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資料-６ アンケート資料  
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1.1 調査結果 

1.1.1 児童 

砧小学校の児童のアンケート結果を以下に示す。なお、学年ごとの回収結果は下図に示すと

おりである。 

 

【質問 1】今の学校で、好きな場所とその理由（FA（3 つまで）） 

 「校庭」の人気が一番高く、次いで、「図書室」、「体育館」の人気が高い 

 好きな理由は、校庭：「たくさん遊べるから」、「みんなと遊べるから」、図書館：「本がたく

さんあるから」、体育館：「運動ができるから」などが挙げられた 

 

【その他】 

 秘密の部屋、ことば教室、東玄関、竹馬、保健室前の段差、第二算数ルームと第二音楽室、

幼稚園門、生活、廊下、家庭科室 

（※回答数が 1 件の回答及び場所の特定ができない回答等については「その他」として集計（以降の児童の結果は同様）） 
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【質問 2】今の学校で直してほしい場所とその理由（FA） 

 直してほしい場所としては、「校庭」が最も多く、次いで、「体育館」、「プール」が多い 

 直してほしい理由は、校庭：「遊具を増やしてほしい」、「広くしてほしい」、体育館：「エア

コンを付けてほしい」、「雨漏りしている」、プール：「寒い」、「シャワーが冷たい」などが挙

げられた 

 校庭及び体育館は、好きな場所であると同時に改善を求める意見が多い 

 

【その他】 

 お道具箱、一輪車（3）、歴史、BOP 室、いぬばしり（3）、ことば教室のドア、ドア、トン

ネル門の横の岩、学校の壁、机、図書室前のボール用ネット学校自体・校舎、第二算数ル

ームと第二音楽室、6 年生の教室の前の天井、鯉の池 
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【質問 3】今の学校で、「あぶないな」とか「こわいな」と思う場所（FA） 

 現在の学校で危険と感じている場所は、「廊下・階段」、「幼稚園門の坂」、「屋上」が多く

挙げられた 

 「廊下・階段」は、ぶつかって危ないといった理由が多く挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 落とし穴 

2 みずたまり 

3 室内機が臭い（毒みたい） 

4 幼稚園が見えるところが危ない。 

5 僕たちが野球の時に一輪車が前を通ったりしてくるから。 

6 校庭で BOP の前のサッカーゴールの後ろを歩く人が居るから「危ないな」と思った 

7 小さいこぶの前の根っこがわっかになってて怖いので直して欲しいです 

8 校庭の下にある階段 

9 一輪車の近くの木 

10 自転車置場 

11 一輪車置場を出て一輪車に乗るところにあるマンホールをなくしてほしい。 

12 手洗い場が階段降りたところだから危ないから。 

13 校庭の下 

14 誰でも簡単に入れる門 

15 外の蛇口の場所が危ない 

16 幼稚園とつながってる柵 

17 ロッカーのちょっと切れてるところが危なそう 

18 うんていの近くの旧 PTA 室の近く 

19 高いところがあるのが少し怖い 

20 
・鉄のさび（いろんなところ） 
・古いテレビを置く天井から下がっている台（先生の頭がぶつかりそうだから） 

21 交差点 
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No 内容 

22 石垣 

23 的あてを綺麗にしてほしい 

24 プールの方にある幼稚園に行く通り道、PTA 室があるところ。転ぶかも。 

25 非常ドアがふざけて人が入ってしまうと危ない 

26 
・BOP 側階段 1 階の奥にある倉庫みたいなところ。 
・鶏小屋（必要ないんじゃ？） 

27 家庭科室の方の門の所の坂がとても急になっていて危ない 

28 
理科室から出てすぐの右のなぞの扉、手をはさんでしまいそう。 
水道の床が水浸しになっていると走って降りてきたり上がってきて水で滑りそう 

29 PTA のそばの階段。 

30 雨漏りがある 

31 蜂が入ってくるから網戸をつけてほしい 

32 ところどころに釘が出ているところがある 

33 プールと体育館の隙間の木の幹。引っかかったら危ない。 

34 中央昇降口の前の小道。人がぶつからないようにしてほしいです。 
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【質問 4】あたらしい学校で、「こんなことがしたい」「こうなったらいいな」「こんな場所やも

のがあったらいいな」と思うこと（FA） 

 新しい学校で希望することは「遊具」に関する意見が最も多く挙げられた 

 その他、「プールを広く、温水に」、「エスカレーター、エレベーターの設置」についても希

望する意見が挙げられた 

  

【その他】 

No 内容 

1 夢の町一丁目 
2 椅子をカラフルにして楽しく休める椅子です。理由は砧幼稚園にあったからです。 
3 食べ物を買うところ 
4 スケボー 
5 BOP のおもち 

6 
・小学校にいっつもカー・・食べ放題がいいな 
・体育館が遊具になるといいです。 
・校庭がジャングルになったらいいな。草原、迷路っぽいところがほしいな。 

7 自転車で学校に来れるようにしてほしい。いつもランドセルを学校に置いておきたい。 
8 理科と社会がしたい。 
9 校庭を公園にしてほしい 
10 椅子を違う新しいボールがついていないものがいいです 
11 石鹸をポンプにしてほしい 
12 冬にスケートリンクに遊びに行けるようにしたい（二子玉川のスケートリンク） 
13 廊下に絵が貼ってあったり、外にもっと遊ぶものがあったらいいな 

14 
音楽がなくて全部 4 時間でゲーム室があって、お菓子とか持ってきて良くて、自分で時間
割を決められて、プールがなくて、何も持ってこなくていいし、動物か虫がたくさんいる
学校がいい。 

15 体育館の体育の授業で、卓球をしたいです。（無理と思うけど） 
16 クラス替えを 2 年に 1 度にしてほしい 
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No 内容 

17 
校舎に曲がり角が多いから、真っ直ぐにした方がいいと思います良いと思います。 
体育館は校舎の中に入れたほうがいいと思います。百年桜は残してください。 

18 

漫画を持ってきたい。畳の部屋を作ってほしい。そこで空手をしたい。 
たまに、授業で寝る時間がほしい。給食の辛いものをもっと辛くしてほしい。1 年に 1 回
ゲーム大会をしたい。給食にいつもデザートを入れてほしい。漫画室を作ってほしい。温
泉を作ってほしい。ゲームを 1 週間に 1 回持ってきて良い 

