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第２回検討委員会で出された御意見の 

        「柳町小学校教室対策等協議会 報告書（案）」への対応について 
 
※【１改築の必要性】【２ 改築の基本理念】【３ 改築において配慮する事項】については、それぞれ①、②、③と略記

しています。 

※「文京区立誠之小学校改築基本構想検討委員会報告書」については、「誠之小報告書」と略記しています。 

 

いただいた御意見（要旨） 御意見への対応 

○委員の意見を取り入れてくれて感謝している。

ゴシック体の部分を具体的に考えるに当たり、

施設全体の安全に配慮し、また、子ども達の関

心をはくぐむものにして欲しい。 

○②に「児童・園児が安全に伸び伸びと活動でき

る空間、施設とする」ことを盛り込みました。 

○③について、安全面が大切である。また、校庭

を広くして欲しい。（素案）のように進めてく

れればよい。 

○②に「児童・園児が安全に伸び伸びと活動でき

る空間、施設とする」ことを盛り込みました。 

○③にご指摘の内容を盛り込みました。 

○①・②については異論なし。③についても記載

のとおりであるが、「やなぎの森」について、

樹木を診断した際、老木化が進んでいるという

報告があったこともあり、子ども達にとってよ

りよいものになるよう検討して欲しい。 

○③にご指摘の内容を盛り込みました。 

○「柳町小学校校舎は、昭和 38 年に着工し、昭

和 41 年に鉄筋の校舎に改築し、その後、昭和

○年に校庭を土に改修、後○年に庭園として樹

木と池等が作られた。昭和 49 年に図工室等の

ある棟を増築した。」にして欲しい。 

○ご指摘の内容を盛り込みました。 

・「築 50年という校舎と体育館の劣化に加え、増

築部分の震災の影響は著しい。」という表現を

加えて欲しい。 

○柳町小学校は、耐震改修を終了しており、耐震

上の問題は無いことから、報告書に盛り込む内

容ではないと認識しています。 

・「児童数・園児数の増加にともなって給食室、

職員室なども手狭になってきている。」にして

欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、修正いたしました。 

・「育成室も３室あり、すべて定員いっぱいの状

況となっていて将来児童数が増えた時の待機

児童が出る心配がある。」にして欲しい。 

○３室の定員がいっぱいであることを盛り込み

ました。なお、将来推計等については今後の検

討の中で整理してまいります。 

・「柳町こどもの森は、近年園児数が増加してお

り、給食室が手狭なため、すべての園児に毎日

給食を提供することができておらず、また、こ

のまま園児が増えると、給食の提供が難しくな

るため、全園児をまかなえる程度の給食室が必

要である。または、園児数に流動的に対応でき

る給食室にする等の工夫が必要である。加え、

近年増えているアレルギー児童への給食作り

のスペースも考察される必要がある。」にして

欲しい。 

○給食室の整備においては、アレルギー対応な

ど、ご指摘の内容を踏まえたものとして整備す

ることが前提となっています。 

・「現在、柳町小学校は土地が低いため、水害時

の避難所として認定されておらず、地域住人の

不安でもある。水害時にも安心して避難出来る

施設が求められる。」という表現を加えて欲し

い。 

○避難所としての体育館の階層などは、今後の検

討課題としてまいります。 

・「第一育成室及び児童館が幼稚園園舎の上階と ○ご指摘を踏まえ、「合築するそれぞれの施設の
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いうこともあり、児童達の足音や遊ぶ声がお昼

