
まちだの新たな学校づくりに関するアンケート調査・意見募集報告書② 要旨 

※小、中学生の保護者、未就学児の保護者、市民からのご意見

【ICT 環境】現在の学校施設における課題 

（１）ICT環境

 ICT 環境についての課題は、設備の充実、パソコン・タブレットの１人１台という意見でし

た。 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①ICT 設備を整える

②天候や感染症に影響を受けない授業方法と通学などのルールの整備

③ICT を活用した授業や在宅でも授業が受けられる環境整備

【管理諸室、その他諸室】現在の学校施設における課題 

（１）更衣室

更衣室についての課題は、設置希望、狭いという意見がありました。 

解決に向けた期待では、意見がありませんでした。 

（２）職員室

職員室についての課題は、教室と離れているという意見でした。 

解決に向けた期待では、別棟ではなく同じ棟に作るという意見がありました。 

（３）保健室

保健室についての課題は、衛生面で不安な場所はリフォームしてほしいという意見でした。 

（４）PTA 室

PTA 室についての課題は、環境が悪い、下層階にして冷暖房は必須という意見でした。 

区分 課題 件数

ICT環境 ・設備の充実 32件

62件 ・1人1台 13件

・オンライン教育 10件

・ICTの活用 7件

区分 課題 件数

更衣室 ・設置希望 1件

4件 ・狭い 1件

・その他 2件

職員室 ・教室と離れている（子供が行きにくい） 1件

1件

保健室 ・衛生面 1件

1件

PTA室 ・冷暖房 1件

1件
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ICT教育環境

課題 解決に向けた期待 連番

ICT環境
(62件)

設備の充
実

(32件)

（未記入） デジタル機器導入。IT革新に敏感で
あって欲しい。

1

ICT活用環境の整備。 設備の充実。 2

ICT技術を学べる環境 パソコン教室の充実 3

IT環境が不足している。デジタルトラ
ンスフォーメーションや、子供が情
報社会に出ていく上で必要になる環
境を整えた方が良いと考える。

子供、教師が利用する校内ネット
ワークの準備や学生証のIDカード
化、コロナ等の緊急事態下でも授業
できるリモート環境の用意。

4

P Cやタブレットを取り入れた学習が
行える設備があるといい。

（未記入） 5

Wi-Fi環境の充実性 ICT事業者に委託してもっとオンライ
ン授業ができる環境を整えてほし
い。

6

Wi-Fi環境の充実性。コロナ感染予防
のための
消毒液がない。
町田市立の学校で消毒液を買って生
徒にさせている学校もある。

消毒液の購入や感染防止策のレベル
の向上
1クラス40人だと感染防止にならな
い。
1学年80名以上にならないと
3クラスにならないという規定を替え
てほしい。

7

インターネット環境をもっと整え、
学校家庭相互の連絡を完全ネット
ベースにする

ネットワーク環境整備 8

オンライン環境の整備が近隣の自治
体よりかなり遅れている。夏休みを
減らすなら、減らした期間だけでも
早くオンライン授業の導入を急ぐべ
き。

塾などの外部の力を借りて、いち早
く充実した授業ができるように。

9

パソコン教室の充実。 パソコンを使いやすく配置した教室
を作る。先生の画面もみんなに見や
すく。

10

リモート授業に対応できるpc環境
環境が整わない家庭にはノートpcの
貸し出し等

リモート授業に対応できるpc環境
環境が整わない家庭にはノートpcの
貸し出し等

11

一番は、インターネット環境が整わ
ない、進まないこと
空調

最低限の補修管理は必要と感じます
が、
もっと、デジタルの流れに沿った環
境整備を求めます。

12

感染を防ぐ為の透明な仕切り（表情
は見えるように）
ネット環境の充実

（未記入） 13

建設から40年近くが経過しており、
建物の老朽化が進んでおりＩＣＴ環
境も含めた改修計画が必要となり、
改修工事時の校舎の確保などが課題
になると考えます。

校舎統合前に改修を終えて、旧校舎
の有効活用することを期待します。
また、旧校舎跡地をどのように活用
していくのか、市民にとって有効活
用できる施設に活用して欲しいで
す。