19 

・自分の家にある本を持ってきて良い 
・給食にプリンアラモードを出してほしい 
・月に一回だけフルーツ牛乳がほしい 
・雨や雪の日は学校休みが良い 
・更衣室がほしい 
・無料ゲームがほしい 
・どんな文房具でも持ち込み ok が良い・ゲームを毎日持ってきてよい（休み時間にプレイ
して ok）がいい 

20 
廊下、教室を走りたい。ネットを使えるようにしてほしい。 
ボール（サッカーボール）を持ってきたい 

21 トンネル門に通れるようになりたい。体育館の下にプールを作ってほしい。 
22 中休みも図書室でサバイバル（漫画）を読めるようにしたい 
23 バレーボールしたいです 
24 サイドミラーがあったらいいな 
25 水道をお茶にする 

26 
図書室に「～の本はどこにある」「～のシリーズ系はこれだけあって、今これだけ借りてい
る」などがわかる機械があったら･･･ 

27 休み時間にサッカーがしたい 
28 薄暗いところがなくなるといい 
29 映画、ボーリング、ゴルフ 
30 タイムカプセルを埋めたい 
31 校舎を開放感ある雰囲気にしてほしい 

32 
体育館に倉庫をつければ、マットとか跳び箱とかボールとかがしまえるから、より体育館
が使いやすくなると思う。 

33 冷水機のような物があればいいです 
34 地下でも遊べる空間を作ってほしい 

35 
体育館の屋根の高さを高くしてボールが乗らないように、雨の音を小さくするために厚く
してほしい 

36 窓に網戸がほしい 
37 太陽パネル。屋上を植物園にする。 
38 ホール。いろんな人の話を聞けるし、優越感がすごいあるから 
39 各教室で本を読むスペースをとる 

40 

②自動ドア 
③1 日 1 回おもちゃを持ってこられる 
④もしものために自殺できるところを作ってほしい 
⑤一輪車置場をキックスクーターや自転車を置いてほしい 
⑥テレビをつけてほしい 
⑦校舎、校庭、体育館、プールの上に校庭を作ってほしい 

41 釣竿 むかし遊び 
42 遊びの授業がほしい。 
43 ふくろうがいるビオトープ（カメレオンも） 

44 

・ピロティがほしい 
・靴箱 2 段が良い 
・机、椅子が上げ下げ出来るのがいい 
・水道を高くしてほしい 

45 逆上がりの補助 
46 自然ともっとたくさん触れ合える場所。地域の人たちとに伝統を受け継ぎやすい様に。百年庵 
47 一輪車なくしてほしい。一輪車を手でこぐ車に改造してほしい 
48 校庭をゴムにしてほしい。机の模様を☆にしてほしい 
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No 内容 

49 保健室に個室を作ってほしい。屋根を校舎につけて雨の日も遊べるようにしてほしい。 

50 
・自習スペースがあると良いと思う。 
・ポンポコ山よりもっと高い山みたいな丘があると良いと思う。 
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1.1.2 保護者 

【質問 1】ご自身のお立場について（MA） 

 

 

 

 

 

 

  

＜小学校の保護者＞ 

＜幼稚園の保護者＞ 
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【質問 2】新たに学校・園を建て替えるにあたり、特に大切であると思われる項目（MA（5つま

で）） 

 「防災性・防犯性など、児童の安全面への配慮」が大切という意見が多く、「防犯カメラの

設置などのセキュリティの強化」、「耐震性の確保」などを望む意見が挙げられた 

 「児童・園児がのびのびと、自ら学び、遊べる空間」が大切という意見が多く、「広く遊べ

る空間、オープンスペース」、「自然環境」、「明るい空間（採光）」などを望む意見が挙げら

れた 

 「体育館やプール、校庭・園庭など運動施設の充実」が大切という意見が多く、などを望

む意見が挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 洋式トイレの増設 
2 児童・園児が快適に遊び、勉強ができる為の体育館のエアコンの整備 
3 建て替え中の在校生のための空間づくり 
4 安全、児童・園児が快適に生活できることが一番、冷暖房の徹底 
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【質問 4】砧小学校・砧幼稚園の特色（他校と違う点）や良いところ（FA） 

 「小規模・小人数」や「のびのびとした雰囲気」、「校内交流」、「運動への取組み」、といっ

た意見が多く挙げられた 

 「小規模・小人数」に関しては、「人数が少なく先生が目が行き届く」、「先生と生徒、生徒

同士の距離が近い」といった意見が挙げられた 

 
【その他】 

No 内容 

1 サマースクールでは、プロから学ぶ経験も大切だと思います。 

2 児童数の割に敷地が広い 

3 子供が主役!! 

4 幼稚園と小学校ともに、自分で考えさせるアクティビティが多数ある。 

5 それぞれで交流があることは、とても良いことだと思います。 

6 砧幼稚園→自主性、配慮のある子も受け入れ、PTA が活発 

7 いいせんせいがいます。 

8 自間清掃 

9 情報発信（ブログは本当にすばらしい！） 

10 外（校庭）にたくさん出るところ 
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No 内容 

11 
他県から越してきたばかりで、近くの他校との違いがわかりませんが、世田谷区は勉強に
力を入れていると思いました。一方で、子供たちを積極的に競わせるような、運動イベン
トは少ないと感じました。 

12 
多様性（駅近ではないため、多様な考え方の家庭がある。また生育が近いことから、体の
弱い子もいる。それぞれを認め合えるような学校が良い。） 

13 
私立とは違い、2 年保育で試験（入園審査）がなく、障害のある子もない子も一緒に楽し
く過ごせる工夫がされているところ。私立にはない、教育の高みを感じました。感謝して
います 

