
番号 建物 分類 意見・要望事項 番号 対応・処置

1 全体 全体 （仮称）佐久平浅間小学校のコンセプトに添って欲しい。 1 （仮称）佐久平浅間小学校のコンセプトに添った基本設計としました。

2 全体 全体 耐震 2 耐震性のある建物を整備します。

3 全体 全体
非常時の避難やあらゆる状況を想定した安全に配慮した設計
をして欲しい。

3 安全でゆとりと潤いのある施設を整備します。

4 全体 全体
バリアフリーを意識した計画。児童だけでなく、見学者、避難
所となった場合の配慮が必要だと思います。

4
出来るだけ段差をなくすなど、誰もが使いやすいデザインを心掛けま
す。

5 全体 全体
奇抜なデザインより、動線に配慮した使いやすい学校とする。
案内図を設置し、わかりやすくして欲しい。

5 可能な限り簡明で、円滑に移動することができるように計画します。

6 全体 全体 見かけよりも、維持管理のしやすい学校にして欲しい。 6 維持管理を考慮した形態や材料選定に努めます。

7 全体 全体
天然木材の使用に心掛けること。教室内は温もりのある木材
を使用して欲しい。

7 内装は木質化を図り、可能な限り地元産の木材を使用します。

8 全体 全体 できるだけ地域に開かれた学校施設にして欲しい。 8
地域に開かれた学校を目指し計画します。また、体育館とグラウンド
は、住民の皆様にもご利用いただけるように計画します。

9 全体 配置
校舎棟建物はできるだけ、現状の場所を維持して欲しい。景
観を変えて欲しくない。

9

学校からは、建設中の騒音による児童の学習環境への影響を考える
と、グラウンド側に建設する案が良いという意見をいただき、周辺住民
の方々には日影図をお示しする中で、グラウンド側に建設する案の方
が影響が少ないという意見をいただきました。
総合的に検討し、グラウンド側に建てることに決定しました。

10 全体 配置
校舎は、（仮称）佐久平浅間小学校と同じように、２棟・３階と
し、２棟の間に児童玄関を設置。

10
校舎は、（仮称）佐久平浅間小学校と同じような配置としますが、敷地
条件が異なることから、現在の敷地を有効に活用したうえで３棟とし、２
棟の間に昇降口を配置しました。

11 全体 配置
普通教室棟の西側のスペースを広げて欲しい。緊急時の避難
経路の確保が必要なため。

11
普通教室棟の西側は、約5ｍの幅がありますので、緊急時の避難経路
は十分確保できます。

12 全体 配置
校地内のマラソンや観察などの移動がしやすいように、校舎と
外周のフェンスの間は、2ｍ以上空けて欲しい。

12 校舎と外周のフェンスの間は、管理用通路として2ｍ以上確保します。

13 全体 工程
耐震性のない体育館を一番早く解体して新築すべきではない
か。平成３１年まで耐えられるか。

13
現地改築であることから、児童の安全はもとより学習環境も考えたレイ
アウトとし、児童の負担を少なくしたスケジュールとしました。

14 全体 設計
校舎の設計図について、放射線型の校舎の設計案をお出し
下さい。

14
限られたスペースの中での現地改築でありますので、放射線型の校舎
を設けることは難しいと考えます。

15 全体 設備
学校内外の防犯設備を充実させて欲しい。
（対人、対自然）

15 市内小中学校と同様のセキュリティシステムを設置します。

16 全体 設備
施設の維持管理から運営まで、地球環境にやさしい学校にし
て下さい。（例えば、太陽光発電、LED照明、雨水利用、再生
可能エネルギーの活用等。）

16
太陽光発電設備の設置を予定し、LED照明については実施設計で導
入について検討します。

17 全体 避難所
避難計画は、出来上がってから考えるのではなく、設計段階
から考慮すべきです。

17 避難計画を考慮し、設計します。

18 全体 避難所

避難所としての機能。佐久市全体の避難計画や公共施設の
再配置計画を考慮して、必要な機能を用意する必要がありま
す。食糧等の備蓄、水の確保、トイレの機能維持、防災無線、
ライブカメラなど。設備と運用の両方から検討をお願いしま
す。

