
〔第６回〕 
世⽥⾕区⽴瀬⽥⼩学校改築基本構想検討委員会 

会議次第 
 

令和２年３⽉２６⽇(⽊)18：00〜  
会場 瀬⽥⼩学校 多⽬的室 

 
【議題】 
 
１． 第５回検討委員会議事録の確認 

［資料１］  第５回検討委員会議事録 
 

２． アンケート調査結果について 
［資料２］ アンケート調査（概要）【追記】 
 

３． 基本設計で考慮すべき事項について 
［資料３］ 基本設計で考慮すべき事項 
 

４． 基本構想案の決定について 
［資料４］ ゾーニング図 
［資料５］ 断⾯計画図 
［資料６］ 外構計画図 

 
５． 今後のスケジュールについて 

［資料７］ 学校改築に向けた今後のスケジュール予定 
 
６． その他 
 



議事録（その 1） 

〔第５回〕世田谷区立瀬田小学校改築基本構想検討委員会 

打合せ日時 2020 年 2 月 27 日（木）18：00～19：45 

打合せ場所 瀬田小学校 特別教室棟 １階 多目的室 

  出  席  者 
※敬称略 

委員   ： 吉岡、野村、酒井、小林、長﨑、大塚、白鳥 

岩元、淺野、池田、皆川、谷亀、鳥居、秋元       【14 名】 

事務局  ： 世田谷区教育委員会事務局教育環境課  青木、千田、池田 【3名】 

支援事業者： 株式会社アール・アイ・エー      小園、岡、市川  【3 名】  

傍聴者  ：                             【3 名】   

関係部署 ： 世田谷区施設営繕担当部施設営繕第一課 高源       【1 名】    

打合せ内容 

〔第５回〕世田谷区立瀬田小学校改築基本構想検討委員会 

提出資料： 会議次第 

[資料１]  第４回検討委員会議事録 

[資料２]  基本方針 

[資料３]  アンケート集計（概要） 

［資料４］ 配置計画案比較表  

［資料５］ 各案ゾーニング図 

［資料６］ 断面計画図  

［参 考］ 検討委員からの質疑要望事項一覧 

  

 

会議内容                                           

１．第４回検討委員会議事録の確認 

・打合せ概要をまとめた議事録を作成した。修正等ある場合はご指摘いただきたい。(事務局) 

 

２．基本方針について 

・委員提案の項目を反映させて、校庭音響設備や照明設備、木材の多用、の文言を付け加えた。(事務局) 

→・文章に「子ども」と「児童」の表現が混在しているため、子どもの表現に統一したい。「児童数」はそのまま 

とする。（委員） 

・教室の壁や床、廊下に木材を多用する、という具体的な使用箇所の表現が含まれているが、普通教室では 

壁面に棚等が設置され見える面積が少なくなるため木質化の効果は期待できないと思う。（委員） 

・木材利用については、耐久性を考慮し水周りには利用しないこと、４階建の建物の場合は法的な内装制限が 

あることなどの注意点がある。可能な限り木材を多用したいという想いを表現しており、基本設計等で 

効果的な木材の利用を検討する。（事務局） 

・文章の表現の統一を行い、これをもって基本方針を決定する。（事務局） 

・よろしい。（委員） 

 

３．アンケートの実施状況について 

・アンケートの回収が終わり、アンケート調査の概要についてまとめた。一部、追加回収した保護者と近隣住民の 

個別意見について集計中であるが、主な意見をまとめている。（事務局） 

 →・回収数と共に、配布した部数を記載したほうが良い。（委員） 

・配布件数は、児童 751 件、教職員 28 件、保護者 650 件、近隣住民は 427 件である。（委員） 

 →・どの時期にアンケート調査内容を設計に反映させるのか。（委員） 

  ・基本構想と基本設計にて反映させる。アンケートの意見を考慮し基本設計で盛り込むべき項目を整理し、 

次回検討委員会にて提示する。（事務局） 

→・教職員の意見で新校舎に残したいもの（ビオトープ、水琴窟、他）は反映するべき。（委員） 

 ・外構計画等で可能な限り要望に沿えるよう検討する。（事務局） 

   

k-uchida
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議事録（その 2） 

打合せ内容 
４．配置計画案について 

[事務局説明] 

・第４回検討委員会後、学校運営委員会での協議の結果、A-1 案に絞って進めていくこと、その他数点の要望を頂

いた。中でも、多目的室の床の掘り下げ有無の比較評価は他の項目に影響する内容である。そこで、A- 1 案の

派生案として、A-1-①案②案③案の各平面図・断面図や比較表を作成したので、ご覧の上選定いただきたい。 

また、その他の要望等についても参考資料として対応方策を合わせて記した一覧を添付している。（事務局） 

 

[事業者説明] 