14 副園長がしっかりされている方で、先生への共有、指導ができている 

15 周りに何もないので、子供たちが集中して遊びを楽しめるところが素晴らしい 

16 
他ではできないような世田谷区での取り組みに参加したり、行事も多様でとても良い経験
をさせてもらっている 

17 遊びを中心としてコミュニケーションや先生方が園児の気持ちを大切にしてくれるところ 

18 
砧幼稚園は、個々の特性に配慮し、どんな時も温かく接してくれるところ 
遊びを通して学ぶことができるところ 
先生、保護者が「子供のために」という思いが強い" 

19 
砧幼稚園での園庭での先生方、お友達との過ごし方は、他園とは違う、深いコミュニケー
ションが取れている 

20 花を自分で栽培しましたので、楽しかったです。 

21 地域の方や PTA のサポートが手厚い 

22 空気が抜けて気持ちが良い 

23 
お母さん同士の助け合いがすばらしい。 
体が不自由であったり多様なお友達と自然に触れ合うことで、相手のことを思いやれるよ
うになる。 

24 砧っ子キャラクターは親しみやすいです 
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【質問 5】砧小学校・砧幼稚園の建物内、校庭・園庭、敷地周辺において、児童にとって「ここは

困る、ぜひ改善するべき」とお感じの場所や設備（FA） 

 「校庭・園庭」や「小学校・幼稚園の正門」、「体育館」、「周辺道路」に関する意見が多く挙

げられた 

 小学校の「校庭」については、狭さや砂埃が舞うことなどについての意見が挙げられた 

 幼稚園の「園庭」については、防犯カメラの設置や小学校と同様に砂埃が舞うため芝生化を

してほしいなどといった意見が挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 うさぎ小屋 

2 玄関、校舎の 

3 犬ばしり、がけの上 

4 立地 

5 階段 

6 体育館横の壁面のでっぱり 

14

1

2

2

3

3

3

5

5

6

7

7

7

8

8
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10

10

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16

その他

小学校・幼稚園間の斜面

渡り廊下

遊具

石垣

エレベーターの設置

園庭の柵

崖地

駐輪場

校舎・園舎

トイレ

トンネル門

幼稚園門の坂

PTA室

プール

周辺道路

体育館

小学校・幼稚園の正門

校庭・園庭

小学生保護者 幼稚園保護者 小学校と幼稚園の保護者 小学校の保護者、その他

(n=230)

(件)
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No 内容 

7 図書館 

8 100 年桜は残してほしい 

9 ベランダ 

10 空調、断熱 

11 1～6 年生の集団登校 

12 昇降口 

13 空調 

14 プールの奥の建物のスペース 
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【質問 6】放課後の児童の居場所へのご意見（FA） 

 大蔵団地の建替えによる児童数の増加や学童クラブの登録者数の増加といったことを背景

に「規模を大きく」といった意見が多く挙げられた 

 「新 BOP 室を評価する意見」、「児童館や公園などの居場所が欲しい」、「高学年も利用しや

すく」といった意見も挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 そのための時間を作ってほしい 

2 
子ども達が第三者の大人と関われる機会は大切だと思うとくに、高学年や中学生になった
時に、親には言えない事を相談できる大人との関わりは、大切に築いてほしい 

3 学童で遊べる遊具が少ないと言っていたのでもう少し増やしてほしい 

4 放課後、休みの日に体育館、運動場を開放して下さるのはありがたいです。 

5 夏休みのお弁当もち用に冷蔵庫があると良いと思う。 
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No 内容 

6 

現状新 BOP に参加している子が少ないようです。親としては家の周りで周りに気を使いな
がら外で友達と遊ぶよりは、新 BOP でのびのびと遊んできて欲しいのですが、子供は「学
童の子以外いないから嫌だ。」と言います。放課後もっと子供たちが集うような空間作りが
されたらいいなと思います。前に子ども達何人かで家の前で遊んでいたら近所の人からう
るさいと言われてしまいました。今家の周りは工事だらけで遊べる公園も利用しにくい状
態です。周り遠慮ばかりせず、伸び伸びと安全に子ども達が遊べる環境が欲しいなと思い
ます。 

7 土の校庭がよい。人工的な運動場は不要 

8 天井の高い空間 

9 学童の利用時間の延長。 

10 塚戸小のように隣の塚戸幼稚園を新 BOPにしてしまうのも一案かと思う。 

11 
学童施設と BOP を分けてみたら良いのではと思います。低学年の子どもたちが高学年の子
も一緒だと、高学年の子達が走り回っているのを見ると、ぶつかったりすると危ないなと
思いました。 

12 
学童で新年度 1 年生は 1 週間外遊びなしだったので、ストレスだったようです。安全上の
配慮かと思いますが、改善してほしいです。 

13 
幼稚園、小学校の枠にとらわれず一体となって交流が生まれるような施設ができたらと希
望致します 

14 空調と真夏のお弁当だけが心配です 

15 
座れる席をもっと増やしてほしい。本を読んだり、宿題やったり、折り紙をしたり、もう
小学生なので、席に座って取り組む姿勢と BOPにも取り入れてほしいです 

 

 

 

  



68 

 