18 佐久市地域防災計画に基づいて対応します。

19 全体 高低差 南側道路と校庭の高さを同一にして下さい。 19
敷地には、2ｍ程度の高低差があり、土地の有効利用等を考慮し、グ
ラウンドは、南側道路より50㎝程度高くする計画です。

20 全体 雨水処理
南側フェンス側の排水は、充分な設備を備えた側溝を造って
欲しい。

20
校内の雨水排水処理は、学校敷地内に側溝や雨水貯水槽を設け対
応します。

21 全体 校内放送 校内放送がうるさい。なんとかならないか。 21
校内放送は、学校運営上必要でありますのでご理解をお願いします。
日常生活に支障をきたすようであれば、学校へご連絡ください。

22 校舎  ホール教室
地域の人々も児童と交流できるホール又は教室に余裕を持た
せて作って欲しい。

22
地域の方々と児童が交流できるように多目的ホール等を設置します。
教室数は、国の学級編成基準を超え、35人規模で計算したゆとりのあ
る室数を整備します。

23 校舎 教室
職員室と普通教室が離れているが、指導していく上で問題は
ないか。

23
教職員は、職員室よりも普通教室にいる時間が長いことから、問題は
ないと考えます。

24 校舎 教室
子供がより健康に、より安全に学校生活が送れるよう、ひとつ
ひとつの活動スペースを広く大きくしてほしい。
（教室内を広く）

24

現在の岩村田小学校の普通教室は最小で62㎡ですが、普通教室は
全て72㎡の大きさとする計画です。また、活動スペースを広く確保する
ためのワークスペースや、各学年に一教室は、多目的教室として活用
できる教室を配置します。

25 校舎 教室
各教室の収納スペースは、持ち物の大きさを検討し、使い勝
手のよい物で、教室の後部と側面に広く、深く確保して欲し
い。

25 実施設計の中で、実用的なものを計画します。

26 校舎  教室廊下 教室、廊下に網戸を設置して欲しい。 26
網戸は、保健室・給食受室・調理室・会議室・職員室・校長室・事務室
に設置する設計になっていますが、それ以外の教室や廊下には当初
からの設置予定はありません。

27 校舎 普通教室
普通教室棟の東と西の端にある教室は、空き教室になった場
合、ワークスペースまで一続きで使用できると、多目的に利用
できるため、可動間仕切り等を検討して欲しい。

27
ご要望のとおり、可動間仕切りを設置することで、多目的に利用できる
ように計画します。

28 校舎 普通教室棟
ゾーニング案②では、普通教室棟西側は２階になっていたが、
どうして変更になったのか、日照部分に影響はないか。

28

教室の配置や低学年用の遊びのスペースを確保するため、普通教室
棟西側も３階とする必要が生じました。日影図の計算は、厳しい条件
の3階建築時の計算で算出してありましたので、日照部分に影響はあ
りません。

29 校舎 普通教室棟 普通教室棟の位置をできるだけ北側に下げて欲しい。 29
校舎の配置については、棟ごとの日当たりを考慮したうえで隣棟間隔
を決めました。また、敷地外への圧迫感を抑えるために、南側は平屋
建てとしてあります。

30 校舎 特別教室
調理室は１階が良い。買ってきた材料が運びやすく、生活科
の調理でも利用しやすい。また、調理にかかわる講師の方や
ボランティアの方も出入りしやすいため。

30
学校と特別教室の配置を総合的に協議した中で、調理室は特別教室
棟２階で良いとの結論となりました。（学校より、理科室を１階に配置す
る方が良いという意見をいただいたことによる調整結果。）

31 校舎 特別教室
理科室を1階に配置して欲しい。理科菜園の利用や学習内容
で土のスペースに出て行う観察実験があり、移動を考えると1
階が効率が良いため。

31
学校の要望通り、理科室を１階に配置し、理科室前には理科菜園のス
ペースを確保しました。

岩村田小学校改築事業に伴う 要望事項
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岩村田小学校改築事業に伴う 要望事項

