
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

【体育施設・屋外施設等】現在の学校施設における課題 

（１）体育館

 体育館についての課題は、冷暖房の設置、老朽化、狭いという意見がありました。（体育館の冷

暖房は、2021年度末までに全校設置完了予定です。） 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①体育館をもう一つ作る

②広く作り変える

③小中学校合同の練習

（２）運動場

 運動場についての課題は、狭いという意見が多くありました。また、暑さ対策や設備について

の意見がありました。 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①グラウンドの敷地面積への配慮

区分 課題 件数

体育館 ・冷暖房の設置 152件

203件 ・老朽化 26件

・狭い 18件

・設備の充実 2件

・暗い 1件

・その他 4件

運動場 ・狭い 103件

132件 ・暑さ対策 11件

・設備 6件

・芝生化 2件

・植栽 2件

・水はけ 2件

・その他 6件

プール ・老朽化 16件

53件 ・室内化 13件

・暑さ対策 11件

・囲い 4件

・更衣室 4件

・配置 3件

・その他 2件

駐車場 ・保護者用の設置 12件

19件 ・狭い 5件

・その他 2件

運動場の遊具 ・少ない 3件

6件 ・その他 3件

菜園 ・自然、緑が少ない 2件

3件 ・その他 1件

飼育小屋 ・保護者の負担 1件

2件 ・池 1件
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 ②十分な土地の確保 

 ③近くの公園を利用する 

 ④校庭に屋根を付けたり、ミストやスプリンクラーの設置 

 

（３）プール 

 プールについての課題は、老朽化や室内化、暑さ対策という意見がありました。 

 解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

 ①室内プールへの建替え 

 ②民間設備を借りる 

 ③プールに屋根をつける 

 

（４）駐車場 

 駐車場についての課題は、保護者用の設置、狭いという意見がありました。 

 解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

 ①駐車スペースの確保 

 ②ロータリーなどの降車スペースの確保 

 

（５）運動場の遊具 

 運動場の遊具についての課題は、少ないという意見がありました。 

 解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

 ①遊具の充実 

 

（６）菜園 

 菜園についての課題は、自然、緑が少ないという意見がありました。 

 解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

 ①屋上に菜園をつくる 

 

（７）飼育小屋 

 飼育小屋についての課題は、保護者の負担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。 
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【学校施設の多機能化・複合化への対応】現在の学校施設における課題 

 

（１）学校開放 

学校開放についての課題は、地域開放、施設併設という意見がありました。 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①土日や長期休業中に、地域住民が使える施設の確保 

②地域での交流ができる多目的空間としての活用 

 

（２）学童保育 

学童保育についての課題は、狭い、学校内に設置という意見がありました。 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①拡張工事、増設 

②校内の未使用教室の活用 

 

（３）部活動 

部活動についての課題は、部活をするスペースが狭いという意見がありました。 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①校庭の広さや体育館の整備 

 

（４）まちとも 

まちともについての課題は、室内スペースの確保という意見がありました。 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①環境と管理体制の充実 

 

（５）その他の放課後活動 

その他の放課後活動についての課題は、放課後の習い事という意見がありました。 

解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

①希望者はそのまま習い事ができるような設備 

 

 

区分 課題 件数

学校開放 ・地域開放 9件

20件 ・施設併設 7件

・その他 4件

学童保育 ・狭い 5件

13件 ・学校内に設置 3件

・その他 5件

部活動 ・部活をするスペースが狭い 5件

6件 ・その他 1件

まちとも ・室内スペースの確保 3件

5件 ・その他 2件

その他の放課後活動 ・放課後の習い事 2件

2件
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【防災拠点としての施設整備】現在の学校施設における課題 

 
（１）防災拠点 

 防災拠点についての課題は、耐震性、設備の充実という意見がありました。 

 解決に向けた期待では、下記の意見がありました。 

 ①耐震強度の再確認 

 ②補強工事 

 ③空調整備やトイレの改築 

 

 

区分 課題 件数

防災拠点 ・耐震性 25件

66件 ・設備の充実 20件

・位置、地盤 16件

・その他 5件

資料２

4



体育館

課題 解決に向けた期待 連番

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

（未記入） 体育館のクーラーが設置されるそうな
ので特に問題はない。

1

（未記入） 昔からの建物なので、改善できるとこ
ろは現代にあった施設整備が必要だと
おもいます。
体育館にエアコン取り付けなど。

2

（未記入） 出来れば、体育館に冷暖房設備が出来
ると有り難いです。

3

・成瀬台中学校の体育館に冷暖房設備
が無いため、夏冬は非常に体力を消耗
すると子どもから聞いており、問題だ
と思います。入学式の時もとても寒
かったです。
・成瀬台中学校には硬式テニス用のテ
ニスコートが無いです。町田市の他の
中学校にはあります。

・成瀬台中学校の体育館に必要最低限
のエアコンを設置する。
・成瀬台中学校に硬式テニス用のテニ
スコートを設置する。

4

①体育館にも冷暖房設備が必要。
②セキュリティ面がかなり心配。
　現状、誰でも簡単に校舎内に入れて
しまう。
③子供が怪我をしたり、病気でお迎え
に行くときにも駐車できるスペースが
ない。足を骨折したなどの怪我となる
と、しばらくの間は車での送り迎えが
ひつようとなるので、緊急時用の駐車
スペースがほしい。

①すべての活動スペースに冷暖房完備
②セキュリティ強化
③駐車スペース確保
(児童の出入り口とは別にするなど、
事故が起こらない対策も必要)

5

40年程の学校にしては、レイアウト
などが古くさい、暗い。体育館が暑く
て寒くて狭い。

他の地域の学校などの良い面を知る、
取り入れる

6

Taiikukannnokuuchousetibi （未記入） 7

エアコンがあると良い（体育館など）
教室についているのか分からないが、
無ければ全ての教室にエアコンが必要
だと思う。

（未記入） 8

これから綺麗になるので期待してい
る。

体育館にもエアコンを付ける、IT環境
を広げる、英語教育環境の充実

9

温暖化により体育館が夏、暑い。
バリアフリー化されていない。
歩くのが困難な児童は受け入れが難し
い。

体育館にも空調を設置。
エレベーターの設置。(一般の生徒が
使うのではなく、車椅子など階段を使
うのが難しい生徒、高齢者でも上層階
に行けるように。)

10

夏の体育館が暑すぎて心配です。 （未記入） 11

夏の体育館の体育の授業 熱中症防止のために体育館に、エアコ
ンの設置をする

12

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。

小・中学生、
未就学児の保
護者、市民か
らのご意見

区分
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

夏の熱中症リスクが高いため、体育館
の冷房設備が充実したら良いと思う。
災害時の避難所として機能する時にも
役立つはず。遮熱塗料や断熱材を使用
したり、太陽光発電でエアコンの電力
を賄ったり。

イニシャルコストやランニングコスト
など含めて総合的にコストが安く済む
方法で設備の充実を図ってほしい。

13

夏場の小山小学校体育館は大変な猛暑
となり、危険になる可能性がありま
す。屋根と窓の断熱と換気、冷房の導
入をお願いします。 また小山小学校
は、境川沿いにあるため洪水時危険に
なります。境川拡張工事を早く進めて
下さい。

（未記入） 14

夏場の体育館が暑い。 体育館にエアコンを設置する。
避難場所となることをあらかじめ想定
して設計する。

15

教室が北側にある。体育館が夏は蒸れ
てサウナのようになる。

体育館にもエアコンがあると良いと思
う

16

近年、夏場の暑さが異常であること、
そして、学校は災害時の避難場所でも
あることから、体育館にもエアコンが
設置される方が良いと思います。
また、夏場は早朝時でも気温が高く、
プールが中止になってしまうので、
プールサイドに日除けの屋根などがあ
れば良いのにと思います。
それから、校門付近の地面のコンク
リートに段差が出来ており、子供もつ
まづいてケガをしたことがあるので、
危険だと感じています。たくさんの人
が通る場所なので、些細なことに思え
ますが、安全面の配慮をして頂けたら
なと思います。

近年、夏場の暑さが異常であること、
そして、学校は災害時の避難場所でも
あることから、体育館や教室にはエア
コンが設置される方が良いと思いま
す。
また、夏場は早朝時でも気温が高く、
プールが中止になってしまうので、室
内プールであったり、プールサイドに
日除けの屋根などがあれば良いと思い
ます。
安全面の配慮や、災害時の対応が出来
るような設備を期待します。

17

古さと体育館にクーラーがない 建て直す 18

校舎が古い　体育館にエアコンが無い （未記入） 19

校舎の建て替え工事中のため、わかり
ません。体育館は、熱中症対策として
空調があった方がいいと想われます。

空調の設置 20

校舎の老朽化、体育館の空調など （未記入） 21

校舎の老朽化。体育館に冷房の設置。 20年後には校舎の建て替えが必要で
はないかと思います。

22

校舎の老朽化・体育館が暑い 全施設にエアコン設置 23

校舎も体育館もプールも校庭もここ数
年で新しくなり良い環境です。体育館
にもエアコンがつけばより良い。避難
所にもなっているし、熱中症の危険も
あるので。

（未記入） 24
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

校舎内が全体的に暗い、体育館にエア
コンがないので夏の暑さと冬の寒さが
きつい、学童の建物が狭い、物理的な
安全面の問題（誰でも入れてしまう）

暑さ寒さの問題も含めた子供たちの健
康に配慮された空間、事件・事故の予
防の対策、学びに適切な教室の広さや
各クラスの生徒数や教員数

25

酷暑に備えて、体育館にも空調設備が
必要だと思います。

（未記入） 26

今後どの学校にも体育館の冷暖房設備
が必要だと思います。

（未記入） 27

災害時などに体育館に避難したりもす
るので、体育館にもエアコンは完備し
た方がいい

完全エアコン設備 28

成瀬中央小学校の体育館にエアコンが
無いので夏冬は体育館は非常に使いず
らいと思います。

小学校の体育館に必要最低限のエアコ
ンを設置する。

29

昔ながらの教育の場としての機能しか
無いため、様々な用途に利用可能な造
りにする。

避難場所、地域活動等、様々な用途に
使用する体育館には冷暖房設備が必要
だと思う。

30

昔以上に暑さがひどいので、体育館な
どのエアコン設置など検討してほしい

小人数制にして徹底した授業内容、友
達環境

31

全ての教室、体育館に早急に冷暖房を
設置すべき

（未記入） 32

全体的に施設の老朽化が激しく、地震
等の災害があった場合の安全性に不安
がある。また、体育館の冷暖房がない
のも児童の健康面及び災害時の避難所
としての機能面で改善の必要がある。