【質問 7】その他ご意見（FA） 

 校舎・園舎や校庭・園庭、諸室の配置、各種設備などの「施設計画」に関するご意見が多く

挙げられた。 

 次いで「防災・防犯・安全」、「工事期間中の対応」、「工事内容の提示」、「百年桜」に関する

ご意見も挙げられた。 

No 内容 分類 

1 

昔に比べ、子供たちが生きにくい環境になりつつあり、子供の居場所という

のは本当に大切だと思う。家にずっといても、ネットサーフィンなど退屈は

しないだろうが、人と話す事が無くなってしまい、1 人でいることの楽しさ

を幼いうちから覚えてしまっている気がする。学校で地域の方と話ができた

り、帰宅後も遊び時間のようにボール遊びが出来るといいなと思う。遊具も

増えると子供が楽しいと思います。 

教育方針／

施設計画 

2 
砧小は学区域内に児童館がなく、新 BOP は重要な施設です。施設の充実と

スペースの確保を切にお願いします。 

施設計画 

3 
工事期間中の子供たちへの影響がとにかく心配です。音等で授業に集中でき

ないのでは、運動場が狭くなってしまうのでは、危険がないか、etc。 

工事期間中

の対応 

4 

校舎の建替えの際に、学校給食は外部発注になってしまうのでしょうか?毎

日の事なので可能な限り、学校で作ったあたたかくおいしい給食を食べさせ

てあげたいと思います。 

工事期間中

の対応 

5 
百年桜は是非残してほしいです。 百年桜の保

全・活用 

6 
桜の木は残してほしいです。子供にとっても印象的な存在のようなので。 百年桜の保

全・活用 

7 

校内がとても綺麗に保たれている学校のため、率直に申し上げ老朽化を感じ

ておりません。改築時期に、我が家の末娘が就学予定なのですが、仕方ない

とはいえ改築校舎となり校庭や体育館、プールが使用できなくなること、ま

た、給食室で調理された給食が食べられなくなることにとても不安を感じて

います。建築期間の大体の目安が提示されていればまだ救われるのですが、

土地の構造上長期に渡ること、期間も通常の改築とは異なり未定となると、

娘の小学校生活は丸々、仮設校舎で校庭やプールも使えないのでは・・・と

いう懸念が積るばかりです。まずは、建築期間の明確化。また、校庭や体育

館、プール、給食施設の代替はどのように対応していくのか具体的に説明し

ていただければと思います。また、工事車両の出入りに際し、どのように狭

い道路で児童、地域住民の安全の確保をしていくかも示していただきたいと

思っております。 

工事内容の

提示／工事

期間中の対

応 

8 

砧小学校も、つねに子供や保護者（地域の大人）が集まり活用できる場面が

増えれば良いなと思います。たくさんの保護者、地域の目が子供達の防犯や

成長につながっていけるのではないでしょうか。子供達と親、大人が共に学

べる場所、それぞれの特技（サマースクールのように）が、子供の興味や刺

激につながり、様々な経験をして将来に生かせる機会づくりになれる場所だ

と嬉しく思います。 

その他 

9 子供にとって便利すぎない学校にして下さい。 その他 

10 
新校舎建設にあたり、何年くらいの間、仮設校舎になるのかが親としては気

になるところです。できれば、卒業式は新校舎で迎えたいところですが・・・ 

工事内容の

提示 

11 

雨の日は、昇降口から BOP 室まで傘をさして移動しているが、屋根がある

と良い。プールが終わった後の移動で寒気を感じているので、なるべく移動

を少なくするか、屋上に設置する方が良い。暑すぎてプールが中止になる事

施設計画 
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No 内容 分類 

が多く、地球温暖化は加速するので、開閉式の屋根や屋内プールも検討して

欲しい。 

12 

砧小は校庭がほとんど道路に面していないため、中の様子が見えにくく、池

田小事件のような不審者侵入等、学校内に異変が起きた時に通行人などの周

囲の人が気付きにくいのではないかと思います。現在のように、門がいつも

開いていて誰でも入れる状況を改善して、安心できる設備を持った校舎を希

望します。 

防災・防犯・

安全 

13 
現在の校舎・体育館にアスベストが使われているのならば、解体する際に細

心の注意を払っていただきたいと思います。 

工事期間中

の対応 

14 
平成 33 年に入学する子がいるのですが、ほぼ卒業まで工事が続くというの

は子供たちがかわいそうな気がします。 

その他 

15 
百年桜の保護にも力を入れて下さい。 百年桜の保

全・活用 

16 
雨の日の休日などに、子どもたちが利用できる室内スペースがあると、あり

がたいです。 

施設計画 

17 

なるべく工事期間の短縮を考えていただきたいです。色んな授業でもへいが

いがあると思いますし、子供達のおもい出に残る小学校生活がほぼ仮設では

残念です。 

その他 

18 

・体育館やプールを校舎内に取り入れるなど、もっと敷地を有効に使える改

築になると良いと思います。 

・がけ地も、その形状を生かした遊ぶ場や学習の場になると良いのではと思

います。（コロッセウムや屋外音楽堂など・・・すべり台やアスレチック、

ジップライン） 

施設計画 

19 

校舎は北側、校庭は南側の原則は守ってもらいたい。現幼稚園の場に体育館

を作り上にプールを持って行けば広い校庭になるのではないか？現 PTA 室

は段々畑にする。百年桜は端に引っ越してもらう 

施設計画 

20 
・保健室に一時感染症隔離室（個室）が欲しいです。 

