、音が漏れない
ようにしてもらえないかというものがあります。オープンスペースにするのか、
壁は固定にするのか、これから判断していかなければならないと考えていま
す。

（１）パブリックコメ
ントで寄せられた
意見等について

（２）基本計画（素
案）について

第４回　協議会（平成２９年１２月１４日）

（１）前回までの協
議会等における
主な意見及びそ
れに対する回答・
対応等について
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63
歩道橋の件で、順位を付けていくということだが、通学方法
によるところもあるがどのように考えているか。

ご意見のとおり、単純に歩道橋だけで話を進めるということではなく、通学方法
も含めて進めていくように考えています。具体的なことはまだ先になるが、今後
の流れを早めに議論していきたいと考えています。

64

バス通学について、平成２６年７月２９日の信濃毎日新聞
に、新小学校統廃合の指針見直しの記事があり、バス通学
に新たな基準を設けるとしている。現行、小学校４キロ、中
学校６キロと定めているが、新たな基準では通学時間を加
え、３０分程度を軸に調整しているとある。田口地区はほと
んど３０分以上かかるが、市教委の見解はどうか。

昔で言えば、４キロの円を描いて、その中に学校を造っていけば良かったので
すが、子どもが減ってきたので、その円が大きくなってきました。その中で、円
を６キロにしたり８キロにしたりして、子どもが通う手段として、バスが必要だっ
たり通学時間を考慮したりというのが国の考え方です。前々からお答えしてい
ますが、佐久市の遠距離通学として４キロがありますが、統合等によって道路
事情や地形、低学年等の体力の問題等がありますので、４キロに捉われず、
どのくらいの距離からバスを使えば安全に登下校できるのか皆さんと協議しな
がら、市教委で最終的には決めていきたいと考えています。

65
№41にも高低差の問題が出ているが、その回答について、
段差を作って、その段差をうまく使いながらということで良い
か。

校舎が建つ部分、グラウンド部分とスクールバスの乗降車部分を全て同じレベ
ルにすると、4メートルの段差ができてしまうので、そうならないように景観に配
慮した形で計画していければと考えています。

66

この後の基本設計で配置計画になるが、個人的には「高低
差を活かした」という部分は、このままだとアイディアも出づ
らいので、削除した方が良い。他校では高低差をどのように
したか。

佐久平浅間小は、近年改築した学校の中では一番高低差がありました。北側
では道路とのレベルは０ですが、南側では、他の水田面から３メートルほどの
擁壁があります。それについては、学校等からも市教委へも意見をいただいた
ことはありません。ただ、４校を１校に絞るときやワークショップの中で、佐久平
浅間小を見た方から、何件かいただきました。

67
高低差を活かしたという表現が分かりにくい。例えば低いと
ころを地下にするイメージなど。例示があれば分かるがイ
メージが湧かない。

新小学校において、校門を新しくできるバイパス側にするのか、現県道側にす
るのかといった課題があります。レイアウトはまだこれからであり、給食セン
ターが敷地内に入るか入らないかは判断できないため、貴重なご意見というこ
とでここの表現については削除させていただきます。
【「地形の特性（高低差）を活かした施設」を削除】

68
「既存の臼田給食センター周辺で建設」が２番目に高いが、
中学生の保護者の回答が影響しているのか。

一概には言えませんが、自由記述の意見をみると用地の取得代がかからない
という考えの方もいらっしゃいました。

69
新しい学校ができるまで、現在の給食センターは持ちこたえ
るのか。

開校と同時としても５年はかかります。改修や保守で対応していきます。

70 現在の場所で建てる場合、建設時期は早まるのか。

今の給食センターを一旦取り壊して、同じ場所にとなると、その間給食がストッ
プしてしまいます。それを避けるには校庭の一部にとも考えられますが、その
場合校庭が狭くなります。周辺で用地を取得するとなると、ある程度時間はか
かります。

71 新小学校建設地付近で市所有の土地はあるか。
付近だとコスモホールになります。できれば周辺というよりはアンケートの結果
もあるので隣接の方が良いと考えています。

（１）前回までの協
議会等における
主な意見及びそ
れに対する回答・
対応等について

（２）臼田地区給
食センター建設
地のアンケート実
施結果について
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72
先ほどの説明で、現在の場所で建て替えとなると、その間給
食がストップするとあったが、他のセンターで対応することは
可能か。

