
令和元年９月２７日・２８日 

  

 

世田谷区立池之上小学校 改築に伴う対応方針に関する保護者説明会 

 

 

次第 

  時間（予定）：２７日（金）１３:３０～１５：００ 

         ２８日（土）１０:００～１１：３０ 

   

１ 開会 

 

  ２ 校長あいさつ 

 

  ３ 教育委員会より説明 

（池之上小改築・旧北沢小校舎の活用について） 

   

  ４ 質疑応答 

 

 

 

【配付資料】 

 ・説明資料「世田谷区立池之上小学校改築に伴う今後の対応方針について」 

・施設案内（別紙１） 

・通学路（案）（別紙２） 

 

 

【関係所管】 

○耐震再診断、改築事業、今後の対応全般：教育環境課 

○通学路の安全対策          ：学校健康推進課 

○指定校変更             ：学務課 

○新ＢＯＰ事業            ：生涯学習・地域学校連携課 



 

世田谷区立池之上小学校改築に伴う今後の対応方針について 

 

 

 ８月３日（土）及び４日（日）に開催しました保護者説明会では、池之上小学校を改築すること

や令和２年４月より北沢中学校第２校舎（旧北沢小学校）を仮校舎として活用することなどを説明

いたしました。その際、保護者等の皆様から頂きました多くのご意見ご要望を踏まえ、教育委員会

として、今後の対応方針について、報告させていただきます。 

 

１ 北沢中学校第２校舎（旧北沢小学校）の活用について 

令和２年４月より仮校舎として活用するため、改修工事等の準備を進めています。 

（１）施設案内（別紙１参照） 

（２）耐震性能 

平成１８年度（2006 年度）に耐震診断を行っております。（池之上小再診断と同じ手法） 

校舎棟及び体育館棟について、平成２１年度（2009 年度）に耐震補強工事を完了し、全

ての校舎棟及び体育館棟で Is 値：0.75 以上となっております。 

（３）施設見学会 

   令和元年１０月２４日（木）～３０日（水）（予定） 

    見学方法については、学校と調整の上、改めて学校通信等でお知らせいたします。 

 

２ 現在の池之上小学校体育館及び校庭の活用について 

体育館棟（体育館・特別教室４室）については耐震性能に問題がないため、解体工事が始ま

る令和３年９月（想定）までの間、「池之上小学校第２校舎」として、職員を配置し、清掃等

の管理を続けながら、以下のとおり活用します。 

 （１）池之上小児童の立ち寄り場 

    移転に伴い通学時間が長くなる児童もいることから、登下校時のトイレ休憩等の一時立ち

寄り場として活用します。 

 （２）体育館及び校庭の地域開放の継続 

    地域活動の場を確保するため、体育館及び校庭の開放を継続します。 

 

３ 通学路の安全対策について（学校健康推進課） 

  別紙通学路（案）参照 

 

４ スクールバスについて 

 （１）新たな通学路の指定を含め、警察、道路管理者、ＰＴＡの代表の方々などと安全点検を進

め、見守り員の複数配置や道路の注意喚起等の対応で登下校の安全確保を徹底すること。 

 （２）令和２年度当初は、教職員引率による集団登校を実施し、児童を見守るとともに各児童の

安全意識を高める指導を行うこと。 

   このように、全ての児童が安全で安心して登下校できるよう、通学路の安全確保の徹底及び

安全意識の向上を図っていくことから、現在、教育委員会ではスクールバスの運行は計画して

おりません。 

 



令和元年９月２７・２８日 

教 育 委 員 会 事 務 局 

 

 

５ 指定校変更について（学務課） 

現在の池之上小学校の児童は、原則として、全員が仮校舎へ通っていただくこととなります。 

近隣校への指定校変更の申請をご希望される方は、近隣校の施設の状況や学校運営状況を踏ま

え、受け入れに支障がない範囲で、児童やご家庭の状況・地域を考慮して、指定校変更申請に対

応させていただきます。 

受付時期については、令和元年１１月頃～原則として１２月頃までを予定しております（※受

付時期は変更になる場合があります）。申請方法の詳細については、１０月中に以下のとおりお

知らせする予定ですので、ご確認ください。 

● 池之上小学校在校生（現小１～小５）…学校を通じて案内文書を配布 

● 令和２年４月に新１年生になる方………各ご家庭へ案内文書を郵送 

 