・平面図に敷地周辺の高低差を記載した。既存特別教室棟の 1階床レベルを±0とした際の高さを表現している。

・主事室を既存特別教室棟正門近くに配置し、児童用昇降口を南西側と家庭科室横の南東側の２ケ所に計画した。

・面積を効率よくコンパクトな施設計画とするため、一部、階段や EV などの縦動線を修正している。 

・①案は多目的ルームの床を掘り下げない案（床レベル：1FL±0）、②案は多目的ルームの床を約 1m 掘り 

下げる案（床レベル：1FL-1000）、③案は多目的ルーム及びその他諸室の床を約 50 ㎝掘り下げる案（床レベル 

：1FL-500）。各案について、比較表を作成している。 

  ・多目的ルームの天井高は、①案では、基準の 2.7m を下回る高さとなり②案③案で床を下げることにより 

天井高を確保している。倉庫は、①案③案では約 15 ㎡を確保し、②案では床下に約 6㎡を確保している。 

・高低差処理の項目は、ハザードマップにおいて小学校敷地の浸水の想定はされていないが、３案を比較する 

ために記載している。 

  ・［資料６］断面計画図に誤記があり、題名の「A-1-③案 多目的ルーム掘り下げなし(1FL±0)」を「多目的 

ルーム+給食諸室掘り下げ(1FL-500)」訂正願います。（事業者） 

 

[委員議論] 

・③案では切土範囲が多いため土量が増えてしまうのではないか。（委員） 

→・①②案についても一部盛土を行うため、各案の土量は大きく変わらない。（事務局） 

・以前の A-1 案には 1階に大階段があったが、今回の案で大階段がないのはなぜか。A-1 案選定理由のひとつに 

1 階の大階段がある。大階段で児童を一斉に 2階にあげてから各教室へ移動する動線計画が良いと考えており、 

1 階の大階段を再度計画してほしい。（委員） 

→・面積の効率化と児童の避難経路を考慮し、新校舎の端部に階段を計画した。大階段は再度検討する。（事業者）

  ・③案では、500 ㎜のレベル差のために中庭周りにスロープと階段があるが、児童が怪我をする可能性があるため、

危険のない空間にしてほしい。（委員） 

 →・スロープの長さを長くするなど、大階段の計画と併せて極力安全な計画とする。（事業者） 

・昇降口が２カ所に増えている意図は何か。(委員) 