14

小・中学生、
未就学児の保
護者、市民か
らのご意見

設問４：あなたのお子さまが通学している学校の施設環境（例：校舎、教室、体
育館、その他のスペースなど）について、どのような課題があると考えますか。
　また、その課題を解決するために、新たな学校づくり（学校施設整備）にどの
ようなことを期待しますか。

区分
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ICT教育環境
課題 解決に向けた期待 連番区分

ICT環境
(62件)

設備の充
実

(32件)

現在は建て替え中のため詳細はわか
らないが、近いうちに学習用モバイ
ル端末のためのネットワークやWi-Fi
環境整備拡充が必要だと思われる。
またLGBTの生徒、教員についての
人格的配慮の更衣室や御手洗いの整
備

世界を見据えたしっかりとした語学
学習および人権教育

15

現時点では古いが耐震などの対応も
できているが、定期的なメンテナン
スとIT化への設備整備

地域との共有 16

古い、教室にゆとりがない。 ICTの設備をととのえたり、子どもの
居場所となるスペース、ゆとりが必
要。

17

古い、狭い 今回のコロナなどにも対応出来るよ
うにタブレット端末などの導入な
ど、IT環境を整えて欲しい。
40人学級は狭すぎる。

18

校舎が古い。 Wi-Fiがスムーズにつながるとよいと
思います。今後、１人1台タブレット
を使用するとすれば。

19

校舎の老朽化、他地域と比較しての
学校設備の乏しさ（ITや図書などの
ハード面、バスケットボール部が無
い等のソフト面の両方）。
また、給食のメニューは充実してお
り美味しそうなので、中学校でも導
入すると良いと思います。

今ある施設の利活用も大事ですが、
そもそも充実した学びの環境を維持
していくために十分な投資が図られ
ているとは感じがたい状況であるの
も事実です。
よって、新しい学区内をひとつの街
として捉え、適切な立地を選定し、
家庭や地域とのつながりを図ってい
く事が大事だと思います。

20

校庭が狭い。体育館が狭い。遊具が
十分ではない。

IT社会についていけるようにITの充実 21

施設が古くなってきている。 ICTを活用した施設。 22

施設の老朽化 ICT環境を含め、子供たちの新たな学
びに対応できる環境

23

施設の老朽化対策。wifiなどの通信イ
ンフラの整備。超高齢化社会を加味
したユニバーサルデザインによる施
設整備。

少子化、高齢化、デジタル化などの
変化を見据えつつ、就学児童を主役
とした学校環境のデザイン。高齢化
への配慮は必要だが、あくまでも子
供達の施設である事を念頭に議論を
進めてほしい。

24

私も卒業している学校なので、あち
こちかなり老朽化していると思いま
す。課題は老朽化だと思います。あ
と施設環境としては、いまの時代、
パソコン室などコンピューター関連
施設を設置するといいと思います。

実施するにはかなりの予算が必要と
思いますが、実現できるとうれしい
です。

25

情報インフラ不足があるのではない
かと想像しております。

施設ハード面の拡充とともにソフト
インフラの充実が図られることも期
待いたします。

26
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ICT教育環境
課題 解決に向けた期待 連番区分

ICT環境
(62件)

設備の充
実

(32件)

情報教育の為の設備や専門の教師の
方がいると良いと思う。

パソコンやタブレット端末の整備。
アナログで芸術に触れられる様な場
所があると想像力が膨らんで良さそ
うだと思います。　図書室の放課後
利用ができたら子供達も自習がしや
すいのではないでしょうか。

27

全体的に施設が古い。 IT化 28

特に無し IT化 29

老朽化 アイティ環境の充実 30

老朽化がひどい、it化への対応の遅れ 設備への予算を増やす 31

老朽化とIT化 子供が通いやすい場所へ学校を新設
する

32

1人1台
(13件)