それが可能であれば、対応案の５番による対応となります。一番近い南部給
食センターで調理して配送する場合については、配送の距離や時間、作業工
程等総合的に考える必要があります。

73 給食がストップする間はお弁当持ちになるのか。
デリバリーの弁当も考えられますが、ストップをさせない方向で検討したいと考
えています。

75
給食センターが中か外かということは基本計画には明示せ
ず、今後基本設計の最初の辺りで決めていく手順となるの
か。

まだ学校のレイアウトができていないため、給食センターが中に入るかどうか
明確な判断はできません。今の敷地をもう少し拡げれば入るという状況が生ま
れる可能性もあります。費用対効果を考慮し、レイアウトの中で検討していきま
す。

76
現在の計画よりも敷地面積が広くなった場合、追加分の買
収は可能なのか。

現時点では何も言えません。基本的には今ある中でやろうとしていますが、レ
イアウトの中で、建物が入るかどうかだけではなく、子どもとバスの動線等も勘
案し、総合的に判断していきます。

77
どこに記載されれば良いかわからないが、田口地区の住民
が説明会に出てきた時に、一番はいつ通学方法が決定され
るのかだと思うが、スケジュールに載せることはできないか。

現時点で基本計画には載せられません。

78
通学路については５年かかると聞いているが、逆算するとい
つ頃までに結論をださなくてはいけないと思うがその辺はど
うか。

歩道橋に時間がかかるので、来年度には要望していきたいと考えています。
バスも絡んでくるので、費用対効果も考慮し、来年度中に一定の方向性を出し
ていきたいという思いはあります。

79
通学路の関係は、通学路検討部会で進めていたかと思う
が、そちらの進捗状況を経過報告した方が良いのでは。

前回の協議会でも話しましたが、合同点検を新小学校から近い場所から実施
しました。それを踏まえて、歩道橋の場所やバスについて検討していきます。
検討部会については、今年度動きはありませんが、今後の形については検討
する必要があると考えています。

80
青沼小学校の関係で、岩水区がタクシーで通学できるとあり
がたい。

バスかタクシーかは人数によります。費用を加味しながら考えていく形になりま
す。

81
（４）その他 全戸配布の文書について、学校や保育園に直接配布した方

が子育て世代に周知できると思うので、検討いただきたい。
【全戸配布のほか、臼田地区の小学校、保育園、幼稚園へ配布】

（３）基本計画
（案）について

（２）臼田地区給
食センター建設
地のアンケート実
施結果について
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82

基本構想
基本理念について、「人づくり・まちづくり・市民との協働」、こ
れでは理念とは言えないと思う。新小学校をつくるための佐
久市教育委員会としての根本的な考え方が表現されていな
いものである。従って、「…目指す姿」も「…学校づくりのコン
セプト」も、しっくりと伝わってこないように思う。まだ時間は
あるので研究を深めるように。例えば、開かれた諸施設にす
るのか、閉ざされた諸施設にするのかが、この理念によって
自ずと決まってくるので非常に重要である。

臼田地区新小学校建設の学校づくりにおいて基本となる考え方として、理念を
再考していきます。基本計画は、基本構想に基づき、必要な機能、施設の特
色等に関する基本的な考え方を定めるものですが、コミュニティスクールを例
に見るように、学校づくりは、永続的、多角的になされるものであり、今後も大
勢の方の協力をいただきながらより良い学校を目指していきます。

83
今後、「公共施設マネジメント」の視点で公共施設建設を考
えるなら、思い切って、調理室、図書館等も併用の対象にで
きるのではないか。

臼田地区新小学校づくりのコンセプトの１つに、「地域の交流・文化拠点として
の学校」を掲げています。コミュニティスクールをはじめとして学校運営には、
地域の教育力が欠くことのできない存在であるため、いただいたご意見は、今
後の取組みを進める際の参考にさせていただき、地域の交流・文化拠点とな
れる学校づくりを目指します。

84

自然エネルギーの活用について、佐久は日照時間が国内
トップクラス。太陽光だけでなく太陽熱の活用を忘れないで
ほしい。その温水で例えば、保健室にお湯のシャワー室の
併設、プールや給食センターへの供給等（その他、風力、地
中熱、水力等教育啓発的な物でも）。

佐久市は、全国的に見ても日照時間が長く、豊かな太陽エネルギーに満ちた
地域ですので、コスト等も考慮する中で可能な再生可能エネルギーを活用し、
環境との共生に配慮した学校を推進します。