体育館の冷暖房設備の取り付けを始め
として校舎全体の改修

33

体育館。夏は暑く、冬は寒すぎる。 体育館に冷暖房をつけてほしい。 34

体育館エアコン欲しい （未記入） 35

体育館が夏は暑いこと 体育館へ冷房の設置 36

体育館が寒い PC、タブレットなどを利用した誰に
でも分かりやすく楽しい授業

37

体育館が狭くて暑すぎる エアコンの設置 38

体育館が狭く古い エアコンを備えた広い体育館 39

体育館が古い 体育館にエアコン 40

体育館が校舎内にあるので強度の面で
心配がある
同じく体育館の空調設備がない
芸術に関しての設備が少ない（楽器や
絵画など）
図書室が小さい

・問４-１の改善
・南第四小のように校庭に芝生などの
整備
・PCもしくはタブレット端末の設置
（1人1台）

41

体育館が暑い 子供の環境第一に
集中して勉学に励む学校作りにお金を
かけてほしい

42

体育館が暑い エアコン設置 43
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

体育館が暑い 冷暖房完備 44

体育館が暑い クーラー設置 45

体育館が暑い （未記入） 46

体育館が暑い 設備の充実 47

体育館が暑い！ エアコンや空調の拡充 48

体育館が暑い。 エアコン完備。 49

体育館が暑い。
プールが古い故、衛生的に気になる。

体育館にもエアコン完備してほしい。 50

体育館が暑いらしいので、冷房の設置 0 51

体育館が暑くて寒い。災害時の避難所
に使ったら感染症が蔓延しそう。子供
のためというより、万が一の際の弱者
救済施設として快適な環境をかんがえ
てほしい

断熱を配慮し、冷房だけじゃなく暖房
もいれてほしい

52

体育館が冬場にかなり寒い。 暖房設備 53

体育館での部活が重なると練習できな
い部活がある。
体育館の熱中症対策でエアコンの設置
が必要。

エアコン設置と水道管の老朽化対策。
コロナで休講だったことからオンライ
ン授業できるようタブレットをスマホ
のない家庭に貸し出せる取組。

54

体育館にエアコン、トイレ施設、休憩
出来る場所の確保

しっかりした予算と安全性の高い工事 55

体育館にエアコンがない 温暖化の時代です。エアコンをつけて
欲しい

56

体育館にエアコンがない(町田市全部
に言える)

体育館にエアコン設置 57

体育館にエアコンがない、校庭に日陰
が少ない

早期の導入をお願いしたいです 58

体育館にエアコンがない。
山を削って建っているので、校舎に崖
が迫っている。土砂災害が恐い。
かんぬきだけで、誰でも出入り出来る
門は不安。

体育館にエアコン設置。
崖の定期的メンテナンス。
門のセキュリティ強化。

59

体育館にエアコンがない。プールが古
い

体育館は児童はもちろん避難所として
も利用される場所なので、エアコンは
必須です。またプールは、近年日差し
がかなり強くなっているため屋根をつ
け、直射日光が当たらないようにした
方が良いと思います。1番は室内プー
ルですが。

60

体育館にエアコンがないから熱中症が
不安。オンライン化を整えてほしい

オンラインの充実化 61

体育館にエアコンがないこと 全ての建物にエアコンを完備 62
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

体育館にエアコンがないこと。 体育館の再建時等に設備を初めから付
けるなど

63

体育館にエアコンがないので夏場の体
育の時間や部活動の時間は熱中症が心
配

全館空調設備が整っていてほしい 64

体育館にエアコンが設置されると聞い
たが、近年の夏の暑さでは集会も厳し
いのに、数年前に熱中症の事故も起き
ているのに、対応が遅すぎる。

事故が起きる前に命の安全を。 65

体育館にエアコンが必要 （未記入） 66

体育館にエアコンの設置、校舎が古く
暗い

ネットワークの環境設備 67

体育館にエアコンの設置が必要だと思
う。

予算を増やす。 68

体育館にエアコンをつけてほしい。図
書室を放課後も開けてほしい。

かいとうすみ 69

体育館にエアコンをつける
プールを屋内プールにする
欠席者向けのオンライン補習をする

1人1台のタブレットなどの端末を用
意してくれることを期待する

70

体育館にエアコンを付けでほしいです （未記入） 71

体育館にエアコンを付けて欲しい （未記入） 72

体育館にクーラー （未記入） 73

体育館にクーラーがない （未記入） 74

体育館にクーラーがない スピード感をもって対応してほしい 75

体育館にクーラーがない。これは至急
対策してもらいたい。
クーラーは空気を循環させるだけなの
で、空気清浄機も入れて欲しい。

中学校は給食室を作って暖かい昼食を
出すべき。中学校給食がない町田市は
遅れてると思います。

この先また距離を保つためにも、クラ
スの人数は20人くらいが望ましいと
思う。その為、教室もたくさん必要に
なるし学校の統合などは必要ないと思
う。

後回しにせず、予算を割いて下さい。 76

体育館にクーラーをつけてほしい （未記入） 77

体育館にクーラーを入れて欲しいで
す。

空調設備 78

体育館にクーラー設置が必要 （未記入） 79
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

体育館にもエアコンがあっても良いの
かなと思います。

今後少子化で子供が少なくなった時、
学校として勉強する場所以外の面でも
住民みんなが使える施設としていく必
要があるのではないかと思います。

80

体育館にもエアコンの設置が必要 （未記入） 81

体育館にもエアコンをつけて欲しい （未記入） 82

体育館にも空調があるといい。 体育館の活用。学校生活、部活動、地
域開放、避難所など、空調があると活
用の場が拡がる。

83

体育館に空調がない。学校給食が仕出
し弁当で冷たくておいしくない。

小学校と同様の給食事業
防災拠点を考えるのであれば、普段の
セキュリティ対策や自家用発電機など
の防災設備の充実

84

体育館に空調が必要 （未記入） 85

体育館に空調設備がない。全校児童数
が多い。教職員が少ない。

体育館の空調設備 86

体育館に冷暖房。 体育館に冷暖房。各教室に電子黒板。 87

体育館に冷暖房がない デジタル化 88

体育館に冷暖房がなく熱中症になりま
した。正直そんな環境で部活動に行か
せたくないなと思いました。
現在プレハブ校舎で教室が狭いのに去
年度よりクラス数が減り、1クラスの
人数が多くなりコロナのこともあり心
配。水道も少ない気がする。壁も穴が
あいてる。

早く体育館に冷暖房をお願いしたい。 89

体育館に冷暖房が必要です。 冷暖房の設置を求める 90

体育館に冷暖房の設置 体育館に冷暖房を設置する。 91

体育館に冷暖房完備
風通しの良い施設がいいと思います。

（未記入） 92

体育館に冷暖房完備して欲しい。
部活の種類を増やせるよう、卓球、新
体操、ダンスなどができる教室の増
設。体育館もバスケ、バレー、バドミ
ントンなどが同時にできるように二階
建てにし、スペースを増やして欲し
い。
パソコンルームをつくって欲しい。
給食室をつくって欲しい。
各教室に冷暖房完備して欲しい。
再生可能エネルギーで自校でエネル
ギーを生産蓄積できるようにし、災害
時に備えて欲しい。

災害時の安心、快適な避難場所とな
り、地域の為の学校となること。
全校自校給食制になること。
誰もが心地よく感じる空調整備。
体育館が充実し、地域の方も利用でき
るようになれば、スポーツ振興、体力
づくり、健康の維持に貢献できる。

93

体育館に冷暖房施設がない 設備の設置 94

体育館に冷暖房設備 （未記入） 95
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

体育館に冷暖房設備がないこと コロナの問題や、夏場などの熱中症対
策として　体育館にも冷暖房設備を入
れて欲しい。

96

体育館に冷暖房設備が欲しいです。 0 97

体育館に冷房 生徒の体調管理に配慮した設備づくり 98

体育館に冷房がつくといいなと思いま
す。

（未記入） 99

体育館に冷房が必要 年々自然環境も変わってきているので
暑さ対策や、耐震設備を充実させて欲
しい

100

体育館に冷房を入れて欲しい 快適な学校生活 101

体育館に冷房を付けた方が良いと思
う。

（未記入） 102

体育館のエアコン エアコンを設置 103

体育館のエアコン さらに数年さ過去を見据えて整備して
ほしい

104

体育館のエアコン(今年度工事中)
校舎が古い(壁や廊下、トイレなど)
ロッカーなどが小さく、設備などの拡
充

体育館のエアコン(今年度工事中)
校舎が古い(壁や廊下、トイレなど)
ロッカーなどが小さく、設備などの拡
充

105

体育館のエアコンがないので、早急に
つけるべき

年々、町田市の学校への補助金が減っ
ているようなので、他の無駄を省い
て、災害時には避難所にもなる学校へ
の資金を増やして欲しい

106

体育館のエアコンが無い 空調設備の充実 107

体育館のエアコンをキチンとつけるこ
と

夏休みに体を適度に動かせること　夏
が暑すぎて家に引きこもりになってし
まうので。

108

体育館のエアコン完備（運動中の熱中
症予防）

空調を整えることによって、緊急時の
避難の際の密閉空間も緩和できると良
い。

109

体育館のエアコン整備。アクリル板、
換気扇、消毒など感染症対策

費用対効果の分析、具体的に予算を立
て即時実施してほしい。

110

体育館のエアコン設置 （未記入） 111

体育館のエアコン設置 （未記入） 112

体育館のエアコン設置(20年後には更
に気温上昇が予想される)

（未記入） 113

体育館のエアコン設置(今年設置する
とのこと)

子供の安全・健康第一 114

体育館のエアコン導入　温水プール 0 115
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

体育館のエアコン導入が必要、衛生面
と炎天下に対応する為プールと更衣室
の改修が必要、大型マンションの建設
が進んでいるので校舎増設が必要、雨
の日や炎天下の日の学校活動とまちと
もに屋内予備スペースが必要、保護者
のサポート（学級代表者会・安全委員
会）を行うスペースが限られている点

境川渡ってすぐの大和市小学校との連
携、課題に挙げた個所の改修・増設

116

体育館のクーラー設置。ランチルーム
の利用機会が少ない。図書室の充実

設備の充実は期待したところである
が、施設が良くなってもそれを利用し
ないことには無駄になってしまう。同
時に、学校で働く教職員の人数を充実
させ、PC室や図書室、ランチルーム
を「活用」できるような、教育に対す
る余裕が不可欠と考えられる。

117

体育館のクーラー設備 勉強しやすい環境 118

体育館の温度管理ができていない
芝生の管理を保護者も行わなければい
けないので大変

子どもが過ごしやすい学校
共働き家庭が増えているので保護者負
担が少なくなる方がよい

119

体育館の環境整備 設立当初より冷暖房完備 120

体育館の気温・空調管理　建物の耐震
性　感染症の拡大防止措置　通信イン
フラの改善

建物・空調設備の改善　通信インフラ
の整備

121

体育館の空調 空調整備 122

体育館の空調があると、体育や全体で
集まる時に活動しやすいと思います。

課題だと思うことはない 123

体育館の空調設備 体育館に冷暖房を設置 124

体育館の空調設備を早急に整備して欲
しい。暑い時期は扉を開けていても湿
度が高く危険を感じます。

早期の空調設備の整備。 125

体育館の冷暖房 とにかく早期の整備 126

体育館の冷暖房 （未記入） 127

体育館の冷暖房 （未記入） 128

体育館の冷暖房、校舎が暗い より良い環境になることを期待します 129

体育館の冷暖房を早く設置してほし
い。

（未記入） 130

体育館の冷暖房完備が必要 （未記入） 131

体育館の冷暖房整備 迅速な対応 132

体育館の冷暖房設置 （未記入） 133

体育館の冷暖房設置。天災の避難場所
としての課題でもあるかと。

（未記入） 134
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

体育館の冷暖房設備、運動場の照明設
備
放課後地元のサッカークラブの練習で
校庭を使わせてもらっています。
冬場は暗いので、照明があればもっと
有意義に活動出来ます。
災害時の避難場所でもあるので、その
時にも使えると思います。