（未記入） パソコン1人一台使える環境にして欲
しいです

1

（未記入） パソコンを一人１台づつになるよう
にする

2

・体育館、フリースペースなど一定
の広さで、活動できる場所が少ない
・各教室締め切られる状態で閉鎖的
・職員室、校長室、事務室など1部屋
で良い
・PC、タブレットなど端末がパソコ
ン室にしかなく、ほとんど触る機会
が無い。各教室に数台設置などだれ
でも気軽に触れる状態が必要
・プリントの質が非常に悪い。紙は
茶色いわら半紙、印字もかすれて
る、薄い、切れてるなど読めない状
態が多い。元がカラーなのに白黒印
刷だから読めないなど。日本の教育
環境の劣悪状態を改めて感じる。子
供を大切に育てる気が無い、環境が
ない
・先生の仕事環境の向上。上記もそ
うだが印刷環境など子供の教育にか
かわることをケチらないでほしい。
一般的な企業と同じ印刷機、紙、イ
ンクを提供してほしい。先生の資料
作成力の向上も必要。時間割など常
識と異なる作りで見づらい。

・民間から環境作りのリーダーシッ
プをとってくれる人を採用
・ICT活用など専門家にコンサルして
もらっての環境作り
・同じくICTの教育現場での活用方法
を専門家指導で作っていき、教師誰
でも当たり前の様に使えること
・水道、電気と同じように全世帯
ネット環境、最低端末の供給、オン
ライン学習環境の整備
※学校、自宅の環境が整えば、紙、
インクの削減、印刷、配布の手間軽
減にもなる

3

ICT教材の不足。こちらに関しては、
町田市が本気でやる気があるのかと
思う。つくばから越してきて、我が
子が授業がつまらないとしばらく絶
望していた。いまでは放棄。つくば
の小学校には全国から視察にいらっ
しゃるので、一度行かれては?

財源を福祉ばかりあてず、教育にも
回すべき。

4

ITC設備の不足 教員が使用できるPC台数の確保、生
徒が使用できる教材としての端末の
確保。

5
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ICT教育環境
課題 解決に向けた期待 連番区分

ICT環境
(62件)

1人1台
(13件)

パソコン1人一台 学習効果向上 6

まずは、授業参加等もなく親が学校
に足を運ぶ機会が少ないのに対して
施設環境を聞くのはいかんせん矛盾
あり。授業参観やイベントで足を運
ぶ機会を増やす必要があると考え
る。教室と体育館を見た限りでは教
室は冷房もあり私たちの時よりも充
実していると感じる。体育館は変わ
らず中の空調管理が・・・蒸し暑い
とと感じることありかと考えます。

プログラムとかをやるなら全校生徒
にノートパソコンなどの用意が必
要。プール泳ぎを教える必要はない
が水の怖さや溺れた際のどうするか
の授業は必要。
新しく作るのならばやはり最先端の
技術を使い身近に感じて今後に役立
ててほしい。給食室完備。

7

休校時の自宅学習などのIT化 ネットワーク、一人一台のPC環境整
備

8

建て増しを繰り返したのか迷路
わかりにくい

4階とか最上階に教室ではなく、理科
室音楽室、多目的室など設置した方
がいい

パソコン、タブレットも増やして欲
しい

（未記入） 9

施設面での課題は多くないが、コン
ピュータ教育、プログラミング教育
をするためにも、PC、タブレットの
一人一台へ。

PC、タブレットの一人一台 10

児童数分のIT設備 天候や感染症に影響を受けない授業
方法と通学などのルールの整備。

11

上履きのままトイレ、体育館、教室
が同じであるのは衛生的にどうなの
か？
オンライン教育を、早期に進めるべ
き

タブレットを全生徒に配布し、保護
者にも何度かに渡って説明や使い方
を指導する

12

人数の多さ 1人一台パソコンを使える 13

オンライ
ン教育
(10件)

（未入力） オンライン化 1

（未記入） オンライン、IT化を迅速に進めてほし
い

2

（未記入） オンライン授業 3

（未記入） コロナの対応の自治体差があるよう
に、オンラインなどの強化

4

2年1組と2組のプレハブ校舎が、あ
まりに仮設すぎる

オンライン教育を活用することで、
複数のクラスが1つの教室をシェアで
きるようにすること

5
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ICT教育環境
課題 解決に向けた期待 連番区分

ICT環境
(62件)

オンライ
ン教育
(10件)