85

開校に向けた取
り組み 開校に向けた取り組みにある、「放課後児童対策」について

も、これまでの学校敷地外、統一デザインにこだわることな
く、敷地内、学校の一角に設置すれば、校庭の共有もできる
のではないか。

いただいたご意見は、今後の取組みを進める際の参考にさせていただき、児
童館所管課とともに、放課後の児童対応について、総合的に検討していきま
す。

86

計画地の状況
敷地面積について、どう見ても狭いように感じる。まして、給
食センター、バスロータリー等、敷地内に造るのはしてはな
らないことである。ロータリーを敷地内に造った場合、児童
の安全確保のために余計な神経と時間をずっと浪費せざる
を得なくなる。

同規模の他の小学校と同程度の敷地面積を確保しています。学校給食臼田
センターの建設地については、同センターの基本計画、基本設計に向け、新
小学校のレイアウト等を考慮する中で検討していきます。ロータリーについて
は、バス通学が想定されることから整備が必要と考えています。バスと児童と
の動線等に十分配慮し、安全確保を図りながら進めていきます。

87

学校給食臼田セ
ンター建設地 アンケート結果にもあるように、直近に建設希望が多い。新

設であるので、棟続きでの建設も可能。臼田地区小中学校
分としての、親子方式の給食センター建設を明文化するべ
きだと考える。

臼田地区新小学校づくりワークショップによる提言やアンケート実施結果にお
いて、新小学校建設予定地等での建設といったご意見が多くありました。そう
いったご意見を尊重させていただく中で、新小学校のレイアウト等を考慮しな
がら検討していきます。

パブリックコメント（平成３０年１月４日～１月３１日）

臼田地区新小学
校づくりのコンセ
プト
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学校給食臼田セ
ンター建設地

本来なら自校給食がベスト。理由は、給食調理員との人間
関係の大切さ、温かい給食。給食センターからの配食は、２
時間以内に食べられるという事が定められているが、現実
にはそうなっていない事が議会で確認された。ならば、最低
でも新設校の近くに設置するべき。また、４校にそれぞれ配
食していたのだから、１校になれば近くに設置するのは当然
の事と考える。

給食調理については、共同調理場方式で行うことが佐久市教育委員会として
の前提であり、今回も学校給食臼田センターとしての建て替えを検討している
ものです。学校給食衛生管理基準においては、「調理後の食品は適切な温度
管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるように努めること」といった努力基
準があり、現在、更なる時間短縮に向けて検証等を行い努力しているところで
あります。学校給食臼田センターの建設地については、基本計画（案）のとお
り、新小学校建設予定地等での建設といったご意見を最大限尊重させていた
だく中で、新小学校のレイアウト等を考慮しながら検討していきます。

89

建設予定地近くに工業地域が予定されているが、これまで
学校建設の検討の中には対象となっていなかった。安全面
では大きな問題となるのではないか。どのように検討してい
くのか。

90

建設地に臼田インターからの１４１号線に至る道路が、静か
な田園地帯を横切り現在工事中。また、インター近くに新た
に工業団地造成の予定。車の往来が激しくなるのは目に見
えている。環境面から見ても問題あり。したがって、工業団
地設置場所の見直しを求める。

91
少子化に伴い、統廃合が進められているが、佐久市は、「特
認校制度」についての検討をした経過はないのか。

臼田地区の小学校整備に関し、平成２６年から佐久市臼田地区小学校施設整
備検討委員会において協議が重ねられ、多様な人間関係を通し互いに理解を
深め、また切磋琢磨しながら学習し、社会性を培っていくことができることや、
一定規模の集団を前提とする教育活動を支障なく成立させることができるこ
と、学年内複数学級の編制ができること等の点を重視し、臼田地区４小学校を
１校に統合する方針が、平成２７年１月に決定されたものであり、特認校制度
について検討した経過はありません。

92

佐久市は各課個々に計画を立てているのかと疑問を抱く。
縦割り行政ではなく、もっと横のつながりを考え、大所高所
から見て物事を考える行政にすべし。教育と医療は国の発
展のための最重要課題。どこに重点を置いて予算を編成す
るのかも十分に考えるべきである。

いただいたご意見は、臼田地区の新小学校整備にかかわらず大切なことであ
りますので、臼田地区新小学校建設に向け、より一層庁内の連携を密にし、今
後の取組みを進める際の参考にさせていただきます。