番号 建物 分類 意見・要望事項 番号 対応・処置

32 校舎 特別教室
理科室には、大型テレビを置き、インターネットに接続できるよ
うにしてほしい。

32
理科室には大型テレビを設置し、各教室にはインターネット接続端子を
設置する予定です。

33 校舎 音楽室
音楽室は、音楽会の際に楽器搬入ができるエレベーターがあ
れば、どの階でも良い。

33
音楽室は、エレベーターを設置することから、学校と協議し、特別教室
棟３階へ配置しました。

34 校舎 音楽室 音楽室の床は、衛生面等により、板の間にして欲しい。 34 音楽室の床は、フローリングとします。

35 校舎 多目的ホール
多目的ホールの床は階下の図書館に影響がないようにして欲
しい。

35
多目的ホールは、配置を変更したことから、図書館への影響はありま
せん。

36 校舎 ＰＣ室 PC室は、今後必要かどうか検討して欲しい。（タブレット化） 36
現在は、授業のカリキュラム上必要であるため、他校同様PC室を設置
します。また、不要になれば、用途を変更できるように考慮します。

37 校舎 児童会室 児童会室を設置して欲しい。 37 児童会室は、管理特別教室棟の3階に設置します。

38 校舎
図工室

児童会室

図工室は教室の1.5倍の広さがあれば、図工室と準備室を確
保できるので、運営上、３階の図工準備室の位置へ児童会室
を配置し、２階の児童会室の位置は相談室として欲しい。

38
学校の要望により、児童会室は特別教室棟の3階に配置し、2階は相
談室に変更しました。

39 校舎 管理室

職員室・事務室・校長室は、現在のように隣接する位置が望ま
しい。事務室が他の2者に接するような配置にして欲しい。この
ような配置にすると、グラウンドや教室棟が視界に入り、都合
が良いため。

39
学校とも協議の上、職員室・事務室・校長室を連携がとりやすい配置と
しました。

40 校舎 管理室
北側の湿気がたまりやすい場所に職員室は良いとは言えな
い。昇降口、グラウンド、教室が見える位置が良い。

40
学校と協議したうえで配置を変更し、職員室からは昇降口、グラウン
ド、教室が見えるようにしました。

41 校舎 管理室
職員室と事務室の境は、オープンスペースとせず、引戸また
はドアで仕切って欲しい。

41
職員室と事務室の間仕切については、引戸または開き戸を設置しま
す。

42 校舎 管理室
事務室東側の南半分は、上部をガラスとし、防犯上職員室内
及びグラウンドが見渡せるようにして欲しい。

42
事務室からは、職員室はもちろん、グラウンドが見渡せるように窓を配
置します。

43 校舎 管理室
事務室内にもスペースを許せば、手洗いや歯磨きができる流
しを設置して欲しい。

43 事務室内にも流しを設置する計画です。

44 校舎 管理室
職員玄関の入った窓口のカウンターは、高さ90㎝程度、幅180
㎝程度、カウンターの奥行については、玄関側・事務室側とも
に30㎝確保して欲しい。

44 詳細については、実施設計の中で協議しながら検討します。

45 校舎 昇降口 下駄箱やその廊下へ砂が入ってこないように工夫してほしい。 45
昇降口前にエントランス広場を設けたり、グラウンドに専用の土を入れ
クレイ舗装したりすることで、砂の侵入を防ぐように計画します。

46 校舎 設備 冷暖房器具の設置。 46
冷房器具は、パソコン室と保健室に設置し、ほかの教室には扇風機を
設置します。暖房器具は全教室に設置し、屋内運動場には遠赤外線
放射暖房機を設置します。

47 校舎 設備 うがい手洗いを大勢でできる流しを設置して欲しい。 47 学年ユニットに必要な数の水飲みを設置します。

48 校舎 設備
1・2年生教室と特別支援教室には、教室内に水道を設置して
欲しい。

48 水道は、学年ユニットに設置しますので、教室内には設置しません。

49 校舎 設備
特別支援学級及び保健室には、シャワー設備を設置して欲し
い。

49 特別支援学級及び保健室には、シャワー設備を設置します。

50 校舎 設備
絵画や模造紙、書初めの作品を貼るスペースや仕組み（ピク
チャーレール等）をお願いしたい。また、教室の廊下側にもピ
クチャーレールを設置して欲しい。