・更衣室 

施設計画 

21 

こらからの公教育を見据えた新校舎となることを期待しますが、設備がどれ

程素晴らしくなっても使う側の意識が明確でないと活用できず何も変わら

ないと思います。学校はそこに通う子ども達を含めて地域の共有財産である

という共通認識が必要ではないでしょうか。その為には地域住民や学校関係

者等多くの人達が学校づくりに参加できるような場を希望します。ワークシ

ョップや授業等に組み込んで欲しいです。未来の教育はどんな風になるの

か、学校はどの様に変わるのかなどの意見交換やこれまでの取り組み事例な

ども参考にし、利用者の意識が変わる様な事業となることを期待します。 

「学校をつくろう！」（工藤和美）「こどもたちが学校をつくる」（ペーター・

ヒューブナー）小嶋一浩さんのインタビュー記事等の本を読んでとても羨ま

しく感じました。私もこんな学校づくりに参加してみたい 

検討方法等 

22 

せっかく新しいものを作るので、閉鎖的な意見や「今迄こうだったから」と

いうような考えにとらわれることなく、新しい観点やアイデアを考慮に入れ

なから作り上げて頂きたい。教育に過度な装飾は不要であるが、子供たちが

自ら学ぶのに有効であると考えるものは取り入れて欲しい。議論は頭の固い

人ばかりで行うのではなく柔軟に時代を取り入れられる人も交えて、古くて

良いもの、新しくすべきもの各々の観点から行って欲しい 

検討方法等 

23 
・PTA 室の立地、建物が大人でも怖いのでぜひ校舎内に作ってほしいです。

防犯上も心配です 

施設計画／

防災・防犯・
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No 内容 分類 

・幼稚園門の坂をなくして欲しいです 安全 

24 

体育着を夏仕様？だけでなく長袖長ズボンを着れるようにして欲しい。寒い

ときに体育着を着ている子どもたちがすごく寒そうにしているのがかわい

そう。なぜ半袖半ズボンでなければならないか疑問。先生達は半袖半ズボン

は寒い時着ていないのに。 

その他 

25 

PTA 室も会議中、子どもが出てきたかわかる位置になると良いかと思いま

す。PTA 室前も雨天は水はけが悪く、スペースがたくさんあるので有効に使

えるとありがたいです。（物置スペース等で段差がない方が良いかと思いま

す。 

施設計画 

26 

今後の生徒数がどうなるのかはわからないが、中学校の校区変更を見直して

ほしい。大蔵は砧南中が学区になるが、大地震などが起こったとき、東名を

越えて通学することになるので、通行止めになったり閉鎖されて帰れなくな

りそうで怖いです。何かあってからでは遅いです。 

その他 

27 

・丘の上にあるだけで、地震の際の耐震性が不安なので、改築の際はそこを

しっかりしてほしい。 

・門のセキュリティーをもっとしっかりしてほしい。（インターホンなど） 

防災・防犯・

安全 

28 
できれば、木造校舎が良いと思います。国としても推進していますし、ぬく

もりが違います。 

施設計画 

29 ＰＴＡ室は、校舎内にあった方が良いと思います。 施設計画 

30 
①道が急で、ガタガタ。歩いていても怖いです。（幼稚園門の坂） 

②道が狭くて怖いです。（北側道路） 

防災・防犯・

安全 

31 

実家がすぐ近くなので、いつから工事が始まるのか、どのような形態になる

のか、できればなるべく早い段階で状況を知っていたいです。難しいかもし

れませんが、よろしくお願いします。以前、教育環境担当係長さんの東海林

さんから、実家目前でお会いし、名刺をいただきました。 

工事内容の

提示 

32 

・ここ（石垣）は高さがあって危険なので、できるならプールと体育館をこ

ちらにして、生徒がこちら側に来ないようにした方が良いと思います（転

落防止）。校庭も広がる。畑も明るくなる。 

・ここの門（トンネル門）は不要だと思います。 

施設計画／

防災・防犯・

安全 

33 
案の段階でもいいので、いつから始まる予定なのか等、具体的な年度をお知

らせいただきたいです。 

工事内容の

提示 

34 

きぬた会を含めた保護者同士の関わりが少し多いのでは？と思いました。子

育ての負担にならないよう一定の距離を保てる保護者との関わり合いがで

きると大変ありがたいです。こども園へと変わった際も、今までの砧幼稚園

の素朴さや伝統がそのまま残されてほしいと思います。たぬきクラブのフレ

キシブルさは出産の前後、大変助かりました。今まで保育園に入っていたこ

ともあったのですが、ここまでの対応をしていただけたことはなかったの

で、大変感銘を受けました。費用と柔軟さに対する満足感があり、子供がた

くさん遊べているという安心感もあり、お迎えの際もスムーズに帰宅するこ

とができ無事に出産期を終えることができました。4 月より、仕事をしてい

ない家庭は預けることができなくなったと拝見しましたが、小さな子供がい

る家庭では毎月ではなくても、いつでも預けることのできる環境であること

は心のゆとりとなり、他園にはない利点であったので、少し残念に思いまし

た。費用を上げてでも、一定の条件を加えてでも、まだ仕事をしていない家

庭に対してもフレキシブルな環境であったほうが、園児は集まるのでは？と

思います。 

その他 

35 今のままだと、先生方のご負担が多いです。まずは、建築を利用して、人の 施設計画／
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No 内容 分類 