その他
工業団地の整備に加え、佐久臼田ＩＣや新たな県道バイパスの開通等による
周囲の交通量等の変化が想定されますので、いただいたご意見も踏まえ、関
係機関と連携しながら、通学路の安全確保や安全対策を図っていきます。

9 ページ



93

資料１－２の№１で「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くすなると聞いている。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
らえたら思う。」とあるが、この質問をされた方は、特にこうい
うようなものというような具体的な指摘はなかったのか。

具体的な話はありませんでした。児童に応じた配慮があるので、医療センター
のスタッフに聞いてもらいたいという話しで、今後、学校をどう運営していくかで
必要な話になります。基本設計を外部の一級建築士事務所に発注することに
なりますが、もちろん設計士もユニバーサルデザインについて十分知識を持っ
ており、学校で特別支援が必要な子ども達をケアしている先生方、現場の声を
うまくとり入れて設計してもらいたいと考えています。

94
資料１の３ページ、№３について、風力や地中熱と書かれて
いるが、それらについてこれまで検討した経緯はあるか。

臼田地区新小学校に関して、風力、地中熱、水力等について検討していませ
んが、必要があれば、今後設計の中で検討していきます。

95

２ページの下に、新小学校の目指す姿と文部科学省の学校
施設整備基本方針それぞれが枠で囲ってあるが、それら２
つが上に繋がっているので、下の２つを更に四角で囲った方
が分かり易いのではないか。

【枠線を追加】

96
「柔軟な学習活動ができるスペース」だと限定的になってし
まう。「柔軟な学習活動ができる施設の整備」とすると広がり
がでるのではないか。

【「柔軟な学習活動ができる施設（例：広い廊下）の整備」へ修正】

97
７ページの学校規模について、工業団地等の影響により、こ
れからの人口が増えることを想定しているかどうか。

児童数については、現在の０～６歳までの人数であり、人口は全体的に減少
することが考えられますが、具体的にこの地域が増えていくかどうかの想定ま
ではできていません。３クラスを基本とし、プラス１クラスで最大４クラスに対応
できる中身としています。

98 スクールバスは民間委託又は市直営のどちらになるのか。 様々なケースがありますので、コストを踏まえ検討していきます。

99

以前、委員より敷地内に給食センターを造ることは難しいの
ではないかと指摘があった。給食センターが入ることにより
狭くなってしまうのではないか。保護者の送迎が予想される
ので、駐車スペースや、スクールバスの回転場が余分に
あった方が良いと思う。元々25,500㎡の中に給食センターは
予定していなかったので、慎重に考えてもらいたい。

駐車場台数については、佐久平浅間小学校や岩村田小学校と同程度確保し
たいと考えています。当初の敷地設定に給食センターは無かったので、狭くな
るのではと危惧される気持ちもわかりますが、設計を練り上げている現段階
で、給食センターは２階までで済んでいます。校舎棟は３階までであり、例えば
給食センターの３階部分をコンセプトの具現化に充てることも基本設計を進め
る上で考えられます。昇降口の３階部分も色々なことに活用できるのではと考
えており、給食センターが入ることをプラスに持っていけるように考えていま
す。

（２）基本計画
（案）について

（３）ゾーニングに
ついて

第５回　協議会（平成３０年２月１５日）

（１）パブリックコメ
ント及び地元説明
会で寄せられた
意見等について
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岩村田小学校は住宅街の中にあり、狭い学校だというイ
メージがある。新小学校は周囲に田があり、のびのびとした
環境である。小学校は、無駄な敷地が必要であり、動物を
飼ったりする総合的な教育が行われるスペースが探究的な
学習に結びついていく。何でもかんでも詰め込むのではな
く、広がりのあるスペースを作ってもらうと良い。それと、グラ
ウンドに車を入れることは一番やりたくない。経験上、グラウ
ンドに車を入れた結果、春まで使えなくなってしまうことが何
度かあった。使用に問題がなければ良いが、最近造った佐
久平浅間小学校は駐車場も広く、グラウンドに車を入れなく
ても済んでいるのではないかと思う。子どもたちの活動を制
約してしまうので、グラウンドに車を入れることは避けること
が望ましいと思う。