時間をかけずに、臨機応変に早く対応
して欲しい。

135

体育館の冷暖房設備。パソコン台数。
外壁塗装。雨漏り。

熱中症対策、運動技術の向上、パソコ
ン授業の増加。生徒の増加。

136

体育館の冷暖房導入。
中学校の給食室設置。
オンライン授業。
例えば、学校を風邪や忌引きなどで休
んだ際にネットにて、授業をそのまま
流すなど。

上記に同等 137

体育館の冷房がないようなので設置を
希望します。

児童の健康に配慮した学校づくりを希
望します。

138

体育館の冷房完備。 （未記入） 139

体育館の冷房設備 集中して学べる事 140

体育館の冷房設備がない
相談室の場所が他の生徒の往来が多い
昇降口の前にある

子供を第一に考えた学校づくりをお願
いしたい

141

体育館の冷房設備が必要 設備の導入 142

体育館の老朽化 体育館にも空調設備を 143

体育館は空調設備がないため、かなり
暑くなり体育の授業等では熱中症の心
配がある。また体育館は窓、床がかな
り老朽化している。窓の開閉がしにく
かったり、床材が剥がれてきて怪我の
危険があったりする。

体育館の空調設備を整えること、窓、
床材を新しくすることを期待します。

144

体育館は暑く、夏に具合いがわるく
なったりするので、エアコンが必要。
ランドセルが大きくなってきているた
め、置き場の確保。
靴箱が古い、長靴が入らない
移動教室のとき、効率悪い

7-1を整備する
タブレット端末、ひとり一台
廊下が暗い

145

体育館への冷房、教室内の扇風機を増
やす
暑さ対策が必要

椅子や机などガタがきているものもか
なりあるようなので、ある程度の年数
で入れ替えなどしていくとよいと思い
ます。

146

体育館も冷房完備 税金を学校など教育費にもう少しまか
なわれるべきと考える。

147

体育館も冷房完備にすべき （未記入） 148

耐震、体育館の空調整備 学校としてだけでなく、地域の活動拠
点としても利用出来る場としての安全
性。

149

特に不便な感じはない。 体育館にエアコンをいれてほしい。 150
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

冷暖房の
設置

(152件)

熱中症対策の為に体育館にクーラーを
設置して欲しい。

同上 151

老朽化 体育館に冷暖房がない （未記入） 152

老朽化
(26件)

校舎、体育館、プールが古い （未記入） 1

校舎、体育館、プールが古い。年々子
供が増えているので教室の数が心配。

市や都から予算を出してほしい 2

校舎、体育館が古い。体育館は屋根が
剥がれ落ちそうで不安。

安全に運動や授業(暑いので暑さ対策)
もできたらしっかりやっていってほし
い

3

校舎、体育館の建て替え 老朽化改善 4

校舎、体育館の老朽化。 規模を縮小し、建て替え。 5

校舎、特に体育館の老朽化 期待しても、税金の使い途がおかしい
ので、どうにもならないと思う

6

校舎が古く、雨漏りする箇所がある。
体育館が古くて中学校のものとしては
狭い。

統廃合で南大谷小がなくなるのであれ
ば、その敷地も利用して効率的な新校
舎および体育館を建てて欲しい。（あ
らかじめ生徒増加でプレハブを建てな
くても済むようにしておいた方が良
い）

7

校舎は新築しているのに、体育館は老
朽化している

体育館の新設 8

校舎も体育館もかなり老朽化してると
感じます。

校舎の建て替え 9

校舎や体育館が古い。地震が心配 耐震性、近代的建物、IT化 10

校舎や体育館が古く汚ない。
かなりコンクリートの耐久年数も不
安。

建て直し 11

校舎全体が古いのは仕方がないけど、
体育館にいると、メシッミキっという
擬音が聞こえてくる。
建物に歪みがらきてないのかと、不安
になる。

安全に過ごせる為のチェックをお願い
したい。

12

施設の老朽化　バリアフリー対策がさ
れていない（体育館が２階だが、階段
のみ、段差が多い）

定期的な施設の点検、修繕　段差を少
なくする工夫など

13

体育館がかなり老朽化が進んでいる。 避難所としての利用や、多目的に使え
る場所としてより使いやすく整備して
ほしい。

14

体育館が古い 設備改善 15

体育館が古い （未記入） 16

体育館が古い （未記入） 17

体育館が古い。 （未記入） 18

体育館の床がささくれていたり、雨漏
りがあったり…全体的にメンテナンス
の必要があると思います

予算を上手く利用して欲しい 19
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

老朽化
(26件)

体育館の老朽化 体育館の立て替え 20

体育館の老朽化。通学路の途中での交
通量や信号の多さ

スクールゾーンの拡大。
見守りボランティア→有償への待遇改
善と評価を。善意に寄りかかり過ぎ
て、学校行事すら把握していないのに
毎日立ち続けてくださっています。

21

体育館の老朽化が激しい 体育館の立て直し等 22

体育館はかなり古く感じる。今後熱中
症対策として最新の設備も欲しい。

子どもの体調管理に関連する設備への
予算割り

23

問６−４で回答した通り（問7：鶴川
第二中学は3つの小学校の生徒から集
まってきているマンモス校だが、校舎
や体育館等古く、耐震性等も考慮する
と将来建替も必要になって来ると思
う。
隣の鶴川第三小学校も老朽化は否めな
い。
子供が減少する事を考えると、小中一
貫校で小学校と中学校の建物を一つに
して新設しても良いのではないかと思
う。
（例えば、鶴川第三小学校の区画に一
つの小中校舎を新設））

少子高齢化は避けられないという事を
考えると、学校自体は小規模でありな
がら設備を充実させる（オンライン環
境やプログラミング学習設備等）事が
必要だと思う。

24

・校舎の雨漏り（体育館への通路） 修繕 25

体育館の雨漏り 早目の修繕 26

狭い
(18件)

運動部の活動スペース不足。特に体育
館、武道場を利用する競技の活動ス
ペースが常時取り合いとなり、慢性的
に不足や十分な活動ができているとは
限らないと思います。

外部施設を利用しての活動や、教員が
指導員を兼ねることによる教員の負担
の軽減化、また指導員の裾野の拡大を
狙います。体格差を考慮できる競技で
あれば、小中学校合同の練習なども
あっても良いのではないかと思いま
す。

1

運動部の部活動スペースが足りない。
例えば卓球部、剣道部、体育館使用の
部活。

第二体育館の整備。 2

児童数に対して体育館の面積がせま
い。

現場を維持することです。何故本事案
を定義するのか？現場の課題が山積し
町田市民学校関係者の間ですでに大き
な課題として取り上げられて、市民は
保護者が周知の事実であるならそれを
根拠として本件を定義することや、こ
のようなアンケートを実施することに
理解できますが、根拠不十分であると
思われます。従って本事案を定義する
こと取りやめることを期待します。

3
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体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

狭い
(18件)

人数の割に体育館が狭い　校舎裏の砂
利が荒れてる　プールも古い

体育館プールを新しくして　校舎裏を
整備

4

体育館、校庭が人数に比して狭すぎる 鶴川三小の校庭や体育館を鶴川二中も
使えるようにする。

5

体育館が狭い 子供達が雨で体育館使用する時のびの
び使用できるようにしてもらいたい

6

体育館が狭い 校舎の最上階に体育館を設置する。校
舎の中を通らないアプローチを備え
る。

7

体育館が狭い、校舎内が分かりにくい （未記入） 8

体育館が狭い。 （未記入） 9

体育館が狭くて雨の日に何クラスも体
育ができないので、もっと大きくして
ほしいです。

体育館をもう一つ作ってほしいです。 10

体育館が狭すぎる 可能であれば体育館を広く作り替えて
ほしい

11

体育館が小さい　統合するとキャパシ
ティが足りない

用地買収 12

体育館が小さく、狭く感じる。 （未記入） 13

体育館が少し狭い 増築もしくは
立て直して大きくする。

14

体育館の狭さ 生徒の人数にあった広さ 15

体育館の広さ、学校設備の更新 広い体育館使える、パソコン通信とか
の情報授業出来る

16

体育館の大きさ、登校出来ない時の学
習法

パソコンリモートの学習 17

体育館は児童の避難場所として利用す
ることもあるのに、教室から体育館へ
の利用しやすい入り口が一箇所しかな
く、しかも狭い。
そのうえ、足元にでっぱりがあって、
避難するときなどの緊急時は危険。

せっかく新しく、立派な校舎をつくっ
てもらったのに、残念です。

（未記入） 18

設備の充
実

(2件)

バスケットコートの確保が必要 様々な部活の部員みんなが、余裕を
持ったスペースで活動できるために、
多目的な部屋やスポーツが出来る場
所、コート、設備を増設する

1

体育館で全面のミニバスの試合ができ
ない（ゴールが無い）

（未記入） 2

資料２

16



体育館

課題 解決に向けた期待 連番区分

体育館
(203件)

暗い
(1件)

体育館が暗い 電気ＬＥＤにする 1

その他
(4件)

体育 （未記入） 1

体育館 （未記入） 2

生徒数が多すぎる為、体育館の利用が
制限される。（各種式典・文化祭等の
入場者制限）

学校の施設と言うよりは、生徒数のバ
ランスのばらつきを解消して欲しい

3

それほど広くもないので、普段は構わ
ないが、運動会など行事の際は狭いと
感じる。体育館が離れにあるので、
シートは敷いてあるが、外を回らない
といけない際は汚れるな、と感じる。

校庭がもう少し広いと良い。体育館は
屋内にあって欲しい。

4
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番

運動場
(132件)

狭い
(103件)

（未記入） 部活を楽しく過ごすための設備、グ
ラウンドの広さ（難しいとは思いま
す）、通いたいと思う気持ちを保て
る楽しい環境の整頓が必要だと思い
ます

1

（未記入） 広い校庭 2

《校舎》
古い・暗い(壁の色が暗いので、電気
が点いてても暗い)
四階まで上がるの大変

《校庭》
トラック以外の所が狭いので、民家
が近いので、騒音問題が心配です。

クラスの人数を少なくして、教室を
ゆったり使えたらいいと思います。
武蔵岡中を使うなら、そんなに手を
加えなくて大丈夫ではないでしょう
か。
(ここで言ってる武蔵岡中は、旧武蔵
岡中です。現在は、大戸小の校舎を
使った方いるので。) 廊下や階段の壁
は、明るい色に塗ってもらいたいで
す。白に こだわらなくて いいと思い
ます。

3

グラウンドが狭い グラウンドの敷地面積への配慮 4

グラウンドが狭い。体育館が遠い。 課題は各学校で違うはず。狭くても
それなりの対応を考えてやってくれ
ている。校庭が広くなったら嬉しい
が、基本的なトイレをきれいにと
か、新しい授業が出来る機器の設置
なども大切。

5

プレハブ校舎ですが、冷暖房完備、
耐震構造とのことできれいですし、
特に問題ありません。ただ、運動す
る場所をしっかりと確保してほしい
です。（コロナウイルスなどで会社
の施設の使用禁止期間が長く、運動
したくてパワー有り余る子どもたち
がとても不憫です）こういう事態の
ために常に運動できる場所を確保し
てほしいです。