動線を管理し、「子の安全を見守る」という工夫ができたら、少しでも先生

方の負担は軽くなると思います。子のいたずらの起きやすい死角をなくすと

か、セキュリティやオープンスペースを見守れる工夫とかです。新しい建物

の工夫に期待したいです。 

防災・防犯・

安全 

36 

幼、小複合施設となった場合でも、今までのように園児がのびのびと遊べる

か？校庭と園庭をしっかり区切るなどして、園児の安全も確保してほしい。

自然は残してほしい。みかんの木や柿木など、季節を感じられる植物は特に

残すべき。竹林の活用、整備 

自然環境／

防災・防犯・

安全 

37 

具体的にいつから工事なのか、まだ未定であっても、予定でいいので教えて

ほしい。また、どこを工事する、いつから、その場合、どこが使えない使え

るなど、利用者の立場になって、実際私たちがどう動いていいのかを知りた

い。 

工事内容の

提示 

38 
さまざまな意見があると思いますが、子供たちにとって、良い学校、園にな

っていただきたいです。 

その他 

39 
校庭をなるべく広くとってほしい。子供たちにのびのびと遊んでほしい。そ

して、できたら全面芝がいいです。砂ぼこりでぜんそくなど出たら嫌なので。 

施設計画 

40 

・幼稚園のＰＴＡ室がほしい。 

・幼稚園の空き教室がほしい（多目的利用室）。 

・倉庫がほしい。 

・小学校のロッカーを広くしてほしい。（子供の荷物が多い。ランドセルが

大きくなってきている。） 

・小学校の教室のしきりをなくしてほしい。職員室も子供たちが自由に出入

りし、相談などできるようにしてほしい。 

・百年桜を残してほしい。 

・温水プールにしてほしい。一年中使用できるようにしてほしい。 

・世田谷通りを使用しない通学路にしてほしい。 

・学校周辺の通学路を広くしてほしい。 

・区立図書館の本の貸出返却できるカウンターがほしい。 

・いろいろな団体が使用できる文化・運動の拠点にしたほしい。（例、用賀

小） 

・園庭を広くしてほしい。 

・幼稚園を 3年保育にしてほしい。 

・学区域を変更して、近くの小学校と同じくらいの生徒数にしてほしい。 

・園給食にしてほしい。 

施設計画／

百年桜の保

全・活用／

その他 

41 

・百年桜を残せないなら（枯れそうでもあるので）、次大夫堀公園民家園に

木びきの会で、ベンチに再生してもらい、砧小に違う形で残してほしい。

別の小学校で同じように大事にしている木を倒してベンチとして残した

例があるようなので。 

・工事中の子どもたちの生活を快適なもの、思い出となるようなことを考え

てほしい。 

・北側給食室近くの道路、現在通学路ではありませんが、道幅狭く危ないで

す。 

百年桜の保

全・活用／

工事期間中

の対応／防

災・防犯・

安全 

42 
何故、今更意見を集める必要があるのでしょうか。すでに計画が出来上がっ

ていると思うのですが 

検討方法等 

43 

改築にあたって、仮校舎は運動場になったりすると思いますが、その期間に

子供達の外遊びが制限されてしまうのではないかという心配があります。 

運動会や体育の授業はどうなるのでしょうか。対策をしっかりしていただけ

ると有難いと思っております。 

工事期間中

の対応 
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No 内容 分類 

44 

このご時世に未だにプリント配布が多すぎる。情報があちこちに書いてあり

わかりづらい。大事な情報が欠けている･･･、近所の子に連絡帳を託す･･･。

驚きの連続です。 

デジタル化への速やかな移行をお願いします 

その他 

45 

1 年生で入ったばかりなので、全然よくわかりませんが、下の子もいるので、

こども園になるのは嬉しいです。 

いつ頃完成するのか等、教えて欲しいです 

工事期間中

の対応 

46 改善すべき点はないのですが、逆に畑を残してほしいです。 施設計画 

47 

国分寺崖線の上に建っている唯一（？）の小学校だと思うので、そこは活か

して頂いて、景色や見晴らしの良い学校になると素敵だなと思います。 

また学校に動物がいないので、ウサギや鳥などでもいたら子どもたちも喜ぶ

し、いきもの係などでお世話出来たら情操教育にも良いなと思います。 

施設計画／

教育方針 

48 
屋根を広くしてほしい。自転車やベビーカーで利用するため（体育館への渡

り廊下横、アンケート回収箱設置場所周辺印あり） 

施設計画 
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1.1.3 教職員 

【質問 1】ご自身のお立場について（MA） 

   

  ＜小学校の職員＞ ＜幼稚園の職員＞ 
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【質問 2】新たに学校・園を建て替えるにあたり、特に大切であると思われる項目（MA（5つま

で）） 

 「児童・園児がのびのびと、自ら学び、遊べる空間」が大切という意見が多く、「広い空間」、

「雨天時も遊べる空間」、「自然に囲まれた校庭・園庭」といった意見が挙げられた 

 「防災性・防犯性など、児童の安全面への配慮」が大切という意見が多く、「避難経路の確

保」、「防犯に配慮した設備」などを望む意見が挙げられた 

 「体育館やプール、校庭・園庭等運動施設の充実」が大切という意見が多く、「広い校庭・

園庭・プール」といった意見が挙げられた 

 「校舎全体における PC、ネットワークの整備」、「学校図書室の充実」は小学校の職員から

多く意見が挙げられた 

 一方で、「PTA や地域の方々、ボランティアの方々が活動できる部屋やスペース」は幼稚園

の職員から多く意見が挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 教室以外で児童が集まれる広いスペース 
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【質問 4】砧小学校・砧幼稚園の特色（他校と違う点）や良いところ（FA） 

 「自然環境」や「百年桜」、「地域交流」、「地域交流」といった意見が多く挙げられた 

 「自然環境」に関しては、「自然に触れる機会が多い」、「園庭で四季を感じられる」といっ

た意見が挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 トンネルがある所（小） 

2 100 周年記念の紅しだれ桜（小） 

3 
部屋から園庭へ出る時に細長い経路を抜けていくのも「これから遊ぶんだ！」という気持

ちを高めるのに一役買ってる気がする（幼） 

4 
明るく、職員が互いに威圧的ではなく、人間関係よりも仕事に集中できるところがいいと

思います。（幼） 

（※小学生と幼稚園の職員の回答を区別するために、回答の末尾にそれぞれ「（小）」、「（幼）」と記載（以降の職員の結果は同様）） 
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【質問 5】砧小学校・砧幼稚園の建物内、校庭・園庭、敷地周辺において、児童にとって「ここは

困る、ぜひ改善するべき」とお感じの場所や設備（FA） 

 「校庭・園庭」に関する意見が多く挙げられた 

 小学校の「校庭」については、鉄棒と百年桜の柵との交錯についての意見が多く挙げられた 

 幼稚園の「園庭」に関しては、園舎から園庭が見えないといった、配置による管理上の問題

についての意見が多く挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 幼稚園門付近の坂が急である（小） 

2 畑付近の花壇について、ロープのみで立ち入らないようにしており危険（小） 

3 
係、委員の保護者の方も使えるような多目的室（スペース）があると、子供たちが使う場

所と重ならなくて良いと思う（幼） 

4 

幼稚園小道について、いたるところに木の根がのびていて地面がでこぼこ、ど真ん中に大

きな木があり危険、小学校へ行く時の竹林横の道について、階段としてきちんと整備して

ほしい（幼） 
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【質問 6】児童の豊かな学習空間として新しい校舎・園舎に必要なもの（FA） 

 行事や学習の利用などを目的とした多目的スペースや配慮が必要な児童のための諸室につ

いの要望が挙げられた 

多目的スペース等

に関する意見 

幼稚園 
 年齢関係なく自由に集えるスペース 

 子どもたちの発表や保護者の観覧ができる遊戯室 

 様々な学習ができる多目的室 

 行事の開催や自由に使えるスペース 

 異学年交流ができる場 

 思い切り体を動かせるスペース 

小学校 
 創作などができる広いスペース 

 学年が集まって活動できる空間 

 学級に囚われない共有スペース 

配慮が必要な児童

等に関する意見 

幼稚園  特別支援、配慮が必要な児童が休める空間 

 身体障害のある園児や児童のためのスロープ、エレベータ

ー、介助者が待機できるスペース 

 配慮を要するお子さんの気持ちを落着かせることのできる

部屋や空間 

 通常の園活動で使用する教室のほかに、少人数で落着くこ

とができる部屋（配慮を要する児童以外） 

小学校 
 心を落着かせるためのスペース 

その他 幼稚園  のびのび生活できる空間 

 風通しや日当たりの良い園舎 

 幼稚園の音楽室 

 学習用の大型スクリーン 

 絵の描ける大きな壁面 

 自然豊かな空間 

小学校  学校の中心にあるライブラリースペース（図書館） 

 広い図書館 

 すまいる、言葉の教室の施設・設備の充実 
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【質問 7】児童が、楽しく授業を受けられるように工夫されているところ、また、それをサポート