寝が必要な園児の午睡のさまたげとなってお

り、生活の負担となっている。」という表現を

加えて欲しい。 

運営が互いに支障とならないよう、施設の配置

や動線に配慮する。」ことを盛り込みました。 

・「柳町小学校は、閑静な住宅市街地や商店街に

囲まれ、明治 34年の開校以来、学校、保護者、

地域が区と共に力を合わせて築き上げられ、昭

和 49 年に図工室等の増築、昭和○年に校庭を

土に改修、○年に庭園として樹木、池が配置さ

れる等長い歴史と伝統を有する地域に愛され

た小学校である。 

○①の項目で述べているため、重複をさけるた

め、②の項目では削除しました。 

・「柳町こどもの森は、昭和 28年に柳町小学校内

に併設開園され、昭和 48 年に独立幼稚園とな

り、平成 18年より「柳町こどもの森」（幼保一

元施設）として開設された。」にして欲しい。 

○①の項目で述べているため、重複をさけるた

め、②の項目では削除しました。 

・「近年、柳町地域では、児童・園児数が増加し

ており、柳町小学校、柳町こどもの森に入学・

入園する児童・園児が増加している。」につい

て、現在の児童数、園児数及び今後の見込み人

数を記載して欲しい。 

○今回検討いただいている報告書は、改築の方向

性を定めるものであり、詳細なデータを盛り込

むことは想定しておりません。 

・「校舎と体育館及びプールから成る学校施設は、

施設全体の老朽化が進んでいることや児童一

人当たりの校庭・校舎面積が児童増加により狭

くなっているなど、児童を取り巻く教育環境の

早急な改善が求められている。」という表現を

加えて欲しい。 

○現在の施設は耐震上の課題は無いことから、ご

指摘の内容を盛り込むことは想定しておりま

せん。 

・「柳町小学校は、教室不足に対応するため、校

庭に仮校舎を整備したため、校庭が狭くなり、

運動会や体育授業の実施、さらには日常の外遊

び等に影響が出ているという課題がある。区内

の他施設の利用や、仮の体育館設置など早急の

対応が求められる。」にして欲しい。 

○ご指摘の内容は改築の方向性を定める本報告

書に盛り込む内容ではないと考えています。 

・「柳町こどもの森は、近年園児数が増加してお

り、給食室が手狭なため、すべての園児に毎日

給食を提供することができておらず、また、こ

のまま園児が増えると、給食の提供が難しくな

るため、全園児をまかなえる程度の給食室が必

要である。または、園児数に流動的に対応でき

る給食室にする等の工夫が必要である。加え、

近年増えているアレルギー児童への給食作り

のスペースも考察される必要がある。」にして

欲しい。 

○給食室の整備においては、アレルギー対応な

ど、ご指摘の内容を踏まえたものとして整備す

ることが前提となっています。 

・「育成室も定員いっぱいの状況となっているが、

現在、第一育成室○名、第二育成室○名、第三

育成室○名である。100名を超える児童の受け

入れ可能な器が必要であり、児童の安全を一番

にそれぞれの育成室が別途に児童を管理でき

る環境が求められる。」にして欲しい。 

○今回検討いただいている報告書は、改築の方向

性を定めるものであり、詳細なデータを盛り込

むことは想定しておりません。 

・「第一育成室及び児童館が幼稚園園舎の上階と

いうこともあり、児童達の足音や遊ぶ声がお昼

○ご指摘を踏まえ、「合築するそれぞれの施設の

運営が互いに支障とならないよう、施設の配置
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寝が必要な園児の午睡のさまたげとなってお