学校内の敷地を広く確保。 6

運動会の際の保護者席。朝5:00から
取り合いなんて気違い沙汰だ。

（未記入） 7

運動会時に校庭が狭いと感じるが
人数が少なくなってきているので
大きな問題ではない

校舎や体育館等の配置に配慮し
校庭は出来る限り広くしたほうが良
い

8

運動場がせまく、部活も交代で使用
しているが、近くに第2運動場のよう
なものが欲しい

どの部活も活動できる位の運動場の
広さ

9

運動場が狭い （未記入） 10

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。

小・中学生、
未就学児の保
護者、市民か
らのご意見

区分
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

狭い
(103件)

運動場が狭い。 （未記入） 11

運動場が狭すぎる、トイレ（個室）
が狭すぎる

土地の確保 12

運動場の確保。 （未記入） 13

確かに校庭は狭いですね。
謎の一小人気もよく分からないで
す。
(ニ小在校生)

どうにもならないものだとは思いま
すが、芝生を作ったのは良かったと
思います。

14

近隣がうるさいから校庭を広くした
り
周りにはアパートや戸建がないなど
スペースに余裕があるといいかもし
れません
裸足で走れる校庭

ぎすぎすせずに楽な気持ち 15

建替え中できちんと分かりません
が、生徒数に対して校庭が狭いよう
に感じます。

学校の敷地面積を増やすのは無理だ
と思うので難しいです。

16

現在は仮設校舎、校庭スペース少な
ど特殊な状況下。
もう市の施設（例えばシバヒロな
ど）の優先的使用を検討頂けないか
と思う。

校舎建て替えなど特段事情意外にも
感染症対策など突発的事態に備えて
学校近くにはフリーで使える運動場
などスペース確保が必要だと思う。
室内での距離確保を考えると校舎や
体育館などの規格も大きめに取って
いくべきでは。

17

校舎が古い。震災に耐えられるのか
心配。
校庭が狭くて運動部が思い切り活動
できていないのでは？と思う。

校舎を新しくしてほしい。 18

校舎に対して学生数が多く、グラウ
ンドも小さいし、体育館も小さく部
活動も制限がありかわいそうです。
改善されることを期待しています。

活用されていない土地を活用してく
ださい。子どもだけではなく地域で
使えるようにすればできるのではな
いでしょうか

19

校舎の老朽化、大規模校なのに狭
い、校庭も狭い

もっと教育にお金をかけてほしい 20

校庭、手洗い場などが小さいと思い
ます。

つくし野地区は新体操が盛んです。
新体操が使用できる天井の高い体育
館の建設を望みます。

21

校庭、体育館が狭いので、イベント
の度に保護者が気を使う。自分の子
供の日々の頑張りを観に行くのにス
トレスを感じず安心して行きたい。

今の敷地では多分無理だろうと思
う。
今後新たに学校新設となればそれま
では、今までこの状態で何とかやっ
てきたのだから、現状維持で工夫す
るしかないと思う。

22

校庭がせま 部活動が出来る設備の併設 23

校庭がせまい。体育館がふるい。 三校統合で新しい場所に新しい施設 24
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

狭い
(103件)

校庭がとにかく狭い せめて100m走が直線で出来る位の
校庭があることを希望したい

25

校庭がもう少し広いといいですネ。
他の場所でも確保できれば部活も活
発になります。

他の場所で活動できるように確保し
て欲しい。

26

校庭がもう少し大きいと良い 将来的な住民増加を見据えた学校規
模の選定整備

27

校庭が狭い 近くの公園を活用する 28

校庭が狭い 近くの芹が谷公園の活用 29

校庭が狭い 統合するならば大きな学校で大きな
校庭
そしてプールは屋上に作るなど
そこに期待します。

30

校庭が狭い （未記入） 31

校庭が狭い （未記入） 32

校庭が狭い 広い敷地の確保
近隣住民の理解

33

校庭が狭い （未記入） 34

校庭が狭い 心にゆとりを持てるような、綺麗で
広い校舎、校庭

35

校庭が狭い 未来の児童数をよく考えて欲しい 36

校庭が狭い シバヒロを活用させてほしい。 37

校庭が狭い 給食室 38

校庭が狭い プールの屋内化 39

校庭が狭い （未記入） 40

校庭が狭い 校庭を広くしてほしい 41

校庭が狭い 鶴間公園を運動部で使えるようにす
る。部活で校庭を使用しない時間
は、地域のスポーツチームに貸して
あげたら良いと思う。野球チームが
練習する場が無くて困っています。

42

校庭が狭い （未記入） 43
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

狭い
(103件)

校庭が狭い（1年生） （未記入） 44

校庭が狭い（2年生） （未記入） 45

校庭が狭い、テニスコートが少な
い、プールを屋内にして欲しい、遠
方から通学しているため保護者用の
送迎時駐車スペースが欲しい、部活
の種類が少ない

多種類の部活動を設置するために、
活動場所（教室や校庭、テニスコー
ト等）を広く設置、駐車スペース設
置

46

校庭が狭い、体育館の老朽化、保護
者用の駐車スペースが無い

（未記入） 47

校庭が狭い。 活発に部活が出来るように　他の施
設利用や　部活同士で配慮

48

校庭が狭い。
傾斜地？ にあって、地震などの災害
が心配。

広くて安全な土地に建っている。 49

校庭が狭い。
校舎が入りくんでいてわかりづら
い。
一部周辺住民の理解がないため、課
外活動(放課後や休日の校庭利用等)に
制限がある。
駐車、駐輪場がない。

十分な土地の確保と根回し。周辺住
民の理解。

50

校庭が狭い。1クラスの人数に対し、
教室にゆとりがない。

教室を広くする、または１クラスあ
たりの人数を減らすなどして、生徒
１人あたりのスペースを確保してほ
しい。

51

校庭が狭い。エレベーターが設置さ
れていない。

可能であれば、子供たちがのびのび
と体を動かせられる校庭を確保して
ほしい。
校庭が無理であれば、室内でも、臨
機応変に遊び等に使えるような、校
舎作り
を考えてほしい。
エレベーターなど、バリアフリー面
はよく考えて建ててほしいです。
（障がい者
や、年配者、乳幼児なども使うこと
があることを考えてほしい。）

52

校庭が狭い。学童を広くしてほし
い。
雨の日でも体を動かして遊べるス
ペースがほしい。

（未記入） 53

校庭が狭い。災害時における安全性
の不安がある。

学校設置場所のより良い場所選び 54

校庭が狭い。災害時三小周囲が危険
区域に入っているところ…。

お金をかけすぎず、バリアフリーに
配慮。子どもたちが学習に取り組め
るように電球の明るさ、色など考慮
した空間作り。

55
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

狭い
(103件)

校庭が狭い。児童が多すぎる。ICTに
触れられない。

衛生面。安全面。ユニバーサル教
育。

56

校庭が狭い。全ての校舎が古い。 安全で、子どもを安心して通わせる
ことができる学校。

57

校庭が狭い。日陰が少ない。 （未記入） 58

校庭が狭いので広くした方がよい 校庭を広くしてほしい 59

校庭が狭い為、校庭を使用する部活
同士が譲り合いが必要なため満足に
練習ができない。

広い校庭 60

校庭が狭く、休み時間や体育の授
業、運動会などで子供達が思い切り
活躍できる環境ではない。校舎が老
朽化している。

広い校庭、明るく開放的な教室、耐
震性の高さ。

61

校庭が狭く、隣に老人ホームがある
ので体育大会など気を遣うことが多
い

周辺の環境 62

校庭が狭くて、滑りやすい 広くするのは無理だとしても、滑ら
ないように地面を工夫して欲しい

63

校庭が狭くて部活動が充実しない 広い敷地 64

校庭が狭すぎる 校庭面積の拡大 65

校庭が少し狭いように思う。 校庭の芝生化の完成 66

校庭が人数にたいして狭い （未記入） 67

校庭が生徒数と比較すると遥かに狭
い。校庭はただ校庭でしかなく。池
もないし、ウサギも２羽しかいない
らしい。木登りが出来たり、木の実
を食べられたり、蛙の卵を見つけた
り、池に滑って落っこちたり、、、
小学校とはそんな場所だと思ってい
ました。
もっと思い出したら懐かしくなるよ
うなわくわくするような校舎があれ
ばいいと思います。

自然豊かな学校を作ってほしい。 68

校庭が他の小学校に比べて小さい。
遊具などが少なく感じる。

芹が谷公園の側なので、公園の施設
を学校の施設としても共用できれば
と思う。

69

校庭の狭さ 施設の充実 70

校庭の狭さ 平らな土地の確保 71
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

狭い
(103件)

校庭の狭さ。学童ができてさらに狭
くなった。

町田市という郊外にある学校らし
く、豊かな自然環境と十分な広さの
校庭があるといい。
現状では運動会など校庭が狭すぎて
ひどい状況。

72

校庭の広さ 現状、難しいかと思います 73

校庭の広さが生徒数に合っていな
い。狭い。

スペース的な問題の解決は非常に難
しいと思いますが、充実した部活動
の為にも近隣小学校の校庭を利用す
るとか、何か改善されればと思いま
す。

74

校庭を広く取ってほしい 期待ないですね 75

今現在の児童数に対して校庭が狭
い。30年ほど前ぐらいの生徒数であ
れば問題ないが、今の生徒数だと伸
び伸び遊んだり運動会をするのには
不便。

適正な人数になるように、学区を整
理すると良いと思います。

76

在校生の人数に対し、校庭、体育館
が狭い

廃校になった既存の建物、校庭の活
用

77

在籍人数に比べて、校庭が狭い。 近隣の公園などを使って、部活や運
動会を行えればいい。

78

子どもの人数に対して、校庭の面
積、学校の広さが足りなく感じる。
近隣の八王子の学校は人数が少な
く、校舎、校庭も広々している。
境地域は特に八王子と相模原の隙間
にあるからというのもありますが、
少子化が進む中で、学校等の公共施
設のあり方は町田市だけで考えず、
もっと広域で考えていかなければい
けないと思います。
スクールバスの運行なども視野に入
れれば、ランニングコストはありま
すが、長期的にみれば、逆に柔軟な
対応をしていけるのではないかと思
います。

アンケートに20年後とありました
が、自分の子どもたちが小・中学校
を必要としなくなる20年後のことを
現実味をもって真剣に考えることは
なかなかできないと思います。
長期的な課題であることは理解でき
ますが、短期的にも解決できる課題
や環境整備がたくさんあると思うの
で、そういったものにも目を向け
て、進めているということを市民
サービスとして見えるようにして
いってほしいです。
中学校の給食や、PC環境の整備など
も真剣に進めてほしいです。

79

子どもの人数の割りに体育館も校庭
も狭すぎる。
あとは住宅地と言うこともあり、部
活の朝練が出来ない。

出来ることなら体育館も校庭も広く
してほしい。防音環境をよくしてほ
しい。

80

子供達の人数に対し運動場が狭すぎ
る。

人数の調整 81

施設、設備の老朽化、狭い運動場、
狭い教室

空調設備と広い運動場。それとフ
リースクールのような集団生活が苦
手な子供たちの居場所づくり

82
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

狭い
(103件)