50 教室内及び廊下側にピクチャーレールを設置します。

51 校舎 設備 照明は、ほこりがたまるので、はめ込み型でお願いしたい。 51 ペンダントタイプではなく、天井埋め込み型にする予定です。

52 校舎 設備
理科室前と教室棟１階テラスの南側には、水やり用の外水道
を設置して欲しい。

52
外水道は、普通教室棟1階テラス南側、昇降口、理科室前等に設置し
ます。

53 校舎 設備
職員玄関横に受水槽があると圧迫感があり、景観上も好ましく
ないので、配置を検討して欲しい。

53 景観に配慮し、多目的ホールと屋内運動場の間に設置します。

54 校舎 トイレ
トイレは、明るく、清掃のしやすい床面で、清潔感のあるトイレ
にしてほしい。

54
トイレの床は、清潔に保ちやすくするために、従来の湿式清掃よりも、
雑菌等の繁殖が抑えられる乾式清掃方式の床にする計画です。

55 校舎 トイレ トイレ　ウォシュレット 55
維持管理等を考慮し、児童用トイレにウォシュレットは設置しません
が、多目的トイレ等には、ウォシュレットを設置します。

56 校舎 トイレ トイレの便座には、ヒーターを設置して欲しい。 56 トイレには、暖房便座を設置します。

57 校舎 渡り廊下
渡り廊下は、グラウンドに抜けていくことができる部分が必要。
緊急時や、１年生の教室から低学年の遊具へ行く動線を確保
してもらいたい。

57
地震や火災等の緊急時は、安全を確保するため、建物から離れた場
所を避難経路とします。遊具への動線については、学校と協議し、教
室の配置換えにより利便性を確保しました。

58 校舎 倉庫
職員玄関ホール横階段の下にできるスペースを事務用品の
倉庫として使用できるようお願いしたい。

58 事務用品の倉庫として使用できるように計画します。

59 校舎 物置 学校内物置場所の検討（子供の隠れ場所） 59
学校内の物置は、死角とならない場所へ設置し、学習活動等に支障が
生じない位置に配置します。

60 校舎 ＰＴＡ文庫
PTA文庫の部屋を、図書館に隣接する形で設けて欲しい。新
小も同様。

60
佐久平浅間小学校同様、PTA文庫専用の部屋は設けず、図書室内
に、PTA文庫専用の棚を設置します。

61 校舎 給食室
食育実践や、災害時に避難所となることから、給食調理室が
必要です。今後の学校建設についても自校給食を検討して欲
しい。

61
現在、佐久市の学校給食は、センター方式で運営しております。岩村
田小学校につきましても、引き続きセンター方式で運営してまいりま
す。また、今後の学校建設につきましても、同様の運営方式とします。

62 屋内運動場 配置 体育館をもっと日当たりの良い南向きの設計にして下さい。 62
普通教室の日当たりを最優先に考えたうえで、体育館の配置を決定し
ました。運動中は、直射日光を避ける必要もあります。

63 屋内運動場 アリーナ 体育館は、地元住民も共に使えるものとする。 63
社会体育等、地元住民の皆様にもご利用いただけるように整備しま
す。

64 屋内運動場 アリーナ 体育館の天井は、無い方が良い。（落下の心配あり） 64 体育館の天井は、直天井など落下の心配がない天井にします。

65 屋内運動場 ギャラリー
体育館のギャラリーは、行事の時にとても見やすいので残して
欲しい。

65
体育館のギャラリーは、現在と同様のギャラリーを設置すると、アリー
ナスペースが狭くなることから設置できません。

66 屋内運動場 駐車場 体育館西側に駐車スペースを確保して欲しい。 66 体育館西側への駐車スペースを検討します。

67 グラウンド 全体 グラウンドを広く整備して欲しい。 67 グラウンドは、現在と同じくらいの広さを確保します。
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番号 建物 分類 意見・要望事項 番号 対応・処置