り、生活の負担となっている。」という表現を

加えて欲しい。 

や動線に配慮する。」ことを盛り込みました。 

・「今回の改築には、新学習指導要領への対応は

もとより、学校施設の地域への開放や避難所機

能などを考慮した施設整備も求められている。

加え、避難所としての整備には、水害時の対応

も考慮に入れた施設が必要である。さらに、「文

京区教育振興基本計画」の考えも取り入れた学

校づくりを行っていかなければならない。単に

面積の要件だけを満たすのではなく、児童・園

児が安全に伸び伸びと行動しやすい空間、施設

とすることが重要である。」にして欲しい。 

○避難所としての体育館の階層などは、今後の検

討課題としてまいります。 

○ご指摘を踏まえ、「合築するそれぞれの施設の

運営が互いに支障とならないよう、施設の配置

や動線に配慮する。」ことを盛り込みました。 

・「一体的な整備にあたっては、柳町小学校と柳

町こどもの森の敷地を合わせて活用すると共

に、周囲公園、空き地等を使用し、工期及び工

事中の児童・園児への負担を軽減することが求

められる。」にして欲しい。 

○工事期間中の児童・園児の負担軽減について

は、すでに盛り込んであります。 

・「児童が少なくなった時に利用可能な施設形態

とし、災害時のための備蓄庫を十分確保できる

ものとする。」という表現を加えて欲しい。 

○ご指摘の内容は具体的な設計の中で今後、検討

してまいります。 

・「敷地内の樹木については、これまで学校と地

域とが区と心を込めて見守り整備してきたも

のであることや、子どもたちの自然や命、そし

て、学校を愛する心の育成に寄与し、様々な授

業への活用と、子どもの心の安定に大きく貢献

してきたものであることを十分に踏まえ、改築

に際しどうしても支障となる樹木は除くが、

「やなぎの森」は存続させる必要がある。」に

して欲しい。 

○「やなぎの森」の記述については、第２回検討

委員会で、様々な視点から議論をいただき、最

終的には、第２回でお示しした事務局案で合意

いただきました。 

○ただし、「やなぎの森」の再整備の視点に「安

全面に配慮する」ことを加えました。 

・「柳町小学校賛歌にも歌われる土の校庭を「や

なぎの森」、幼保の名称にもなった「こどもの

森」に代表される自然と共生し生命の大切さを

感じ取れる現教育を引き継げる環境を守るた

め、土の校庭と「やなぎの森」は残す。」とい

う表現を加えて欲しい。 

○「やなぎの森」の記述については、第２回検討

委員会で、様々な視点から議論をいただき、最

終的には、第２回でお示しした事務局案で合意

いただきました。 

○ただし、「やなぎの森」の再整備の視点に「安

全面に配慮する」ことを加えました。 

・「外部からの侵入や盗撮などに対応できるセキ

ュリティの充実。」という表現を加えて欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、セキュリティにも十分配慮す

ることを盛り込みました。 

・「これらを敷地等諸条件の中で、柳町小学校・

柳町こども森の歴史と伝統と校風・園風が反映

された、最良となる学校・園・育成室・児童館

づくりが実現するよう、施設のあり方について

「検討委員会」にて検討を進めていく。」にし

て欲しい。 

○ご指摘の内容を加えました。 

・「工事期間中は、安全面の確保について万全を

期するとともに、児童・教員及び周辺地域への

負担ができうる限り軽減するよう、施設の確

保、工事手法、工程において最大限に配慮する

ものとする。特に、工事車両が生活道路を通過

することによる周辺地域の生活環境への影響

○ご指摘の内容は当然含まれているものと考え

ております。 
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を、可能な限り軽減するべく計画することが重

要である。」にして欲しい。 

・「実際に利用しやすいバリアフリーの施設整備

を行う。」にして欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、「利用するすべての人が使い

やすいよう、バリアフリーの施設整備を行う」

ことについて盛り込みました。 

・「区の防災担当部局と調整の上、障害者、高齢

者等の要配慮者も利用することに加え、水害時

にも安全を確保することを踏まえた避難所機

能を備えた施設整備を行う。」にして欲しい。 

○避難所としての体育館の階層などは、今後の検

討課題としてまいります。 

 

・「「やなぎの森」の樹木で、中心部分が空洞にな

っている老木については、安全面からの調査・

対応も必要となっている。」にして欲しい。 

○具体的な取り組みは今後の検討課題としてま

いります。 

・「「やなぎの森」については、子どもたちが知的

好奇心や探究心を持って、自然に親しみ、目的

意識を持った観察・実験を行うことにより、科

学的な見方や考え方、さらには、命を大切にす

る心や優しさを育むことを続けることができ

るよう、専門家の支援などを得て存続し、子ど

も達にとって不利益となる箇所は再整備する

ことも検討していく。」にして欲しい。 

○「やなぎの森」の記述については、第２回検討

委員会で、様々な視点から議論をいただき、最

終的には、第２回にお示しした事務局案で合意

いただきました。 

○ただし、「やなぎの森」の再整備の視点に「安

全面に配慮する」ことを加えました。 

○防犯カメラの設置には、感謝している。子ども

達の安全を最大限確保して欲しい。 

○引き続き子ども達の安全に最大限配慮してま

いります。 

・①の「東日本大震災以後、文部科学省では避難

所機能や防災対策の向上など、各自治体に東日

本大震災において顕在化した課題や学校施設

に係る課題の対応を求めている。」の書きぶり

は誠之小報告書と同じにして欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、修正いたしました。 

・教室不足は困るので、早期により良い教育環境

の整備をスピード感をもって進めて欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、対応してまいります。 