児童数に対し校庭がせまく、休み時
間など伸び伸びと活動できているよ
うに見えず、不憫に思います。

限られた土地の問題なので解決は難
しいかと思いますが、近頃は公園で
もボール遊びなど禁止されていると
ころも多く放課後体を動かして遊べ
る環境は昔に比べて減少しているよ
うに感じますので、休み時間だけで
ものびのびと遊べる環境を整備して
いただけたらと思います。

83

住宅街の中にあるため、運動会であ
まり音を出せません。もう少し運動
場が広いと良いとは思います。

新たに作る場合は学校周辺の環境を
良く調べ、周囲に配慮した学校を作
る必要があると思います。

84

人数が多いので今後の部活動のス
ペースが取りにくいように感じる

一中は人数が多いので二中にもう少
しエリアを広げ人数を分散してほし
い

85

人数が多い割に小さい校庭。
プールも温水ではなく、雨だろうと
カリキュラムをこなす為に連日入ら
なければいけない。

学校新設または増改築。 86

人数に対して、校庭、体育館や教室
が狭い。

広くできるのなら、してほしい。 87

人数に対して校庭が狭い 生徒数を分散させる 88

生徒の人数に対し校庭、体育館が狭
いと思います。

二階建ての体育館
地震に強い校舎

89

生徒人数に対して校庭が狭すぎる。
住宅街に囲まれているので、制限が
多い。

（未記入） 90

生徒数が多いので、他校に比べると
校庭としては広いのだろうが、休み
時間に校庭で遊んでいても、混雑し
ているように見える。

子どもたちが生き生きと、学びと生
活ができる場となるように配慮して
もらいたい。

91

生徒数に対して校庭が狭い 生徒数が減ったらプレハブ校舎を解
体して校庭を広くする？

92

生徒数に対して体育館、校庭が狭い 限られた土地なので、今後近くの南
つくし野小がつくし野小と統合され
た場合など、南つくし野小を第2グラ
ウンドにするなどして欲しい。近く
の南中と比べるとつくしの中はグラ
ウンドが狭すぎる。

93

生徒数に対する校庭の広さが足りな
いような気がします。

学校が子供の受け入れ可能数で割り
振ることも検討しないといけないの
かなと思うが同じ住所の地域で子供
が違う小学校になることになること
もありそうなので各家庭で選択でき
る選択肢もあることが望ましいのい
かもしれません。

94

生徒数に比べて、校庭や体育館は狭
い。

（未記入） 95

生徒数に比べて校庭が狭い （未記入） 96
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

狭い
(103件)

生徒数の割に、全てにおいて狭い。
特に校庭。運動会など開催に無理が
ある。部活動で、走り回ったり試合
をできる広さがない。
完全冷暖房化。空気清浄機取付。

（未記入） 97

生徒数多く、部活動を行なうにも校
庭がもう少し広ければと思う

校庭以外に、活動できる場を確保し
てもらえたら十分に練習が出来ると
思う

98

地域に開放し、開かれた学校にす
る。

もう少しグランドが広くなればいい
と思う。難しそうではありますが。

99

統合するのであれば校舎、校庭が小
さい、

学力、体力向上 100

南つくし野小学校は将来的に老人
ホームになる、という計画で建築さ
れたと思います。3階建ての変な形の
校舎・狭い校庭は何とかならないも
のか。
例えば、つばき公園(とその隣接する
土地)を南つくし野小学校がグランド
として使える様にするとか。

南つくし野小学校に限って言えば、
もう少し広い場所が必要だと思いま
す。
将来的に統合してもあの場所での継
続は難しいかと。

あと、教育委員会が考える事ではな
いが、南つくし野小学校周辺住民の
変な意識が変わる必要がある。自分
の子供が通っていた小学校が老人
ホームになるのは嫌だと廃校に反対
し、生徒数を増やすために学区外の
マンション[ガーデンセシア]の生徒を
受け入れる事に賛成し、生徒数が増
えた学校がウルサイとクレームつけ
るのは論理的に破綻している[静かな
老人ホームの方がよかったのではな
いか][クレームをつける住民も老人]

101

敷地面積が狭く運動場が狭く、想定
される生徒増員に対して現状のプレ
ハブなどの施設で吸収しきれない

学区分け、横浜市などからの越境入
学の禁止

102

老朽化。校舎内が全体的に暗い印象
があります。

校庭の広さ確保。水捌けの良さ。 103

暑さ対策
(11件)

運動会の時に、暑さ対策として、児
童が座って待つ場所にテントをは
り、屋根を作ってやりたい。

熱中症、コロナ対策を重視してほし
い。

1

運動場に日陰がなく、周りが道路や
住宅街なため気温が上がりやすく、
体育館や屋外活動の時に熱中症の危
険性が高いと思います。
また、道路や歩道橋から学校の様子
が見えすぎるため防犯上の心配があ
ります。

学校の周りに木を植えて、校内活動
が外から見えないようにする。そし
て、木を植えることにより、日陰を
増やして木陰で涼みながら運動でき
るようになるといいと思います。

2

温暖化に対応した建物や校庭を考え
たほうが良いと思います。

暑さから守るために校庭に屋根をつ
けたり、ミストが出たり。

3
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

暑さ対策
(11件)

校庭ですが、今後も温暖化に伴い熱
中症が心配です。また感染症リスク
も考慮し、屋外で安心して遊べるス
ペースが必要だと思います。従来の
体育館や校庭に大きな屋根を設置す
ることを検討いただきたい。全面で
ある必要はありません。運動会等の
運営にも必要だと思います。
こちらのような施設のイメージで
す。
https://pregamestraining.tokyo2
020.jp/assets/img/module/uploa
d/lg/faci/91439144bd554470
17111aa5c3459f3f_faci_2.jpg

（未記入） 4

校庭に日陰がない 暑い中での校庭での体育などの時
に、涼める環境

5

校庭に日陰がない。 運動会時に子供たちが長時間暑いな
か座っています。
テント設営で日陰を作ったりしてほ
しいです。

6

校庭の砂が白っぽくて夏は特にとて
も眩しい。酷暑に対応できるような
屋外設備が欲しい。

将来的な気候の変化に対応できるも
の

7

今後熱中症が多くなる 校庭に日陰や、ミストがでる場所が
あるとよい。スプリンクラー設置。

8

暑いので日陰スペースやミストがあ
るとよい。

（未記入） 9

日陰がない （未記入） 10

熱中症などの危険が年々高まってい
るので、校庭の一部に日陰となるよ
うな屋根や植樹をして欲しい。

今回のコロナ自粛で、市立小学校で
は多少の課題が出たり、参考にする
サイトの案内などは出たが、ほぼ子
供達は放置に等しかったと感じてい
る。
同じ公立でもオンライン授業を取り
入れているところもあったのに、町
田は全体的にみてどうだったのか？
体感ではかなり遅れていると思う。

この「町田市新たな学校づくり推進
計画」は、地域にとって都合が良い
ことを優先せず、まずは子供を主体
に考えて進めて欲しい。

11

設備
(6件)

テニスコートがない 各学校で行える部活動が違うのはお
かしいと思う

1

トイレやエアコン等の設備環境は改
善されているが、校庭の環境が整っ
ていないため、部活前後のグランド
整備に時間がかかってしまったり、
怪我をしてしまった生徒もいたので
今後環境を整えてもらいたい。

校庭や部活で使用する備品を整えて
もらいたい。

2
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

設備
(6件)

ろうかの雨漏り。 運動会当日は曇りでも、前日の雨の
せいで開催出来ないことがありまし
た。
水はけがよく、凸凹になりにくい運
動場を期待します

3

校庭に遊ぶ要素が少ないと思う。大
きな木や段差等が無く、隠れたり、
工夫して遊ぶ楽しさが無いと思う。

（未記入） 4

校庭の使いやすさ。
体育館にも冷房を。

（未記入） 5

地域の子どもが参加する少年スポー
ツ等を行う際、夜間が暗いため、校
庭に照明が必要だと思う。また、簡
単に学校内に入れるため、セキュリ
ティも今後整える必要があると思う
（私立まではいかなくてもいいの
で）

子どもが地域で生活するために、学
校の設備を使えるように、整備する
ことが必要だと思う。

6

芝生化
(2件)

校庭の砂埃が子供達の喘息、アレル
ギーを引き起こす可能性を考えると
芝生に変えては？

（未記入） 1

校庭の芝生化と面積 人員、ICT・英語教育、拡充予算 2

植栽
（2件）

旧来の冷たく薄暗い雰囲気と、競技
を優先した怪我をしやすい校庭

木目や暖色を基調にした暖かい雰囲
気の内装、校庭の緑化

1

木をもっと手入れして、伸びっぱな
しにしないでほしい

歩道に伸びっぱなしの木がかかり、
夜間暗くなってしまうので、町と一
体して見通しが良い安全で綺麗な町
づくりをしてほしい

2

水はけ
(2件)

校庭の水はけが悪く、雨が降るとか
なりぬかるみ、滑りやすい。難しい
とは思いますが、もう少し水はけが
良くなると雨の日も安心では？と思
います。

校庭の整備 1

校庭の水捌けが悪い 水捌けの良い土に入れ替え又は芝生
化

2

その他
(6件)

一中に通っておりますが、仮校舎な
ので不便さはしかたないと思ってお
りますが、やはり教育活動への影響
は感じます。

周りの施設企業への協力を仰いだり
と、先生方が最大限ご尽力されてい
るのには感謝しております。都市部
と言う場所柄、協力的でない事もあ
り、残念です。しばひろで許可を
取って活動していたら、止められま
した。ここを使えないと、短い放課
後に活動できません。中学校は義務
教育でもあります。せめて、場所時
間を限って可能にしていただきた
かったです。

1

改築中なので　出来上がった後、過
ごしてみないとわからない。　今は
校庭が無く不便

（未記入） 2

校庭が細長く運動会では保護者エリ
アと運動場が南北に分断されていま
す。学年問わず全体を応援したいが
距離が遠くできない。

運動会は例えば広さのある野津田公
園や学校跡地をスポーツ広場にし、
臨時で利用することはできないか。

3
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運動場

課題 解決に向けた期待 連番区分

運動場
(132件)

その他
(6件)

校庭の整備が悪い(芝生のある場所と
ない場所があるため、地面がボコボ
コしていて、子供たちが転びやす
い。)

芝生の排除 4

校庭の痛みがひどい。体育館の酷暑
問題(冷房設置など)。オンライン環境
の著しい遅れ。

子供の安全を守るために、もう少し
予算を割いてほしい。

5

校庭の土が固い。 （未記入） 6
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プール

課題 解決に向けた期待 連番

プール
(53件)

老朽化
(16件)

●プール・トイレの設備が古く感じる
●耐震面の不安
●コロナ対策で換気をする回数が増え
たので、窓から蜂が入ることが多く
なった。網戸の設置は可能だろうか？
網戸が落下してしまう懸念もあり。