→・サブの昇降口について中間説明会で要望があったことから、児童の避難動線と効率の良い昇降のために 

南西階段の付近に設けた。（事業者） 

 ・職員室、校長室から直接外部へ出る掃き出し窓はあるか。（委員） 

 →・掃き出し窓を計画する予定。主の出入口表記と、各居室やテラスの出入口表記を修正する。（事業者） 

 ・給食室から直接外部荷捌きへの動線はあるか。（委員） 

 →・外部への動線はある。今後、給食室内の配置計画により開口部の位置が変わる可能性がある。（事務局） 

 ・昇降口から階段への動線（事務室の前）がせまく使いにくいのではないか。（委員） 

 →・大階段の計画と併せてゆとりある動線計画を検討する。（事業者） 

 ・断面図に天井高さ 2700 ㎜とあるが、空調設備はどのようになるか。（委員）  

 →・基本的に空調設備は天井カセットタイプとなる。体育館下は構造体が大きくなることから天井を張らない 

場合もある。（事業者） 

 ・雨水配管は建物の外に露出するか。（委員） 

 →・室内への漏水を避けるため、外部に設置することが一般的である。（事業者） 

・蓄電池の導入は検討できるのか。（委員） 

→・区の課題として蓄電池導入の議論はあるが、設置容量や時期等については検討中。（事務局）    



議事録（その 3） 

打合せ内容 
・校庭を利用している瀬田サッカークラブから、サッカーコート（58m×32m）を確保してほしいと聞いている。 

現状のコートは約 56m×31m。校庭を広く確保したうえで、サッカーコートも確保できるか。（委員） 

→・現案では 58m×32m を確保できている。コートの大きさやプロポーションは学校と協議を行い外構計画と 

  併せて基本設計にて決定する。（事業者）  

・南門の位置は、南側敷地の車両出入りや、道路とのレベル差解消のスロープを考慮して出入りが最も安全な 

位置に決めたい。（委員） 

・西側道路と敷地のレベルはどのような関係か。雨水の浸入のおそれはないか。（委員） 

→・西側道路は北側に向かって傾斜がついている。敷地のレベルは西側道路より低いが、道路の水が敷地内に 

入らないよう道路の方向に水勾配を設け、適切な排水計画を行う。（事業者） 

・職員用昇降口が北側にあるが、使い勝手や校庭利用を考慮し児童用昇降口にまとめる必要はないのか。（委員） 

 →・駐輪場からの動線を考慮し、北側に計画した。今後の設計で学校と協議しながら決めていく。（事業者） 

・セキュリティを考慮し児童利用の昇降口と職員利用の昇降口を分けることは妥当であると考える。（委員） 

  ・一方で警備の方がいる主事室に近い場所がいいという考えもある。（委員） 

  ・校庭利用については、職員の運動靴のみ児童用昇降口に配置する方法もある。（委員） 

 ・マンホールトイレはどこにあるか。（委員） 

 →・多目的ルームや防災倉庫付近の北側敷地内への計画を考えている。（事務局） 

 ・既存特別教室棟の南側の屋外階段は必要か。（委員） 

→・２階居室からの避難、テラスの屋外利用、BOP と校庭の動線を考慮して階段を計画している。（事業者） 

  ・法的に必要ない場合なくて良いと思う。（委員） 

 ・③案で-500 の計画をする居室は、何により決まっているのか。（委員） 

→・居室の床レベルは、体育館下の教室は天井高確保のため下げている。外部と直接行き来する開口部を設ける 

室（給食室、防災倉庫、ゴミ置場、他）を-500 としている。（事業者） 

 ・多目的ルーム等、①②案では 2.4m の天井高さの居室があるが問題ないのか。（委員） 

 →・世田谷区の標準設計仕様書では天井高 2.7m を基本としているが、建築基準法では居室の天井高さは 2.1m 確保 

できれば良い。教室によっては、天井を張らずに直天井とする方法もある。（事業者） 

・体育館下の教室で基本の天井高を確保するため、③案をベースに本日の指摘事項を修正してほしい。（委員） 

・次回、③案をベースに図面を修正し、基本設計で反映する項目の整理も行い提示する。（事務局） 

 

５．その他 

・特になし 

  

次回打合せ日程 

第６回検討委員会 3/26（木）18：00～ 瀬田小学校 多目的室 
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2020.3.26

■検討委員会・中間説明会にて議題となった事項

項⽬ 検討事項

校庭の暑さ対策 第１回検討委員会

既存樹⽊の保全・移植・伐採について 第１回検討委員会

記憶や歴史の継承について（⽔琴窟,ビオトープ等の保存移設、タイムカプセルの発掘） 第１回検討委員会

避難所利⽤時の検討（防災倉庫の設え、マンホールトイレ） 第１、５回検討委員会

体育倉庫、器具庫等について（地域⾏事で校庭にて利⽤する備品の保管場所） 第２、４回検討委員会

児童の登下校の安全性、セキュリティへの配慮（⾨,職員⽤昇降⼝等の配置） 第２、５回検討委員会

環境空地の計画 第４回検討委員会

サッカーコートの検討（⼤きさ、プロポーション） 中間説明会

バリアフリー対応、⾬⽔浸⼊防⽌対策 第3、4、5回検討委員会

児童利⽤階段の幅広さ検討（安全対策） 第３、５回検討委員会

⾳響、照明設備（校庭）の計画
中間説明会
第４回検討委員会

⽊材の積極的な多⽤ 第４回検討委員会

太陽光パネル、蓄電池設置の検討
中間説明会
第４、５回検討委員会

■アンケート集計より得られた考慮すべき事項（例） ※主な意⾒の詳細は、アンケート集計を参照

対象 検討事項

芝⽣の設置 アンケート

ランドセル棚の拡⼤ アンケート

⿊板のホワイトボード化 アンケート

児童の安全確保（教室の施錠機能） アンケート

階段の安全対策 アンケート

可動間仕切の設置 アンケート

ICTを活⽤した教育設備の充実 アンケート

飼育⼩屋の設置 アンケート

新校舎に残したいもの・場所の採⽤（樹⽊、像、池、投擲板、⽔琴窟、他） アンケート

屋上の児童利⽤の検討（運動スペース、ビオトープ等の設置） アンケート

維持管理のしやすい施設づくり（汚れがめだたない仕上げの採⽤） アンケート

保護者 児童の安全確保（防犯カメラの設置） アンケート

校⾨の位置検討 アンケート

環境に配慮した施設計画（⾬⽔の再利⽤等） アンケート

近隣への防⾳対策 アンケート

⼯事による敷地周辺地盤への影響の検討 アンケート

屋外活動時に利⽤できる設備の確保（倉庫、救護スペース、他） アンケート

基本設計で考慮すべき事項

児童

近隣

教職員

外構

施設
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テキストボックス
［資料３］



SCALE　1/800配置平面図世田谷区立瀬田小学校改築基本構想案作成支援業務委託 -第６回改築基本構想検討委員会-　20/3/26　
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SCALE　1/800配置平面図世田谷区立瀬田小学校改築基本構想案作成支援業務委託 -第６回改築基本構想検討委員会-　20/3/26　
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SCALE　1/400断面図世田谷区立瀬田小学校改築基本構想案作成支援業務委託 -第６回改築基本構想検討委員会-　20/3/26　
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SCALE　1/800配置平面図世田谷区立瀬田小学校改築基本構想案作成支援業務委託 -第６回改築基本構想検討委員会-　20/3/26　
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学校改築に向けた今後のスケジュール予定 

時 期 内 容 

令和２年度 基本設計 

令和３年度 

実施設計 

プール解体工事 

仮設校舎等整備、移転等 

令和４年度 

～令和５年度 

既存校舎棟解体工事 

改築工事、移転等 

令和６年度 

体育館棟解体工事 

校庭整備等 
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