68 グラウンド 出入り口
（学校行事の際は、駐車場整理をしている）グラウンドの南側
に門を設けて欲しい。出入口が同じだと、近隣の迷惑になるの
で。

68
学校行事等の際に、大勢の保護者の車が南側道路を通行すると近隣
の迷惑になるため、北側に車の出入りがしやすい、広い出入り口を設
置します。

69 グラウンド 芝生化
子どもの体力低下が問題となっているので、グラウンドは特色
のある整備になっているとありがたい。芝をはると、子供の歩
数が1.2倍になるそう。芝をはることはできないか。

69
グラウンド芝生化の調査・検討を行いましたが、維持管理が大変なこ
と、不陸が発生しやすく児童の安全面にも課題があることから、グラウ
ンドの芝生化は行いません。

70 プール 通路
夏休みのプール開放等を考えると、体育館からプールへの通
路を確保して欲しい。

70
夏休みのプール開放を考慮し、体育館から直接プールへ行けるよう、
通路を確保します。

71 プール 更衣室 プール　脱衣場 71 プールには更衣室を設置します。

72 外構
プール・

給食車両
プールへの児童動線と給食車両等の動線を分離して欲しい。 72 プールへの児童の動線と給食車両の動線を分離します。

73 外構 給食車両
北側道路から給食室へ車が入れないか。（プールへの児童の
動線が気になるが）

73
プールへの児童の動線と給食車両の動線を分離するため、給食車両
の進入口は西側とします。

74 外構 樹木
周りの大きな木（楓の木、桜の木等）は残し、自然の中の学校
にして欲しい。

74
学校、周辺住民からの要望や建物計画に基づき、支障がないところは
出来る限り保存します。

75 外構 樹木
桜の木が大きく、アメシロの駆除が大変なので、上の方は切っ
たり、新しいものを植えて欲しい。老木は伐採する等、対応し
てもらいたい。（教室棟前の桜は伐採してほしい。）

75
学校、周辺住民からの要望や建物計画に基づき、支障がないところは
出来る限り保存します。

76 外構 樹木
玄関入口の楓は、110年の歴史があるので、是非残してもらい
たい。

76
現在の楓の位置に校舎が整備されることから、専門家に移植できるか
どうか相談します。

77 外構  樹木緑地
正門入口の緑地整備。長期間を見据えて学校や市が管理し
やすいように考えて欲しい。

77 植栽については、管理面を考慮して計画します。

78 外構 緑地 植物等への配慮が必要だと思います。 78 既存の植栽、新規の植栽、ともに配慮いたします。

79 外構 石碑等
モニュメントや石碑などの設置場所を検討して欲しい。歴史の
ある学校なので、景観にも配慮してもらいたい。

79 エントランス広場や中庭等に設置する予定です。

80 外構 外周 学校の周囲を土崩れなどのないように整備して欲しい。 80
学校周囲の道路と段差が生じる部分については、擁壁等を設置したう
えで土砂が崩れないように整備します。