（未記入） 1

プール(更衣室)の老朽化 順次、設備投資 2

プールが古い 整備 3

プールが古い
教室があまっていて、未使用教室周辺
は暗い。

プール設備は、民間設備を借りても良
いと思う。

4

プールが古くて不衛生。トイレが古く
て狭い。

校舎自体が古いので環境・衛生・耐震
性等の面から立て替えが必要。

5

プールとプールの更衣室が古い。 特に更衣室が古く環境が悪いので建て
替えてほしい。

6

プールと更衣室については改善の余地
があると思います。

耐震補強や衛生管理が行き届くような
環境が望ましいと思います。

7

プールの老朽化 シンプルかつ子供たちが生活しやすい
施設

8

プールの老朽化、校舎も全体的に古い プールの建て替え 9

プールの老朽化、校門付近の交差点の
安全確保

校門を奥に移設し門外の空間を確保。
ガードレールの増設

10

プールの老朽化における、衛生面の問
題
体育館に空調設備がない

プールやトイレ、水廻りなどは、外部
業者などに頼んできちんとした衛生管
理があった方が良いと思う。
子どもたちに掃除をさせる事は重要な
教育指導だと考えているが、今後は感
染対策なども重要になってくるのでは
ないか

11

プールや更衣室がきれいではない。 作り直し。 12

プールを新しく清潔にしてほしいと子
ども達からよく聞きます。

老朽化の改善。空調設備の充実。消毒
や体温測定が出来る環境。

13

プールを綺麗にしてほしい （未記入） 14

校庭で行う授業の際に熱中症対策とな
るような設備

プールや外トイレの衛生的な設備

（未記入） 15

水回りが特に古いような気がします。
プールは無理としても屋外だと少し衛
生面や熱中症などで、スイミングに
通っているものの入れるのがためらわ
れます。

（未記入） 16

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。

小・中学生、
未就学児の保
護者、市民か
らのご意見

区分
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プール

課題 解決に向けた期待 連番区分

プール
(53件)

室内化
(13件)

（未記入） 屋内プール 1

（未記入） 夏もこうおんになることが多いため、
室内プールのような設備が必要。

2

プール 雨でも行えるように屋根を付けたり屋
内プールにしてほしい

3

プール授業が不便 屋内プール 4

屋外プールの屋根設置。 校舎内への屋内プールの建設 5

憩いのスペースがない(屋根やベンチ
など )体育館暑い、狭い。プールは不
要では？室内ならまだしも昨今の猛暑
考慮すると屋外は不要。

子供習い事、地域の交流の場、図書
館、フィットネススペース、映画館
(ミニシアター)

6

校舎が古い。建て直すべき。 プールを室内にした方がいい。体育館
は大小2つはあった方がいい。

7

校舎に砂埃が入りやすい作り。プール
に日陰がなく、真夏日などに実施がで
きない。（他校に比べて実施できない
ことが多い。）

校舎の出入り口の工夫。室内プールの
完備。体育館の完全空調。

8

校舎の老朽化、屋外プール 新しい校舎への建て替え、室内プール 9

室内プールが、夏になると水温が上が
りすぎる

不明 10

室内プールにしてほしい。 公立校の中で、施設の大きな差がない
ようにしてほしいです。

11

設備の老朽化　気象環境の変化への対
応

猛暑、豪雨などでもプールの授業が実
施できるようにしてほしい。
隣り合う小学校中学校の利点を生かし
て、給食配給の共用など垣根を越えて
活用してほしい。

12

同じ町田市内の公立の学校間の施設の
差が大きいと感じる。校庭の夜間照明
や温水プールなど。せめて同じように
学びができる環境であることを望む。

どの地域に住んでいても、同じ学びが
できる施設や環境

13

暑さ対
策

(11件)

・暑さ対策
プールはコロナ収束後また水泳指導が
始まると思うが、ここ数年、暑さで入
れない日が多い。時期を早めるか、施
設への対策が必要。
また、校庭は日陰が少ない。

・通学路の一部が土砂災害警戒区域
警戒区域について補強など対策が必
要。

上記の通り。 1

プールが暑すぎると入れない 温水プール 2

プールに屋根があると良いと思う （未記入） 3

プールに日差しを遮るものがほとんど
ないため、プールサイドで熱中症の危
険があり、雨天だと使えない

屋内でなくてもいいので、一部に大き
めの屋根をつけるなど

4

プールに日除けがいる。 プールに日除けがほしい。可動式な
ら、尚よい。

5
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プール

課題 解決に向けた期待 連番区分

プール
(53件)

暑さ対
策

(11件)

プールを室内温水化 気温上昇に伴い、このままではプール
はできなくなってしまう。
環境面で取り組むことは多々あると思
いますが、まずは室内プールを作って
いただきたい。

6

夏のプールの熱中症対策のために、
プール全体（プールサイド一部とかで
はなく、プールの水温を下げる意味も
含めて）に屋根がほしい。

期待できない。もっと色んな事を迅速
に,正しい判断をしてほしい。本当に
必要なことはなんなのか。
教育についても様々な意見はあると思
いますが、危ないことは、すべてやら
ない、排除ということが強すぎる。
勉強も大事だか、経験、体験から得ら
れるものも多くある。
教育委員会、市長には、責任の重さも
あるかとは思いますが、未来を見据え
るなら、もっと現場を見て今何が本当
に必要なことなのか、真の議論をして
ほしい。

7

夏の熱波でプールが出来ないのは問
題。泳ぎの教え方にも問題あり。ただ
の水遊びかしている。ただでさえ学校
での授業だけで泳げるようにならない
のに、夏の暑さでプール日程も無くな
り、無意味である。この東京の暑さを
考えたら、せめて屋根をつけるか何か
しらの対策が必要。

屋根をつける 8

数年前から、冷暖房設備、トイレもリ
フォームされ良くなっていると思いま
す

プールについては、見たことがないの
ですが、数ヶ月しか使用しない施設で
すが、この猛暑に対応したプールサイ
ド、日陰場所の確保、更衣室、トイレ
の環境整備が気になります

子供達だけでなく、親も祖父母、一緒
に行く可能性もある未就園児が抵抗な
く使える設備(外トイレや体育館のト
イレ含む)を期待します

9

全体的な老朽化、屋外プール(夏の平
均気温上昇によりほぼ使用不可能)

震災等に耐えうる設備に変える 10

体育館、プールの暑さ対策 体育館への冷暖房完備。プールに屋根 11

囲い
(4件)

プール、外トイレが古い。
外からプールが見えてしまうので、囲
いをもう少ししっかりして欲しい。

子供の安心・安全のためを一番に考え
た学校作りをしてもらいたいです。

1

プールが外から見られやすいので、屋
内プールにしてほしい。

（未記入） 2

校舎が古いので地震が心配。学童脇の
プールのコンクリートの緑の高い壁が
地震で倒れそうで怖い。できれば撤去
か改修してほしい。

危険箇所の把握と改修あまり巨大化し
てもきめ細かい指導は難しいと思う。
これからは画一的な対応ではあぶれて
しまう子供が出てくると思う。

4
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プール

課題 解決に向けた期待 連番区分

プール
(53件)

囲い
(4件)

プール設備が窓から覗ける。古い。更
衣室の古さ。エアコンなし。濡れても
すぐ乾くロッカー棚、綺麗に使えるよ
うに整備。屋外だと炎天下で中止にな
る。屋根付きか、屋外でプール出来る
日除け対策。教室は古い、壁、ドア剥
がれる。図師小のような教室最新へ。
体育館は狭い、小さい。トイレは階ご
とに洋式一つ。様式トイレ数少ない。
障害者トイレない。正門が開けっぱな
しで、不審者侵入しやすい。セキュリ
ティー無い。一年の教室が不審者侵入
しやすい。生徒の流れと下駄箱と廊下
の配置が悪い。ベランダが住宅街に向
いてる。校庭にベランダが向いてな
い。秋、冬は校庭が日陰になってしま
うので寒い。運動会の時、200メー
ルトラックがライン引けない。鉄棒が
少ない。あそべる遊具が少ない。タイ
ヤ跳び箱がらない。

子どもが楽しく過ごせる学校。体育館
も大と小が２つあり、雨の日には、休
み時間には自由に使える。図書室は広
く、本が好きになる所。家庭科室は調
理と、裁縫は別の机で、同じ机でやら
ない。図工室も古い。音楽室も雛壇に
なって、オーケースタートラのように
バイオリンなど楽器があり休み時間に
ピアノやバイオリン弾けるなど。

3

更衣室
(4件)

プールの更衣室が狭い、汚れている。
体育館があつい。校舎内が暗い。

更衣室は、使用人数を考慮した設計の
建物にする。体育館にエアコン(夏に
設置？)、屋上緑化。校舎の照明の
LED化。

1

プールの更衣室が不衛生で改善が必要
だと思う。

南中のように地域の人も利用できる施
設がよい。ジム＋プ―ルなど

2

プールの更衣室やトイレ等の清潔、雨
漏りの対策

生徒の意見、先生方の意見 3

プール更衣室、トイレが暗い、老朽化 設備の改修 4

配置
(3件)

プールの場所（校舎から離れている
為、水着で室外を行き来している）

（未記入） 1

プールの隣に更衣室があると良いで
す。

（未記入） 2

校舎内が暗い
掃除しているが汚れている
校舎とプールの距離が離れている

（未記入） 3

その他
(2件)

どこの学校にも共通していると思う
が、プールの維持費がかかっているも
のの、生徒数の減少やプール授業の確
保の難しさもあると見られることか
ら、プール設備の見直しや空き教室で
保育園を開設するなど、空きスペース
の有効活用が必要。

空きスペースの有効活用。小学校で作
られた給食を中学校へ届けることで、
給食室の雇用、児童数が減っている中
で、時代、ニーズに合った中学校の給
食確保が実現する。子育てをわかって
ないまたは子育てを終えた町田市市議
に廃案にされている中学校給食を市民
は望んでいる。町田市に子供を受け入
れるために、教育委員会主導でやって
ほしい。

1

大規模修繕を今年度しているようです
が、その中にLED電球に換える工事
などあってもいいと思います。

プールの指導はリスクが高いので、ス
イミング教室などに業務提供してはど
うでしょうか？

2
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屋外施設等

課題 解決に向けた期待 連番

（未記入） 多少の駐車場スペース 1

１、バス通学している子供が多数いる
中で、イベント時などに公共交通機関
を推奨されること。バスの本数が少な
く難しい。駐車場を用意して欲しい。
２、プール。夏は気温が高過ぎて、
プールの温度が規程を上回りほぼ中止
になる。水泳の授業は必要ないので
しょうか。