○概ね良い。狭い敷地であることを考えると、近

隣公園の活用を検討すべきである。また、必ず

高層化して欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、「敷地面積の有効活用を図る

こととする。」ことを盛り込みました。 

○門の位置を変更し、児童の動線を短くして欲し

い。 

○ご指摘を踏まえ、「園児の通園、児童の通学時

の安全を確保する観点から、門や昇降口の位置

に配慮する。」ことを盛り込みました。 

・下駄箱前にすのこを置くなど土足と上履きを一

緒のところで履き替えることのないようにし

て欲しい。 

○ご指摘の内容については、今後の検討課題とし

てまいります。 

・東日本大震災の際の図工室の状態を考えると、

建物を繋げるのではなく、１つの建物として整

備して欲しい。 

○ご指摘の内容は今後の検討課題としてまいり

ますが、現時点では基本的に１つの建物として

整備することを考えております。 

・「やなぎの森」を残した場合、蚊の発生がある

ことを考慮し、プールは離れた位置に設置して

欲しい。 

○ご指摘の内容は今後の検討課題としてまいり

ます。 

○教室不足は問題である。理想的状態を追いかけ

ていたら出来なくなるので、増築した方が良い

のではないか。 

○ご指摘の教室不足に対応するべく、スピード感

を持って対応してまいります。 

・「やなぎの森」のせせらぎは良くできているが、

老木もあるし、大風などで倒れたら問題であ

る。 

○ご指摘の内容を踏まえ、「やなぎの森」の再整

備の視点に「安全面に配慮する」ことを加えま

した。 
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・第一段階は「やなぎの森」に増築し、今ほど大

きくなくてもせせらぎをプールの近くに造れ

ば良い。また、その後、非現実的かもしれない

が、体育館を高くして、その下をプールにし、

水を常時張っておくことで防火水槽として使

えるようにできれば良い。そうすれば、第二育

成室と現体育館を一体とすることにより、体育

館は広くなるし、現プールは埋めてしまえば、

校庭も広くなると思う。 

○校庭を広くすることなど、ご指摘の趣旨を今後

の整備計画の中で検討してまいります。 

・さらに言えば、柳町こどもの森の建築位置を変

えることにより、園庭を広く出来れば良いと思

う。 

○校庭・園庭を広く取れるよう、今後の整備計画

の中で検討してまいります。 

・まず教室不足を解消するべきである。 ○ご指摘の教室不足に対応するべく、スピード感

を持って対応してまいります。 

○高層化にして欲しい。 ○ご指摘を踏まえ、「敷地面積の有効活用を図る

こととする。」ことを盛り込みました。 

・洪水になっても大丈夫なように防災倉庫は高い

ところに設置して欲しい。 

○ご指摘の内容は、今後の検討課題としてまいり

ます。 

○なかなかよく書けている。なお、直接関係ない

が、全面改築になった経緯について説明して欲

しい。 

○第１回検討委員会の資料第４号により詳細に

説明した通りです。 

・②に「文
ふみ

の 京
みやこ

」の文京区にふさわしいものを

つくるという意欲的な表現を盛り込んで欲し

い。 

○ご指摘の趣旨はすでに②の全体の中に盛り込

んであると考えています。 

・少年野球チームの校庭使用や地域の避難所など

様々に使われていることを考慮し、セキュリテ

ィが問題であると考えている。 

○ご指摘を踏まえ、セキュリティについて盛り込

みました。 

・②に地域も使える学校というニュアンスを盛り

込んで欲しい。 

○「学校施設の地域への開放や避難所機能などを

考慮した施設整備」として盛り込んでありま

す。 

○「区議会の議決に基づき、仮校舎の整備及び校

舎の増築計画を進めてきたが、各方面から様々

な意見が寄せられたため」の記述について、具

体的にいつの議決で、また、区議会の要望で動

いたということなら、その要望の日付を書いた

方が後々のために良いのではないだろうか。 

○第１回検討委員会の資料第４号により詳細に