するために必要な教室（特別教室）やスペース（FA） 

 小学校の教職員からは、学年が集まれる大きな部屋を求める意見が多く挙げられた 

 幼稚園の教職員からは、専用の諸室（読書スペース、調理スペース）を求める意見が挙げら

れた 

 工夫等 必要な教室やスペース 

小
学
校
の
職
員 

－ 学年が集まれる部屋 

－ 学年が集まれる場所（教室 2クラス分） 

－ 学年で集まるときに使える大部屋 

－ いつでも使える広い空間 

－ ICTを活用した部屋 

－ ・学年を超えて協働学習ができる学びのスペース

（様々なグループサイズ） 

・遊びと学びをつなぐ場所（オープンスペース） 

－ ・池、畑、自然の状態の土場が一体化し、教室から

見える場所にあるとよい。 

・小山のような場所～学習も遊びもできる 

・描いても良い壁 

・横道を行きたくなるような迂回路 

・半分光が差し込み見え方が変わるスペース 

・ダウンライト 

・色々な感触の壁や壁の一部、廊下や廊下の一部 

・作品展示スペース 

幼
稚
園
の
職
員 

一斉活動が苦手な園児も絵本には

夢中、絵本はよく揃っている 

保育室とは別に共用の読書スペースのような小さな

教室 

幼稚園で子どもが調理、食育を進

める上で良い取り組み 

材料を洗ったり切ったりする調理スペース 

登園後、すぐに自由に好きな遊び

を各自が選択できる環境をつくっ

ている 

－ 

－ スクリーン・パソコンを学習に使えたら良い 

－ 雨の日に体を動かして遊べる空間 

－ 雨の日にも園児が見えて遊べるスペース 

－ 個別対応できる小さなスペース（各階） 

【その他】 

No 内容 

1 スペースは必要（小） 

2 砧幼稚園の小道は自然と触れ合え、散歩するのにも良い場所（幼） 
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No 内容 

3 
現在必要最低限の部屋数で先生方がうまく活用なさっているので特に他には思い浮かびま

せん。（幼） 

 

【質問 8】放課後の児童の居場所へのご意見（FA） 

 

 

【その他】 

No 内容 

1 
園でも預かり保育の部屋があると荷物の移動も少なくなり準備などしやすいと思います。

（幼） 

2 
障害がある児童でも安心、安全に過ごせる居場所とサポートしてくださる人材の確保。（保

護者の就労、休養のできる環境）（幼） 

3 誰でも気軽に立ち寄れる場所であってほしいと思います（年齢関係なく）（幼） 

4 新 BOP→校舎内に移動をストップできる設計（小） 

5 
BOP 室や近くの児童館や公園などにも行き BOP 以外の子供たちと遊べる機会が増えるとい

いと思います。（幼） 
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【質問 9】屋上利用へのご意見（自由記述） 

 「屋上緑化・屋上庭園」や「太陽光発電」に関する意見が多く挙げられた 

 「屋上緑化・屋上庭園」は、学習の一環としてといった意見が挙げられた 

 「太陽光発電」は、災害時の利用や学習教材の一環としてといった意見が挙げられた 

 「児童の遊びなどが出来るスペース」、「学習利用」、「安全対策」といった意見も挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 下の階への足音が気になり、あまり活用できない（小） 

2 屋上利用良い（幼） 
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【質問 10】その他ご意見（FA） 

 日当たりや通風への配慮、施設配置などの施設計画、自然環境の確保、校内外の安全性、教

育方針などに関するご意見が挙げられた。 

 

No ご意見の内容 分類 

1 
園児の健やかな成長の為にも、風通しや日当たりのいい園舎、広々として緑

の多い園庭を確保していただきたいです。 

施設計画／

自然環境 

2 

小学校と認定こども園の複合施設となった場合でも、自然環境を残した形で

あってほしいと思います。現在の砧幼稚園は保育室内から園庭を見づらい

（地形上難しいとは理解しています）形です。保育室内から園庭を見渡すこ

とのできる部屋の配置であれば･･･と思うことが勤務していてよく感じられ

ました。その点も考慮していただければと思います。 

施設計画／

自然環境 

3 
小学校と幼稚園が行き来しづらいので、一体化によって屋根続きになるなど

もっと近い関係になると良いと思います 

施設計画 

4 

明るさと風通し、視界と安全管理を十分に考慮していただければと思いま

す。 

施設計画／

防災・防犯・

安全 

5 

給食業者などの車両が入るところが坂である。雪や凍結が心配です。 

周りの道もせまいので、交通事故なども少し心配です。 

防災・防犯・

安全／その

他 

6 

世田谷区の新築校舎についての情報を共有できればアンケートの回答がよ

り現実的に出来たように思います。新しい学校がどんな空間を作っているの

か、どんなことが問題なのか･･･他区の新築学校の情報もあればもっとイメ

ージが沸くように思います。現場の声が反映された校舎・園舎になることを

望みます。 

その他 

7 

戦後の政策のせいでしょうか？日本人とて愛すべき歴史や文化の継承が少

なく感じます。自虐的歴史観を植えつけられて育つとグローバル化していく

今日、海外の方々に対して、自信のない日本人となり、より有効的な自信に

満ちたコミュニケーション、パフォーマンスが出来づらくなります。良き日

本人の特性、歴史観、文化を幼い頃より、自然に育む教育があれば、とても

素敵な将来像があるように思います。子供達、そして日本と世界の平和のた

めに。 

教育方針 

8 

これまでの概念を突き破る、独創的な発送で”主体的対話的で深い学び”の

実現につなげ、学びたいに向かう力を育んでいけるとよい 

多様な学習形態、学習方法が可能となると個の学びが深まる 

学級、学年、小学校という枠にとらわれず、共に学ぶ場を多様に設定してい

くと集団が育ちその中で個もさらに伸びる 

学校の中に地域の方が集う場があると子どもたちと地域の方々の結びつき

が強くなるだけではなく教育としてもよいコミュニティという発想 

教育方針 
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1.1.4 近隣住民 

【質問 1】ご自身のお立場について（MA） 
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【質問 2】新たに学校・園を建て替えるにあたり、特に大切であると思われる項目（MA（5つま