両方とも立て直したばかりの校舎なの
で、改善は期待できません。

2

雨の日は遠方に住む児童の送り迎えの
ために周辺道路で渋滞が起きる。近隣
住民に迷惑がかかるので、そういう意
味でもスクールバスを導入すべき。

スクールバス導入にむけた駐車場（バ
ス停）の設置。スペースがなければ現
在の第二校庭を整備して設置する。

3

階段が急かつ狭く危ない場所がある。 車椅子、松葉杖でも通えるような造
り、かつ駐車スペースの確保。

4

学童の駐車場。 簡単にできそうなのに融通が本当に効
かない。

5

学童等で遅い時間に迎えに行くのに一
時的にとめる駐車スペースが必要

駐車スペースの設立 6

親が送り迎え時に、自由に使える広め
の駐車場があったら良いなと思う。

全室エアコン完備、洋式トイレ、オン
ライン授業が出来るような取り組み、
中学校にも給食室、など。

7

駐車場 （未記入） 8

駐輪場、駐車場スペースは必要だと思
う。

（未記入） 9

鶴一小、できたばかりなので、工事が
きちんと完了されていれば課題はな
い。（排水溝が排水されずに校舎内が
水浸し…などのトラブルはもうごめん
です）

裏のグラウンドは駐車場になる予定
だったのでは。

裏のグラウンドを駐車可にする。
学校敷地付近は、全面禁煙にする。
（運動会での保護者の喫煙が問題）

10

保護者用駐車場がない （未記入） 11

放課後活動等、児童が使用する分には
問題ないと思われるが、市民活動の拠
点とするならば　設備の改善はする余
地があると思う。

地域住民の高齢化が進んでいる為　駐
車場が必要だと思います。

今までの環境の良さを生かしながら
新しい事も学習出来るスペースがオー
プンな形であると嬉しい

12

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。

小・中学生、
未就学児の保
護者、市民か
らのご意見

区分

保護者
用の設

置
(12件)

駐車場
(19件)
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屋外施設等

課題 解決に向けた期待 連番区分

駐車場
(19件)

狭い
(5件)

学区が広いため、保護者なり関係者が
来校しやすいよう、もう少し駐車場を
確保して欲しかった。
具合が悪い子どもを迎えに行くときに
不便です。

駐車場 13

学校敷地内で門の外側に車を停めてお
けるスペースを確保してほしい。
門の施錠が厳しくなっている近年で
は、門は常に閉まっており、ドライ
バーは一度降りて門を開けて、入って
からまた降りて門をすぐに閉めなけれ
ばならない。この時路上に停車するか
たちになる。また、短時間の用事の業
者などは、この手間が大変なのか、勝
手に門を開閉できないと思うのか、学
校脇に路上駐車しており、登下校の際
に危険を感じる。
初めて学校に来たドライバーにも分か
りやすく、かつ登下校の邪魔にならな
い位置で門の外側に車を一時的に停め
られるスペースを作ったほうがよい。

設計段階で門を道路すれすれではな
く、もう少し内側に作ればよかったの
ではないか

14

車を停めるスペースがもっと必要。夏
は校庭に日陰が必要。

日陰は、運動会のテントのようなもの
や、パラソル的なものがあれば、と思
う。可能なら木を植えて木陰を作って
欲しい。
駐車場の拡張希望。

15

駐車場が狭い ロータリーなどの降車スペース等 16

駐車場が狭く、車も入りづらい。体育
館が少し狭い気がします。校庭の遊具
が古くて少ないので新しくして欲し
い。

校舎近辺に駐車場を確保して欲しい。
また、安全に行き来できるように道路
や歩道橋を整備して欲しい。プールを
潰して体育館を大きくして欲しい。潰
したプールは体育館の屋上などに設置
すれば校庭も広くなると思います。

17

その他
(2件)

校舎　車の送り迎え可能にしてほし
い。送迎スペースの確保

クラス人数を減らしてほしい 18

体育館の空調、駐車場 駐車場が道に面しているため、歩行者
も前を通る車も危ないと感じることが
あるので、もう少し安全なスペースが
確保できるといいと思う。

19

校舎が古い。
校庭の、遊具が少ない。
環境美化が行き届いていない。

耐震面を強化し、安全できれいな校舎
になるとよい。

1

小学校なのに桜の木がない
遊具が少なすぎる
校庭が狭すぎる
駐車場がない

子供達がのびのびと遊び学べる環境 2

備品の老朽化（一輪車、鉄棒等） ベルマーク、テトラパック収集で備品
に充てる。保護者から不要になった一
輪車の寄付を募る。

3

運動場の遊具
(6件)
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屋外施設等

課題 解決に向けた期待 連番区分

遊べるものが少ない 遊具を増やして欲しい 芝生にして欲
しい

4

遊具の充実 遊具の充実 5

遊具の充実 体力強化 6

●老朽化
●空き教室が有効に使えていない。勿
体無く、スペースが、無駄になってい
る
●校舎に自然の要素が少ない。150
年以上、学校のスタイルは変わらず、
大人が管理しやすいものになってい
て、非常に機械的である。

●畑、田んぼ、木々が繁るエリア、草
がたくさんはえているエリア、池など
子ども達の心を豊かに育む環境づくり
●ドイツ、デンマーク、北欧などにな
らい、例えば校庭も、平らでなくても
小さな山があったり、色々なバリエー
ションがあってよい。
●イス、机、においても、全員同じに
する必要はない。配慮の必要な人に
は、揺れるイスを。視線が嫌な人には
パーティションを。

1

プールが室内ではない、エレベーター
がない、狭いのに屋上を有効活用して
いない

屋上に芝を引いて、屋根をつけて菜園
を作り学習の場および体育の場とする

2

緑が少ない 心穏やかになるような緑の設置 3

芝生やヤギなど、保護者が行う事が負
担に思う！
芝生にしてからブヨの被害が多くなっ
た！
ヤギの掃除の為に勝手に夏休みに担当
日が振当てられる！

（未記入） 1

前に池があったのに、なくなり非常に
残念

忠生中学校の池は素晴らしく癒し

小山小学校の池は無くなり、残念

2

運動場の遊具
(6件)

菜園
(3件)

飼育小屋
(2件)
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学校施設の多機能化・複合化への対応

課題 解決に向けた期待 連番

（未記入） 子供がのびのびと過ごせる場所を
作ってほしい。校庭をいつも使える
ようにしてほしい。

1

（未記入） 地域解放 2

（未記入） 異年齢(老～幼まで)が気軽に集える
場。
現在の子どもセンターのように、調
理スペースや音楽室、また教室など
もある程度予約制で使えること。そ
れにより、子どもたちの放課後の時
間をより豊かにできる。

3

たくさん教室が余っているようなの
に、有意義な使い方が出来ていると
は思えない。

市民(地域の老人会等)に貸し出すなど
しても良いと思う。

4

学校開放をもっと充実して欲しい。 見守りの大人をボランティアに頼ら
ず、多少の報酬。

5

建物が古い為か、廊下、階段、体育
館、トイレが薄暗く感じる。

高齢者〜子供まで、地域の人達が集
まるコミュニティを併設し(デイサー
ビス等)住みやすい町、にぎやかな学
校作りを期待します。
高齢者が子供と関わることで楽しみ
も増え、子供達も思いやりを養うこ
とが出来、相互作用がとても良いの
ではないかと思う。

6

現状の校舎内は、市民活動の拠点と
して使用できるようには造られてい
ないこと。

多様な用途を想定した校舎造り。
学校は学校としての用途に限る、と
いう原則があるなら、その「壁」を
打ち破るような議論が必要。
学校が「校長のもの」のようになっ
ては困る。ハード面はあくまで町田
市のものであるから、校長や校長を
始めとする教員の意識改革が絶対に
必要だ。

7

校舎が古い。 建物を新しくして施設を土日は地域
に開放して欲しい。

8

校舎が老朽化している 色々な所から人が集まってくるのが
期待する

9

校舎の耐震（免振）
自由スペースが無い

旧体制の集合教育も必要だが、学び
合い・自習・多様化な学びも必要。
教室ありきの施設ではなく、多目的
な施設もあることに期待する。
年間通して使用できる温水プール
や、屋内競技施設も充実すると嬉し
い。

10

校庭が狭いこと。プールの地域開放
がないこと。

土日や長期休業中に、地域住民が使
える施設の確保。

11

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

学校開放
(20件)
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学校施設の多機能化・複合化への対応

課題 解決に向けた期待 連番区分

周囲からの安全性確保は十分理解で
きるが、もう少し市民が容易に利用
できる様になれば良いのでは。通学
している子供達がいない者にとって
はせいぜい、選挙、防災訓練などの
時くらいしか知りえず、遠い印象し
かない。

子供たちと市民がもっと結びつくよ
うな施設が考えられないか？ＩＴ等
の勉強も子供達だけでなく、一般市
民も気軽に利用できれば良い。

12

創立から約45年が経過し、老朽化が
目立つように感じます。今後ますま
す技術が進み、教育現場におけるDX
化も図られるものと思いますが、そ
の対応や高齢化社会の中で地域の高
齢者との触れ合いの場の併設などを
考えた場合、現在の敷地や校舎では
対応が困難と思われます。

21世期に相応しい新たな形の学校、
地域拠点のコンセプトを明確にして
進めていただきたい。

13

地域の方にも利用してもらうために
も校舎、体育館、プールの老朽化改
善。校庭が狭いく、地域解放での活
動しにくい。ますます保護者の協力
が必要になるのでＰＴＡ活動室の環
境整備。

今出来ることからすぐにやる。教育
に対する投資をしてください。

14

入ったことがない 多様な団体が利用しやすい環境 15

閉鎖的な建物の作りなので、入り口
を分かりやすく、入りやすくしてほ
しい

市民センターみたいな使い方ができ
るといいなと思います。

16

夜間でもスポーツ団体等の活動が出
来る。

グランドにライトを設置する。 17

老朽化 建て替えに伴い、地域での交流がで
きる多目的空間としての活用

18

老朽化 地域との協力。国からの支援。役所
や市民センター、高齢者施設との共
存など。

19

老朽化。あまり地域との交流等は感
じられず閉塞感がある空間作りだと
感じています。
また、ICT機器等の整備が進んでいる
ものの、人材が育ってないので、物
理的な施設＋専門分野の人材の確保
はもっと進んで欲しいと思っていま
す。

旧型の教育環境をなぞるだけではな
く、新しい学びの空間が欲しいで
す。
また、子供だけでなく新しい時代の
知識を得られる場として、大人も学
校へ行き学び直しができる環境作り
が、将来的に必要だと思います。
勉強をやらされている感ではなく、
自ら学びにいく姿勢を大人側から発
信できると、子供達にも良い影響が
あると思います。

20

（未記入） 学童クラブとの更なる連携と協力 1

（未記入） 学童の充実、通学路の安全性確保 2

（未記入） 学校と学童の良好な関係 3

学童がいっぱい 学童施設の増設 4

学童保育
(13件)

学校開放
(20件)
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学校施設の多機能化・複合化への対応

課題 解決に向けた期待 連番区分

学童が狭い。校舎の老朽化 （未記入） 5

学童の校内設置 校内の未使用教室の活用 6

学童保育が狭いす 拡張工事すること 7

校舎が古い 学童保育設備の拡充を含めた新しい
校舎の建設

8

統合されると学童のスペースが心配 学校内に学童を 9

特に思わない。駅までの立地がいい
ので、学童に預けていて帰りにお迎
えに行くなどするとき、保護者も迎
えに行きやすいなども考えられる。

（未記入） 10

年数が経過しているので、あらゆる
場所の改善はしていかなくてはいけ
ないと思います。
学童クラブは現在よりも広い場所へ
の変更が必要だと思います。

子ども達にとって、安全・快適に教
育が受けられる場所になるようにし
て頂きたい。

11

夫婦共働き家庭がますます増えると
思うので、放課後、夏休み期間の学
童のニーズは増えると思われます。
また、温暖化の進む夏の暑さのなか
で、児童の健康と快適な学習環境の
確保が課題になるのではないでしょ
うか。