コロナの影響も今後あると思います
ので、zoom参加でも出席日数に入る
ようにしてもいいと思います。

欠席の場合、学校に連絡帳を届けな
ければならないというのが、働いて
いる中でとても難しいのでメールな
どの連絡でも可にして欲しいです。
コロナで先生方もお忙しいと思うの
で、ネットを使用した円滑な連絡、
ネット配信授業の導入など柔軟な対
応を期待します。

6

旧校舎については特に、老朽化が進
んでいる。

新型コロナ対策ともかぶるが、通学
せずとも授業を受けられるよう、オ
ンライン授業の準備を早く進めてい
ただきたい。

7

今回のコロナによる長期休校時など
の教育サポート環境がない(オンライ
ン授業など)

教育のITC化、および有効活用できる
環境・人員づくり

8

今回のコロナのような学級閉鎖に対
するオンラインの拡充。また、温暖
化による熱中症への対策。

限られた税金の中で実現するには統
廃合はやむなしだと思います。むし
ろクラス数が少なくなっている現在
のほうが競争、多種多様という意味
で危うく感じます。

9

老朽化であまりきれいでない。設備
が古いので、先生の授業が大変そ
う。

IoTを導入し、オンライン化できるよ
うにする。今後はコロナやその他感
染予防も考慮して全員入る教室など
は不要になるのかもしれない。

10

ICTの活
用

(7件)

（未記入） タブレットを使用した学習 1

ICT化 ICTを活用した授業や、在宅でも授業
が受けられる環境整備

2

IT授業が始まる中、学校の他の授業も
タブレットなどを使ってもっと実践
的に取り組んで欲しい。また、ここ
数年、夏が暑すぎてプールに入るこ
とが数えられる程度しかなくなって
しまった。校内に作ることは難しく
ても、せめて市内で共通の室内の
プールなどあったらいいと思った。

パソコンルームとかではなく、各ク
ラスタブレット授業とかも組み入れ
てほしい。また、プールに入らない
という現実があるのに、中学では4泳
法できるようになることを求められ
るのは矛盾しているので、真夏でも
入れるよう屋根付きのプールサイド
や休憩室などを設けて他　対応して
欲しい。

3

駐車場のスペースを保護者にも開放
してほしい。学校で給食を作ってほ
しい。

インターネットやタブレット端末の
利用を進める。

4

冷暖房快適に使用すること。
パソコン、タブレット活用出来る環
境、専用の教室

私立は中学からパソコン、タブレッ
トの授業や、課題などをおこなって
いてコロナでの休校でも授業がオン
ラインで受けることが出来ていた。
そのような体制を早く整えられたら
良いです。

5

老朽化。ネット・ITの活用。 黒板などを廃止しタブレット等を使
用し昭和の教育体制からの脱却。

6

老朽化はあるけれどキレイです。ICT
化に対応した設備は今後必須になる
でしょう。

電子黒板、Apple TVの導入、各教室
IP、メディアルーム、など。

7
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管理諸室等

課題 解決に向けた期待 連番

（未記入） 更衣室があればとおもいます。 1

もう少し広い更衣室があれば良い。 ネットワーク環境の整備、セキュリ
ティの強化、防犯カメラの設置など。

2

更衣室があまりきれいでないと、子供
から聞きました。

（未記入） 3

更衣室やフリールームが足りない。 （未記入） 4

職員室が教室から離れていること。 別棟にをつくるのではなく、同じ棟に
職員室、教育を作り、子供達が職員室
に、行きやすくすることを期待する。

1

全てが古いし築50年近くの建物でま
だ新校舎の計画もないので心配。せめ
て給食室や保健室など衛生面で不安な
場所はリフォームしてほしい

（未記入） 1

PTA室の環境が悪い！下層階にして
冷暖房は必須！

（未記入） 1PTA室
(1件)

小・中学生、
未就学児の保
護者、市民か
らのご意見

設問４：あなたのお子さまが通学している学校の施設環境（例：校舎、教室、体
育館、その他のスペースなど）について、どのような課題があると考えますか。
　また、その課題を解決するために、新たな学校づくり（学校施設整備）にどの
ようなことを期待しますか。

区分

更衣室
(4件)

職員室
(1件)

保健室
(1件)
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