説明した通りです。なお、区議会からの要望に

加え、近年柳町子どもの森の園児数の増加など

にも対応するため、柳町小学校、柳町子どもの

森、児童館、育成室も含めて一体的な整備を行

うこととしたものです。 

○改築することになるといろいろな意見が出て

くる。なので、とりあえず教室不足もあり、ま

た、校庭を広く、学校環境を良くして欲しいと

いうこともあるため、皆の意見を集約し、とに

かく１日でも早く進めることである。 

○ご指摘の教室不足等に対応するべく、スピード

感を持って対応してまいります。 

○うまくいっている。理想的に書いても実際始め

ると変わっていくものである。すぐやった方が

良い。 

○引き続き、スピード感を持って対応してまいり

ます。 

○１日でも早く進めることに賛成である。素案は

よく出来ている。方向性はこのとおりである。

早く決めて早くやる方が良いと思う。 

○引き続き、スピード感を持って対応してまいり

ます。 

○素案なので、これで概ね良い。先にどんどん進

めて欲しい。早め早めの行動をとった方が良

い。 

○引き続き、スピード感を持って対応してまいり

ます。 
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○これで良い。③について、「やなぎの森」の移

植が無理だとしたら、子ども達に植樹させるな

ど、子ども達が携われるという意味も含まれて

いると理解している。 

○指摘の子ども達のかかわり方については、今

後、学校と調整してまいります。 

○これで良い。基本的に小学校・柳町こどもの森

一体に整備するに当たり、高層化するなら、例

えば、プールを室内に作ることにより、台風の

時でも使用できるようにしたらどうか。また、

「やなぎの森」のことや校庭どうするかなど総

合的に考えて欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、今後、具体的な内容について

検討してまいります。 

○「児童」「児童・園児」と書きぶりが違うので

統一して欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、修文いたしました。 

・消防団の倉庫は固定なのだろうか。改築した場

合、あの場所にあるままでは不自然になるので

はないか。 

○ご指摘の内容は、今後検討してまいります。 

・千川通り沿いであれば、高い建物が出来るので、

柳町遊び場（千川通り沿いの公園）も含めて、

そちらに寄せた方が良いのではないか。 

○ご指摘の内容は今後検討してまいります。 

○柳町こどもの森の安心・安全を保ちつつ、園児

の安心な生活に配慮して欲しい。 

○②に「児童・園児が安全に伸び伸びと活動でき

る空間、施設とする」ことを盛り込みました。 

 

○園児達も樹木に親しむことが出来るという期

待が高まっている。概ね問題ないと思う。 

○ご指摘の内容を踏まえ、「やなぎの森」の再整

備の視点に「安全面に配慮する」ことを加えま

した。 

・②について、保育環境にも配慮するというよう

な記述が欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、②に「児童・園児が安全に伸

び伸びと活動できる空間、施設とする」ことを

盛り込みました。 

 

・千川通り沿いは自転車が多いため、門の位置の

変更も考えて欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、「園児の通園、児童の通学時

の安全を確保する観点から、門や昇降口の位置

に配慮する。」ことを盛り込みました。 

・園児の定数はどうなるのか。変更の可能性もあ

るのか。 

○ご指摘の内容は、今後の検討課題としてまいり

ます。 

○柳町小学校の特徴である（１）特別支援教育、

（２）広い校庭、（３）自然の中で伸び伸びと

元気に過ごす子ども達、というようなコアな部

分を大事にした②や③が望まれる。 

○ご指摘を踏まえ、②に「児童・園児が安全に伸

び伸びと活動できる空間、施設とする」ことを

盛り込みました。 

 