で）） 

 「体育館やプール、校庭・園庭等運動施設の充実」が最も多く、次いで「児童・園児がのび

のびと、自ら学び、遊べる空間」、「防災性・防犯性など、児童の安全面への配慮」、「地域の

避難場所として利用できる性能（耐震性、防災設備、備蓄など）の確保」が大切という意見

が多く挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 学校周辺の道路の整備、特に東側の道路の幅が狭すぎる 

2 校庭の砂土が舞い上がり近所の家中に入り込まない 

3 学校周りの緑化（植樹） 
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【質問 4】砧小学校・砧幼稚園の特色（他校と違う点）や良いところ（FA） 

 児童数やクラス数が少なく顔が見える、先生の目が届くなど「小規模・小人数」といった意見

が多く挙げられた 

 

【その他】 

No 内容 

1 催し物にお招きいただくなど、近隣にずいぶん気を遣っていただいているのを感じる 

2 砧幼稚園には同窓会があり、卒園して 2年間（毎年 1回）の集る機会がある 

3 
古い石垣が残っているところ。多摩川の古い石の組み方で現存する石垣なので、大切にし

てください。 

4 地元の伝統はやしを勉強して下さっている 

5 どんな生徒でもあたたかく認めてくれる、明るい雰囲気 

6 畑やピザ釜など工夫が多い 
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【質問 5】砧小学校・砧幼稚園の建物内、校庭・園庭、敷地周辺において、児童にとって「ここは

困る、ぜひ改善するべき」とお感じの場所や設備（FA） 

 北側道路の危険性（周辺道路）や校庭の砂埃（校庭）、正門の場所が分かりにくい（正門）と

いった意見が挙げられた 

 

 

【質問 6】放課後の児童の居場所へのご意見（FA） 

 高齢者などの近隣の方との交流（地域交流）や一度帰宅した児童も新 BOP室を利用できるよう

にしてほしい（一度帰宅してからも入れるように）といった意見が挙げられた 
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【質問 7】その他ご意見（FA） 

 施設計画や防災・安全、百年桜などに関するご意見が挙げられた。 

 

No ご意見の内容 分類 

1 
ゆっくりで良いので、くれぐれも安全第一での工事をお願いします 工事期間中

の対応 

2 

花壇を手入れして頂いている姿をたまに見ますが･･･レンガを子どもたちが

上に乗ったりして崩れていたりすることが多く、ぐらぐらしているレンガが

あり、またその上に乗ったりして怪我をする危険もありそうです。ご検討お

願い致します。 

改善点 

3 
発達障害を持つ児童にも配慮した学校にしてもらいたい。砧地区での拠点校

を作ってもらいたいです。 

その他 

4 

砧っ子夏祭りの花火を楽しみにしているのは理解していますが、毎年砧幼稚

園側（プール側）で行い、火の粉が住宅街に降ってきそうで危険を感じる。

以前（10年程前）学校にその件で連絡したが、特に返答がなかった。 

今後も続けるのであれば、花火をあげる環境（場所）をよく考えて設計して

ほしい。 

その他 

5 

・砧小学校の校門あたりは、よく主事さんが掃除をされて、きれいになって

いると思います。しかし、校門に接するフェンスに破れたプラスティック

の波板が並べてあり、美観的に少し残念にいつも感じています。 

・子供たちの健やかな成長を心より祈って降ります。そして近隣に住む者と

して見守っていきたいと思っています。 

改善点／そ

の他 

6 

・ユニバーサルデザインのトイレを配置できると、防災拠点としても良いと

思います 

・安全な水飲み場の配置をお願いします。 

防災・防犯・

安全 

7 

基本的には A案、B案 C案はおまけですね。 

百年桜は残すことが良いと思います。 

配置案について、何年もかかると思いますが、よろしくお願いします。 

グラウンドは北向き東側に設置は出来ませんか？ 

施設計画／

百年桜の保

全・活用 

8 

・先日説明会の折、検討会を傍聴したい旨の申し出がありましたが、反対で

す。ご意見がおありでしたら、検討委員に伝え、委員会で検討してもらう、

と云う事でいかがでしょう。他の人が入ったら、まとまらなくなる心配が

あります。 

・アンケート用紙の〆切日を忘れてしまい、提出できませんが、1点だけお

願いしたいことがあります。100年桜の木が枯れてしまったり、残してお

けない状況になった時、次大夫堀公園民家園に木挽きの会というボランテ

ィア団体があるので、ベンチ等何かの形変えてでも、砧小に 100年桜を残

して下さい。 

検討方法等

／百年桜の

保全・活用 

9 

改築に関してはまだ先になると思いますが、子ども達が自由に楽しく、自分

の好きな事をどんどん学べる環境づくりや、そのような状況の実現など、ソ

フト面でできる事は学校と親が協力してすばやく進めて行ける体制を作る

事が大切だと思います。 

その他 

10 

・（自転車登園を基本可とし）自転車置場（安全に乗せる降ろせる場所）が欲

しい 

・大きなプールがほしい 

・明るい園舎（内外） 

施設計画 
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No ご意見の内容 分類 

11 
砧小学校を卒業された地元の方も多いです。砧小はのどかな所が良い所だと

思います。地元の方にも親しみのもてる学校にして欲しいです。 

その他 

12 

学校周辺の道が狭くて、大変危険である。工事の期間は他の学校よりも長く

なってしまうのは、仕方がないと思うので、しっかり考えられた学校を建て

ていただきたい。 

防災・防犯・

安全 

 

  