81 外構 外周
東側角の木が繁り、カーブになっているので見通しが悪い。車
など来た時、見えるようなフェンスにする等工夫して欲しい。

81
学校周りは見通しを考慮した植栽とし、周囲のフェンスもメッシュフェン
スを設置する予定です。

82 外構 外周
防球ネットの設置。ボールを拾いに学校の外へ出る子供が危
ないため。

82 グラウンド周りには防球ネットを設置します。

83 外構 飯盒炊飯
飯盒炊飯の場所へ配慮して、煙などの迷惑がかからないグラ
ウンド北側に設置して欲しい。

83
飯盒炊飯時の煙等の影響を考慮し、グラウンドの北側か西側にスペー
スを確保する予定です。

84 外構 駐車場
会合の折りも周辺の住民に迷惑がかからない様に、駐車場を
確保して欲しい。学校で借りている駐車場を確保できないか。

84
敷地内の駐車場スペースは、現在よりも増やす設計ですが、会合等で
駐車場が足りない場合は、グラウンドに駐車していただくようなアプ
ローチを計画しました。

85 外構 駐車場
社会体育関係の利用者が夕方から来校する際の駐車場の確
保が必要に思われる。

85
社会体育関係の利用者についても、敷地内の来客用駐車場約20台を
利用していただきます。

86 外構 駐車場
駐車場は２カ所になっていますが、１カ所にして全体を縮小で
きないでしょうか。立体化も検討できると思います。

86
敷地内の駐車場は主の場所を1カ所とし、周辺の市有地の活用も考え
ていきます。

87 外構 駐車場 車両出入口は、東側から入れないか。 87
周辺道路の形状を考えると、東側より北側からの方が車が出入りしや
すいと考えます。

88 外構 駐輪場 駐輪場は、なるべくたくさん必要。 88
自転車通学が無いため、駐輪場専用スペースを多く設けることはしま
せんが、参観日等の際に臨時に停められる駐輪スペースを、多目的
ホールの東側およびグラウンド等に確保します。

89 外構 車両通路 緊急車両の経路を確保して欲しい。 89 保健室等への緊急車両の経路を確保します。

90 外構 大型車 社会見学等でバスを使う場合があるのではないでしょうか。 90
大型バスが利用できるように、出入り口の幅及び駐車場の配置を検討
しました。

91 外構 大型車
特別な場合に大型の物を運び込める様に、必要な車の通路を
検討すべきではないでしょうか。

91
東側の車専用の出入口は、幅員6ｍとし、大型の物を運び込めるよう
にします。

92 外構 屋外トイレ
大きめの外トイレをつくってほしい。（運動会等で保護者も使え
るような）

92 グラウンドの一角に外トイレを設置します。

93 外構 屋外トイレ 屋外トイレ・プールのトイレは、できれば併用して欲しい。 93
現在、屋外トイレが設置されていないことから、プールトイレとの併用
の要望を受けましたが、グラウンドとプールが離れていることから、屋
外トイレとプールトイレを別々に設置します。

94 外構 既存物置 低学年棟の前の物置を撤去して、遊び場を広くして欲しい。 94
全面建て替えとなるため、低学年棟前の物置も撤去します。大きめの
遊びスペースは、普通教室棟の南側に配置します。

95 外構 倉庫
グラウンド用の物品を入れる倉庫を設置して欲しい。農機具、
コーン、看板などを入れる倉庫も設置して欲しい。

95 グラウンド南西に設置します。

96 外構 ゴミ置き場
ゴミ置き場は、管理普通教室棟ではなく、普通教室棟１学年教
室の西側に設置して欲しい。

96 ゴミ置き場は、普通教室棟1学年教室の西側に設置します。

97 外構 バス回転場
児童送迎のための安全な乗降場所があると良い。また、バス
が方向転換する場所に配慮してほしい。

97
登下校のための児童の送迎は認めていませんが、緊急時の送迎は、
学校敷地内の駐車場スペースを利用していただくようになります。ま
た、社会見学等のバスも駐車場スペースを利用する計画です。

98 工事中 バス回転場 （改築中）行事の際、バスの転回スペースを確保して欲しい。 98 仮設グラウンドの一部に、バスの回転スペースを確保します。

99 工事中 安全確保
工事中は、工事車輌と通学路の分離をし交通安全に留意。登
下校に当たることがないように配慮してほしい。天神堂道路は
工事車両は通行しないこと。

99

工事期間中の工事車両進入路と通学路が重複する部分は、学校と協
議したうえで通学路の変更等を検討し、安全に留意します。工事車両
は、大型車両が通行できる道路が限られているため、どうしても天神
堂の道路を通行することになります。

100 工事中 仮設校舎
プレハブ校舎は、学習する環境として適当ではないので、プレ
ハブで学習するクラスをなくして欲しい。

100 改築中は、新たなプレハブ校舎を設置しない予定です。

101 工事中 運動施設
子どもたちの精神的な安定のためにも、体育館も校庭も使え
ない時期が長くならないようにして欲しい。

101
工事期間中は、仮設グラウンドを確保します。体育館は、新しく建築し
てから解体する予定です。
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岩村田小学校改築事業に伴う 要望事項