６ 新ＢＯＰ事業について（生涯学習・地域学校連携課） 

  ＢＯＰ及び学童クラブにつきましては、仮校舎となる北沢中学校第２校舎（旧北沢小学校）へ、

学校とともに令和２年４月に移転し実施していきます。 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

 

 

 

 

【連絡先】 

○今後の対応全般について  教育環境課          ℡:03-5432-2665,2667,2722 

○通学路の安全対策     学校健康推進課学校健康推進係 ℡:03-5432-2693 

○指定校変更        学務課就学係         ℡:03-5432-2683 

○新ＢＯＰ事業       生涯学習・地域学校連携課地域学校連携 ℡：03-5432-2723 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

１月 ２月 ３月

令和元年度 令和２年度

１０月 １１月 １２月

基本構想 基本設計 改築工事（校庭整備等含む）

校舎解体

仮校舎：給食室等改修工事

引越

し作

業

新校舎実施設計

引越し

作業

仮校舎

見学会

通学路の安全対策の検討

仮校舎への移行準備

（学校運営での旧北沢小校舎の利用）

指定校変更受付期間

（在校生）

※改築事業については、配付物「池之上小学校改築通信（仮称）」において、

情報提供をしていきます。
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【地図の著作権】住宅地図：(c)Shobunsha Publications Inc.、白地図/航空写真： (c) Kokusai Kogyo Co., Ltd.、その他の地図：(c)City Of Setagaya 

池之上小学校 

仮校舎 

・横断歩道の設置あり 

・外側線の設置あり 

・外側線（北側）の設置予定 

令和元年９月２７日、２８日時点 

現在の通学路 

新規の通学路（案）※ 都や区の管理道路のみ記載 

小学区界 

学校主事ｏｒ通学路見守り誘導員の配置（案） 

スクールゾーン（７：３０～８：３０） 

こどもをまもろう１１０番 

（下北沢小学区域内、通学路付近のみ記載） 

・「文」マーク新設予定 

・駐停車車輌の取締りを依頼 

・「文」マーク新設予定 

・外側線（東側）の設置あり 

通学路や学校主事ｏｒ通学路見守り誘導員の配

置は案となります。今後も、学校やＰＴＡの代表

者の皆様、関係機関のご協力をいただきながら通

学路合同点検を実施していき、通学路や通学路見

守り誘導員の配置箇所等を決定していきます。 

 

テキスト内で、黒字で記載しているものが、既

に行われている安全対策です。赤字で記載してい

るものは、関係機関へ要望している安全対策です。 

青字は、令和元年度までに実施していく予定です。 

 

 新規の通学路（案）は記載のとおりですが、 

      

の部分は、改めて通学路合同点検を実施

し、新規通学路を調整していく予定です。 

裏面あり 

・外側線（東側）の設置予定 

・ポストコーンの設置を要望 

・通学路見守り誘導員の配置予定 

・道路標示「止まれ」の塗りなおしを要望（２箇所） 

・注意喚起看板の設置（右見て、左見て 横断）予定 ２箇所 

・外側線の設置あり 

・「文」マーク新設予定 

・道路（交差点）標示塗りなおしを要望 

・カラー舗装（緑）設置を要望 

・外側線（白線）の設置予定 

・横断歩道の設置あり 

・注意喚起標示幕の設置あり（歩行者注意 スピード落とせ） 

・学校主事又は通学路見守り誘導員の配置予定 

・カラー舗装 

（赤、緑あり） 

・遊歩道入り口（両側）にバリケードを追加設置あり 

・北から来る自動車向けに注意喚起標示幕の設置予定 

・停止線の塗り直しを要望 

・外側線の設置あり 

・カラー舗装（緑）設置あり 

・カラー舗装（赤）設置あり 

・注意喚起標示幕の設置あり 

・車両のスピードの抑制などの対策 

（注意喚起標示幕の追加設置） 

・「文」マーク追加設置予定 

別紙２ 
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池之上小学校 

 

・外側線の設置あり 

・カラー舗装（緑）設置あり 

・カラー舗装（赤）設置あり 

・注意喚起標示幕の設置あり 

・車両のスピードの抑制などの対策を要望 

・カラー舗装（緑）の追加を要望 

・既設の注意喚起標示幕の取替え 

・既設スクールゾーン規制看板の記載時刻を修正 

・自転車のスピードを抑制する対応の検討（注意喚起標示幕の追加設置） 

・街路灯の照度が適正か、確認を依頼 

・防犯対策の検討 

・国有地の草木の剪定を要望 

・「文」マーク追加設置予定 

・街路灯の照度が適正か、確認を依頼 

・防犯対策の検討 

・植栽の剪定を依頼（10月に実施予定） 



令和元年１０月１８日 

 