広がりのある空間については、当然我々も心掛けて進めていきます。グラウン
ドについて、一例として佐久平浅間小学校は６０台分駐車スペースがあります
が、足りない際は、臨時にグラウンドを駐車場として利用している状況です。グ
ラウンドはクレイ舗装のため、雨天時に車を入れると多少乱れると思います
が、晴天であれば学校長の判断でグラウンドを駐車場として利用している状況
です。

101
例えばこのゾーニングで、５０年後建て替えの話しが出た時
に、どのように建て替えを行うか。

耐用年数について、５０年であるとは考えていません。従前の耐用年数の１．５
倍程度は持たせるため、途中、長寿命化で定期的な修繕を入れ、７０年、８０
年耐えられる施設をと考えています。改築の必要が生じた際は、様々な手法
があり、グラウンド側に新しい校舎を建てるだとか、バイパス側の車の騒音が
好ましくないということであればグラウンド側に仮設の校舎を建て、既存の校舎
を解体したあと建てる方法が考えられますが、その時の状況を見て判断しま
す。

102

資料を見た時、給食センターが記載されているにも関わら
ず、敷地面積が増えていないので、最初から給食センターを
入れるつもりで確保したのかと思ったが、話しを伺うとちょっ
と狭いのかと思う。今の内なら周辺の農地を確保できると思
うし、沢山余裕がある方が良い。また、南側の市道部分につ
いて、基本計画とゾーニングとでシルエットが異なるがどの
ような理由か。

周辺の農地は、農振地域に入っています。早期の開校を目指し、事業に取り
組んでいますが、新たに農地を取得するとなると、農振除外等の手続きに１年
半かかる見込みであり、その分開校が遅くなる可能性があります。南側の市
道部分については、以前委員から、市道部分を敷地に編入し、活用した方が
良いのではないかという意見をいただき、敷地に取り込んだ部分です。

103

要望になるが、次年度以降話をしていく中で、大体どのくら
いの金額がかかるのか次回お示しいただければ。また、配
置について専門の職員が考えているとのことだが、その職
員にもこの場に同席いただいた方が深い議論ができると思
う。駐車場が狭いとの指摘があり、景観の問題もあろうかと
思うが例えば立体駐車場や地下駐車場があっても良いので
はないかと思う。そういった事に対するプロの意見も聞けれ
ば良い。

建築士の職員も複数名同席しています。実際、配置図を検討している職員も
建築士です。現在原案を練っており、４月には給食センターが収まるものをお
示しできるよう進めています。事業費については、積算が膨大な量になるの
で、佐久平浅間小学校や岩村田小学校の例をとって、概算という事でお示しさ
せていただきたい。

（３）ゾーニングに
ついて
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色々な考え方があるので参考に聞いていただければ。造成
の仕方について、入口については恐らく新バイパス及び現
県道からにならないと思う。そうなった時に、北側の拡幅す
る道路から入ってくると想定した時、西側が０、東が３．７ｍ
で約４ｍの勾配があり、中間点の２ｍではスクールバス乗降
場所のレベルと合わなくなり、グラウンドのレベルとなる。そ
うするとこの敷地は、今３つのレベルだが２つになり、ある意
味シンプルになる。グラウンドをフレキシブルなスペースにと
いうこともある。スクールバスの入口を何処で想定している
か分からないが、１つの案なのでまた検討いただければと
思う。

４月にお示しさせていただきますが、ご指摘いただいたように、東西からの児
童の動きも想定し配置案を練り上げています。

105 市道を半分だけ敷地に入れた理由は何か。
概略の図という事でお示ししていますが、行き止まりになってしまう市道には、
土木課の道路築造基準に合わせ回転広場を設け、正確な図面を作成し４月に
は報告させていただきます。

106
昨年秋の現地説明の際に、盛土をしないで切土でと説明を
受けた気がするが、施設によっては盛土でも構わないもの
なのか。

当日の説明で至らない部分もあったかと思うので補足させていただきます。周
辺が水田等になっている場合は、地下水位が非常に高くなるため、切土を少
なくした方が良く、切ると地下水が出てくるため、その処理のため暗渠排水を
沢山入れたり、擁壁を作った場合、擁壁の裏にたまった水の処理が必要となっ
たりします。暗渠排水で水を引き過ぎた場合、水田の保水力を低下させること
になりかねないため、切土は少なく、最低限の盛土で行うことが一般的な宅地
造成の手法となっています。

（３）ゾーニングに
ついて
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