番号 建物 分類 意見・要望事項 番号 対応・処置

102 工事中 工事見学会
工事期間中、安全を確保しながら見学会を随時開いて欲し
い。

102 学校と相談しながら、安全を確保し、見学会を実施します。

103 工事中 道路舗装
工事中トラックが通ると舗装がいたむ。また、岩村田小学校だ
けでなく全般的に、少なくとも、子どもたちが通る歩道くらいは
整備して欲しい。

103

工事期間中、工事車両によって舗装を破損した場合については、現状
に復旧する予定です。岩村田小学校のみならず通学路に関して修繕
が必要な箇所等、お気づきの点がありましたら、教育委員会へご連絡
いただきますようお願いします。緊急性に応じて対応していきます。

番号 建物 分類

104 校外 周辺整備

105 周辺道路 道路拡幅

106 校外 駐車場

107 校外 周辺土地

108 校外 除雪

109 校外 保育園跡地

110 周辺道路 通学路

111 周辺道路 通学路

112 周辺道路 道路舗装

113 周辺道路 側溝

114 周辺道路 道路新設

115 周辺道路 交通規制

116 周辺道路

岩村田小学校改築事業以外の ご意見・ご要望

意見・要望事項

学校、児童館、鎮守の森（招魂社）を一帯にして、教育環境整備を改築事業に計画して欲しい。
【対応・処置】 鎮守の森の整備は、土地所有者や管理者との調整が困難なことから、改築事業での整備はできません。

学校の周りの道を広くして欲しい。西側の給食運搬車両出入り口から南側にかけての道を拡幅してほしい。
救急車と消防車の通行、校庭へ車が入りやすいように配慮。
【対応・処置】 学校周辺道路の拡幅は、第１義的に、建築後退の必要な地権者の皆さまや道路周辺の地権者の皆さまのご理解ご協力が
得られれば、市としても検討していきたいと考えております。車両の校庭への進入は、敷地の北側からできるような計画にしました。

岩村田保育園の跡地は、是非駐車場にしてもらいたい。駐車場が足りないと思うので。

学校周辺の道路で、周辺の宅地等へ雨水が流れ込むことがあるので、側溝を作って欲しい。

南側の道路と併行して、もう一本南側の道路を整備して欲しい。

通学路の車の規制（AM7：00～9：00、PM2：00～4：00）

道路がすごく軟弱な部分がある。行事用の大型バスが通ると、振動がひどい。行事がある場合は、保育園の跡地まで歩いてきて、
バスに乗っていくなど、対応して欲しい。

学校周辺の土地について、空き地が多いが、購入等は考えないのか。

豪雪時は、学校の周囲の道路の除雪は、校門以外も佐久市で雪かきをして下さい。

保育園の跡地には、三葉松を保護して欲しい。

学校周辺の通学路の整備。

通学路（天神堂駐車場の南側）に塩カルをまいて欲しい。

学校周囲の道路舗装整備
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番号 建物 分類 意見・要望事項 番号 対応・処置

1 全体 配置 グラウンド側に建てると景色が悪くなる。 1
ゾーニングの検討は、地元住民の皆さまや学校と協議したうえで、日照や
学習環境の確保を総合的に判断した結果ですので、ご理解いただきたい。

2 外構 通路
先月の大雪は、大変だった。児童用スロープ・車専用スロープ・エン
トランス広場等の主だったところについては、融雪用の電熱線を入
れておいた方が良い。

2 設置費及び維持管理費の面からも、導入は困難です。（3同様）

3 外構 通路
融雪用の電熱線の設置には反対。130年に1度の雪のために設置
するのは、もったいない。

3 設置費及び維持管理費の面からも、導入は困難です。（2同様）

4 外構 フェンス
学校周囲のメッシュフェンスの基礎は、どういうものですか。倒れてく
るようなものではなく、しっかりしたものにして欲しい。

4 学校周辺に擁壁を設置するので、その上にフェンスを設置します。

5 外構 側溝
南側道路より校庭の高さを50㎝程度高くする件（改築事業の要望事
項19）については、大雨の時の排水の処理がちゃんとできないと賛
成できない。どのくらいの雨に耐えられるか。