９月２７日・２８日実施の池之上小学校改築に伴う 

今後の対応方針説明会開催報告について 

 

■ 開催日時 ＊２回とも、同様の内容で池之上小学校体育館にて開催しました。 

 第１回 ９月２７日（金） １３時３０分～１５時００分 参加者：約６０名 

 第２回 ９月２８日（土） １０時００分～１２時４０分 参加者：約７０名 

           

■ 主なご意見と回答  

ご意見・ご要望 回答 

＜耐震について＞ 

○旧北沢小は東日本大震災以降に耐震

診断を行っていないが、耐震性に問

題はないのか。また、データを出し

てもらいたい。 

 

○第２次診断法による耐震性能は十分あり、専門

家にも確認し問題はありません。耐震データは

学校で閲覧できるようにします。 

 

＜通学路の安全対策について＞ 

○通学路見守り誘導員の設置期間は４

年間なのか。また、集団登校は低学

年のみを対象に４年間行うのか。 

 

 

 

○ＢＯＰ、学童からの帰り道が心配で

ある。 

 

 

 

○通学路見守り誘導員の人数や期間等は調整中で

す。通学路合同点検を実施しながら配置箇所も

含めて検討します。集団登校は兄弟関係もあり、

低学年以外は受け付けないということではあり

ません。集団登校の期間につきましては、学校

と相談していきます。 

○通学路見守り誘導員の配置の時間帯は、他校の

例でいいますと、登校や下校の時間帯に応じて

配置しています。また、学童の時間帯では１６

時３０分から１８時３０分まで配置していま

す。こうした時間帯は変更できるため、今後、

配置箇所も含めて調整をしてまいります。 

＜指定校変更について＞ 

○指定校変更の希望は１校か。バスが

出なければ、指定校変更希望の家庭

は多い。代沢小、多聞小への変更を

６０世帯が希望した際は、受け入れ

可能なのか。また、結果の通知は早

くしてもらいたい。 

 

 

○遠い児童で２ｋｍ歩くことになる。

学区域を変更する考えはあるか。 

 

○申請書に例えば第一希望、第二希望といったこ

とを書けるようにできるか検討します。申請者

のご自宅から仮校舎までの距離が大きな要素に

なると考えますが、希望校のキャパシテイ等を

踏まえて判断することになります。６０世帯が

希望した場合、全員の受け入れは困難と考えま

す。結果通知の送付は早められるように努力し

ます。 

○学区域の変更は現時点で考えていません。 

裏面あり 

 



ご意見・ご要望 回答 

＜スクールバス＞ 

○スクールバスの件について。区議会

で協議するのは１１月中旬か。 

 

 

○スクールバスの運行を求める陳情が区議会に提

出され、委員会の審査は１１月になると聞いて

います。区議会の意見は尊重して対応していき

ます。 

＜その他＞ 

○新ＢＯＰについて、時間の延長は可

能か。冬は日が落ちるのが早い。例

えば３０分ごとでもいいので、池之

上小まで引率できないか。 

○基本構想、基本設計、実施設計は具

体的にどんなことをするのか。 

 

 

 

○基本構想をプロポーザルで行う理由

は。 

○未就学児の保護者への説明は今回が

はじめてなのか。すでに議論が進ん

でしまっているように感じる。  

これまでの説明会での配布資料、質

疑要旨はもらえるのか。 

 

○延長については、現在、モデル校５校で実施し

ており、今後、その状況を踏まえ検討します。

池之上小までの引率については、通学路の安全

対策の観点から関係所管と協議していきます。 

○基本構想ではどのような学校をつくるのか等の

基本的な方針の検討、基本設計は学校の間取り、

平面、立面図の作成、実施設計は工事の着工に

向けた詳細な図面の作成、行政手続きなど、具

体的なことを決めます。 

○最適な設計者を選ぶことで、基本構想等の策定

を円滑に進めるためです。 

○未就学児の保護者に説明会のお知らせを行っ

たのは、今回がはじめてです。これまでは耐震

や改築の説明をしてきましたが、これまでの資

料は池之上小学校及び区ＨＰに掲載します。 

 

 

【お問い合わせ先】 

                    世田谷区教育委員会事務局 教育環境課                                

担当：増田、石井 

 電話：５４３２－２６６５、２７２２ 