・③について、特別支援教育や地域の方との複合

施設ということを踏まえると、バリアフリーに

ついては必ず盛り込むべき事項だと思う。 

○ご指摘を踏まえ、③に「利用するすべての人が

使いやすいよう、バリアフリーの施設整備を行

う」ことを盛り込みました。 

・柳町小学校には「やなぎの森」があり、柳町こ

どもの森には築山がある。どちらを活かすか活

かさないかではなく、今まで子ども達が親しん

できた自然環境は引き続きというかたちで配

慮して欲しい。 

○ご指摘を踏まえ、③の「（３）やなぎの森」に

ついて」の項目として整理しました。 

・動線について、例えば、６年生の強く投げたボ

ールが幼稚園児に当たらないとか、地域の方の

利用ということを考えると、すみわけが重要で

ある。ただ、余り分断するというのも、一体と

して整備する意味がなくなるため、交流可能な

○ご指摘を踏まえ、②に「児童・園児が安全に伸

び伸びと活動できる空間、施設とする」ことを

盛り込みました。 

  



7 

 

安全性や動線を確保するようにして欲しい。 

・土校庭は可能であれば、引き続きあった方が良

いが、ホコリの問題はある。 

○ご指摘の内容は、今後の検討課題としてまいり

ます。 

・周囲の道路状況にも配慮して計画を立てて欲し

い。 

○ご指摘を踏まえ、「園児の通園、児童の通学時

の安全を確保する観点から、門や昇降口の位置

に配慮する。」ことを盛り込みました。 

○小学校の教室は再来年にも不足することが見

込まれ、また、育成室もいっぱいであることを

考えると、子ども達のためにもスピードを早め

てやって欲しい。 

○引き続き、スピード感を持って対応してまいり

ます。 

○内容的には前回の協議会を踏まえたものとな

っており、大方良い。 

― 

・育成室の問題や放課後事業のこともある。日中

の学校生活だけではなく、放課後も子ども達に

とって重要なので、ぜひ配慮して欲しい。 

○今後の検討の中でも、引き続き配慮してまいり

ます。 

・細かい点については、次の検討委員会等で進め

るのだろうが、そういったことも過去の経緯の

中で様々な指摘をしてきた。いい加減のもので

は困るが、子ども達のために早く設計に進みた

いという思いがある。 

○引き続き、スピード感を持って対応してまいり

ます。 

・工事に関しても様々な工法を活用し、早期に工

事を終わらせ、子ども達の負担がないよう最大

限の配慮に配慮して欲しい。 

○引き続き、スピード感を持って対応してまいり

ます。 

○「やなぎの森」については存続させる必要があ

る。なぜなら、子ども達の心が大事であり、ま

た、授業での活用も大事だからである。なので、

今ある状態をなくすのではなく「やなぎの森」

の場所を存続させるということが大事である。 

○「やなぎの森」の記述については、第２回検討

委員会で、様々な視点から議論をいただき、最

終的には、第２回にお示しした事務局案で合意

いただきました。 

○ただし、「やなぎの森」の再整備の視点に「安

全面に配慮する」ことを加えました。 

○「やなぎの森」が大切であるということは知っ

ているが、改築という一つの大きな目的がある

にもかかわらず、それにこだわると進まなくな

る。 

○「やなぎの森」の記述については、第２回検討

委員会で、様々な視点から議論をいただき、最

終的には、第２回にお示しした事務局案で合意

いただきました。 

○ただし、「やなぎの森」の再整備の視点に「安

全面に配慮する」ことを加えました。  

○「やなぎの森」は出来てから 50年経っている。

緑は多ければ、多いほど良い。専門家の意見を

聞き、出来る限り同じ状態で残す努力をして欲

しい。 

○「やなぎの森」の記述については、第２回検討

委員会で、様々な視点から議論をいただき、最

終的には、第２回でお示しした事務局案で合意

いただきました。 

○ただし、「やなぎの森」の再整備の視点に「安

全面に配慮する」ことを加えました。 

○この地域は東大植物園も小石川後楽園もある。

「やなぎの森」にこだわると全面的改築が進ま

なくなるので、こだわらずやって欲しい。 

○「やなぎの森」の記述については、第２回検討

委員会で、様々な視点から議論をいただき、最

終的には、第２回でお示しした事務局案で合意

いただきました。 

○ただし、「やなぎの森」の再整備の視点に「安

全面に配慮する」ことを加えました。  

 