5
雨水処理については、フェンスの内側に側溝を設置し、敷地内に貯留槽を
設ける等、校内の雨水を敷地外に出ないように対策を行う予定です。詳細
については、実施設計において検討します。

6 外構 ゴミ置場 ゴミ置場とは、どういうものですか。 6
校内から出るゴミや、資源ゴミの置き場で、施錠ができる物置を計画してい
ます。

7 外構 通用門
学校敷地の南側に、学校で借りている畑があるので、南側に出入口
があると便利。

7
南側に歩行者用（児童用）の通用門を設置します。なお、南側道路は狭く、
南側に車の出入口があると周辺住民の迷惑となるので、車の出入りは北側
からのみとします。

8 外構 文化財等
岩村田小学校は、お城の跡なので、柱1本でも良いので残して欲し
い。井戸もあるので、あった場所に印を残して欲しい。

8
出来る限り、残せるように検討します。残せないものに関しても、印を残す等、
実施設計において検討します。

9 プール 機械室
プールの機械音のことを考えると、プール棟は、人家が少ないプー
ルの北側の方がよいのではないか。

9 プール棟の機械室の配置については、実施設計で再度検討します。

10 プール 機械室
プールの機械音がうるさい。プールの機械音は、どの程度出ます
か。

10
プール棟は、鉄筋コンクリート造で、その内側にグラスウール等の防音材を
張る予定なので、機械音は、ほとんど気にならない程度になりますが、周辺
住民の皆さまの影響について配慮します。

番号 建物 分類

11 運営 植栽

12 運営 登下校

13 運営 禁煙

14 校外 駐車場

15 校外 招魂社

16 周辺道路・校外 その他

17 周辺道路 道路拡幅

岩村田小学校改築事業に伴う 要望事項（H26.3.13説明会より）

岩村田小学校改築事業以外の ご意見・ご要望（H26.3.13説明会より）

意見・要望事項

周辺道路拡幅の問題（改築事業の要望事項105）ですが、給食車両、工事車両、子どもの通学路、いろいろな問題が絡んでくるので、きちんと早めに
処理していただいて、区民や子供が安全に通れるようにして欲しい。
→学校周辺道路の拡幅は、第１義的に、建築後退の必要な地権者の皆さまや道路周辺の地権者の皆さまのご理解ご協力が得られれば、
　市としても検討していきたいと考えております。

改築事業以外のご意見・ご要望（改築事業の要望事項104～116）については、どのようにアクションしていきますか。
→引き続き担当部署へ伝えていきます。

鎮守の森等の一体的な整備（改築事業の要望事項104）の招魂社について、実際に話ができたのか教えて下さい。松くい虫により松が危ないので、
担当部署や関係機関にアプローチをかけて欲しい。
→担当部署と協議をいたしましたが、鎮守の森の整備は、土地所有者や管理者との調整が困難なことから、改築事業での整備はできません。

校外に設置する予定の駐車場の場所を教えて下さい。
→児童相談所の隣と児童館北側の市有地を予定しております。

文科省の通達にもあるように、学校敷地内は禁煙を徹底して欲しい。社会体育についても同様。
→工事期間中の敷地内は、禁煙とするよう業者に徹底させます。社会体育の利用者については、学校の管理に基づき対応していきます。

子どもたちが、右側通行していなく、道へ飛び出してきて危ない。工事が始まると、（工事車両も行き来するので）特に危ない。学校でも指導して欲しい。
→学校において指導していきます。

木の枝が道路に出ている。パトロールしてくれますか。元校長は、落ち葉を拾ったり、歩いたりしてくれた。
→改築事業に併せて樹木の剪定も実施しますが、その後の管理は、学校にて行うこととなりますので、周辺住民の皆さまへ迷惑がかからない
　 ようにしてもらいます。
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