教員、放課後・夏休み期間の教員、
指導員の充実。

12

老朽化は否めないが敷地内に学童も
あり送迎時はありがたい。

（未記入） 13

人数に対して校庭も体育館もせまい
から、部活も思い切り出来ない。
通学路に木でも植えて木陰が欲し
い。
給食室を願う。

マンションや会社の人の流れや人口
分布を分析してから町作りを考えて
欲しい。
給食室も欲しい。

1

いろいろな部活動をする環境 （未記入） 2

体育館や校庭が狭く、部活動が思う
ように出来ていない。教室の数がギ
リギリ。お弁当給食を推進したくて
も配膳方法が無い。

（未記入） 3

部活動時に利用できるスペースを広
くしてほしい

同時に多くの部活動ができるような
校庭の広さや体育館の整備

4

テニスコートが部員の数に合わない 各部活動のことを考慮し、スペース
に余裕ができると学校生活も豊かに
なると考えます。

5

部活をするスペースが限られていて
制限がありすぎる

新しい設備の導入
生徒数を減らす

6

まちともで室内に自由に遊べるス
ペースが欲しい 図書室以外に。

見守りのボランティアをふやしてほ
しい 通学路もふくめて

1

まちともの環境と管理体制の充実 小山中央小のまちともはプレハブ校
舎なので、もう少し居心地の良い場
所を作ってほしい

2

学童保育
(13件)

部活動
(6件)

まちとも
(5件)
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学校施設の多機能化・複合化への対応

課題 解決に向けた期待 連番区分

地域の体操クラブで、小川小学校体
育館を利用させてもらっていて、凄
く助かっています。ただ、学校行事
や他の団体との兼ね合いで、思うよ
うに借りられない事があると聞いて
います。
放課後の活動についても、まちとも
の外遊びにしか参加できておらず、
親も子も、もっと安心して放課後に
参加できる活動の場が有ればよいの
にと感じます。

市民活動、放課後活動を考えると、
小川小学校は、現在の校舎と体育館
（学童と音楽教室などの教室も一
緒）では、ハード面に限界があるの
かなと感じます。
校舎は、すぐに建て替えしないと想
定したとして、
体育館がもっと広い地域活動や放課
後活動の場とした複合的な建物（体
育館、学童、和室、音楽室、レッス
ン室…）になると良いのにと思いま
す。

3

中学には行ったことがないため、分
かりません。
小学校は、大蔵小ですが、校庭から
見た感じだと、とにかく古い！と思
いました。ゆくゆく統合によって無
くなってしまうのなら建て替えは難
しいと思いますが、老朽化により児
童を危険にさらさないようにはして
いただきたい。補修などするべき箇
所はしっかりしていただきたい。
現在、放課後活動や市民への開放は
しているのか知りませんが、してい
ただけるといいなと思います。

豪勢な施設は不要だが、子供たちが
放課後も安心して遊べたり、休日に
市民へ開放したりしてくれるといい
なと思います。

4

放課後遊べる日が少ない そのための環境を早く整える 5

老朽化 人数が増えるので冷暖房、放課後の
パソコン教室、英語教室、サッ
カー、野球など学校での課外活動が
出来ると良いです。

1

熱中症対策 外部から先生を招いて、学校の校舎
内で希望者は放課後そのまま習い事
ができるような設備を期待。

2

まちとも
(5件)

その他の放課後活
動

(2件)
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防災拠点としての施設整備

課題 解決に向けた期待 連番

防災拠
点

(66件)

耐震性
(25件)

プレハブ校舎も含め、校舎の老朽化
の問題。大きな地震が起こった際に
崩れてしまわないかという耐震性の
問題。

地域の避難所にもなるので、耐震性
を高めた学校施設の整備をお願いし
たいです。

1

各学校のバリアフリー化ができてる
か

災害時非難場所等を想定して耐震
性、バリアフリー、備蓄庫等を考え
て進めて欲しい大人も

2

建物が古いので耐震は大丈夫なのか
気になる。

建物の安全性。校庭は広く芝生もあ
り、のびのびと活動できていてあり
がたい。体育館は夏暑いので熱中症
が心配。

3

古いので、地震耐震など 安全性 4

古い校舎なので、耐震が心配。
トイレは改修工事をしているのでと
てもキレイです。教室に冷房もつい
ているので環境はとても良いと思い
ます。
第二理科室など使っていない教室
を、キレイにして、何か他の事に使
えたら良いのでは。
もったいない気がします。

安全な学校である事。 5

古い校舎なので耐震性等が心配 建て替え 6

古く感じるので耐震が大丈夫なのか
少し心配。

定期的に耐震のチェックをして頂き
たい。

7

校舎が古い、耐震面が不安 耐震面の強化、ネットワーク環境整
備、エアコン完備、セキュリティ強
化、バリアフリー化

8

校舎が古くて、耐震機能が心配。 耐震機能や防災に優れた設備。 9

校舎が古くなり、一方地域の避難場
所でもあるため、耐震耐火など、あ
らゆる面で一度建て直す必要がある
かとも思われる。

耐震耐火性に優れた校舎、体育館。
一方で、冷房やWi-Fiなどの学習環境
の整備。
やはり、コロナの休校で議論されて
いるが、ITに特化した学習も小さいう
ちから必要と思われる。

10

校舎自体は少し古くヒビが入ったよ
うなところがあるので地震があった
ときなど大丈夫か心配です。
常に校門が開いていて誰でも入れる
状態なことも防犯面から心配。

耐震強度の再確認と校門はオート
ロックかインターホンでその都度開
ければいいのかと思います。

12

震災や災害時に安全な建物にする。
コロナウイルスのような感染症が発
生した時に配慮できる環境にする。

古い校舎は建て替えたり、古くなく
ても定期的に対策は必要か調べる必
要があると思います。
またウイルスが流行しない環境作り
をするには、トイレなどを綺麗にし
たり水道から水を飲まないようにし
たり、空気が綺麗になるような工夫
も必要だと思います。

13

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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防災拠点としての施設整備

課題 解決に向けた期待 連番区分

防災拠
点

(66件)

耐震性
(25件)

校舎について、耐震補強はされてい
るものの老朽化していると感じま
す。
現在は児童数が少ないので空き教室
がたくさんありますが、これらを有
効活用できたら良いと思います。

児童数の変動に対応できるような教
室の設計が望ましいのではないで
しょうか。
本町田東小の場合、毎年の入学数は
かなり変動があり、1クラスか2クラ
スのギリギリのラインということも
しばしばです。1クラス20人ならば
教室は広々と使うことができます
が、児童数が40人でも1クラスだと
物理的にも狭さを感じますし、先生
の目も十分行き届かないのではと思
います。
教室の壁がない学校など新しい形の
校舎も出てきていますので、そう
いった教室の工夫をして児童数の変
動に柔軟に対応できる校舎が良いの
ではと思います。

11

全体的な老朽化、校庭の水捌けの悪
さ。避難所としてきちんと機能する
か。

耐震、避難所としての機能、ドーム
の様に開閉式の屋根がついた校庭

14

増築したプレハブ教室以外の各教室
に古さが漂っていて、夏は暑くて冬
は寒い感じがします。
校舎内が暗いイメージです。

今後地震や水害などの災害が予想さ
れますので、必要な改築を速やかに
行って頂きたいです。耐震や川が近
いので、特に心配です。

15

体育館 夏は暑く、冬は寒い。耐震性 16

耐久性 耐久性と明るい教室作り 17

耐震、校庭の水はけの悪さが気にな
ります。

耐震補強、水はけの良い校庭になっ
てくれたらありがたいです。

18

耐震、免震がどの程度の強度か？ 修繕等。 19

耐震化を備えつつ、木造の校舎にし
てほしい。避難所になることを前提
にした間取りにする。教室の壁をな
くした、自由な学びの場所を作って
ほしい。

幅広い関係者からの意見を取り入れ
る。

20

耐震性 建て替え 21

耐震性、耐久性 補強工事 22

耐震対策の取れている校舎なのか？ 校庭が芝生だったら素敵。 23

耐震面が大丈夫か 耐震面でも安心できる建物 24

築年数が古いため、耐震性が心配。
紫外線予防のため屋内プールの整
備。

補強工事もしくは建て替え 25

設備の
充実

(20件)

プールの更衣室とトイレの改修 安全面。地震が多いので、ガラスや
電球を安全な物に変更したり、ヘル
メットの導入も必要かと思います。

1

学校はどこも古いと思うので、地震
が来た時に不安。境川が万が一氾濫
した際も不安。

耐震補強やガラスに飛散防止。いざ
と言う時にパニックにならないよう
に廊下や壁に避難案内等を記してお
く。不定期で避難訓練を実施する。

2
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防災拠点としての施設整備

課題 解決に向けた期待 連番区分

防災拠
点

(66件)

設備の
充実

(20件)

現在体育館のエアコン工事をしてい
るので改善されていますが、車椅子
の生徒のためにもバリヤフリーやエ
レベーターの設置が必要だと思いま
す。

今回の設問とは直接関係ないことか
もしれませんが、防災上公立学校敷
地内に防災井戸や校舎屋上に太陽光
発電など避難所になった場合、必要
ではないかと思います。

防災拠点としての環境整備。 3

校舎の老朽化 災害時にも生徒や地域住民の安全を
守れる設備。

4

災害の避難場所となっているにも関
わらず
体育館の天井があちこち剥がれ落ち
ておりとても危険を感じます。以前
自治会より市に報告したにも関わら
ず対応がありません。

いつでも安心安全な場所となるよう
な設備にして頂きたいです。

5

災害時の避難所としての機能 緊急事態に即した物品・仮設トイレ
等の備蓄

6

災害時の避難場所にもなることから
非常用発電機や水などの保存があっ
ても良いと思う。
また、パソコンを利用した遠隔授業
を取り入れるなどの対応も必要と思
います。

生徒一人一人にパソコン等が必要だ
と思います。

7

体育館に空調がない。学校給食が仕
出し弁当で冷たくておいしくない。

小学校と同様の給食事業
防災拠点を考えるのであれば、普段
のセキュリティ対策や自家用発電機
などの防災設備の充実

8

体育館に空調設備を設置した方がよ
い

防災の拠点となる可能性も考えて、
空調設備やトイレの改築を行って欲
しい

9

体育館の災害時の耐久性と安全性、
体育館の遮熱断熱性能

災害時避難施設としての性能、太陽
光発電の採用による省エネ化

10

体育館の非常階段が１箇所のみ 安心安全。地域の役に立つ施設。 11

被災した時の受入準備 今後の起こり得る様々な事象に対し
て一時受入可能な事

12

避難所になっているが、体育館と給
食室の冷房が未だに整備されていな
いので、早く改善してほしい。

これからの時代、災害が多くなると
考えられる中、学校の老朽化してい
くなか避難所として耐えられるの
か。もっとシンプルな作りにした方
がいいのではないかと思います。

13

敷地、校舎等全体的に増える分を広
くする

時代に合わせた学習設備、体育館や
プールのクーラー導入、緊急時用の
自家発電、地域住民の避難施設とし
てまかなえる設備

14

防災時の拠点としての機能がまだ
しっかりと準備されていない

（未記入） 15

老朽化 地震、風水害対策の取られた、安全
な学校施設

16
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防災拠点としての施設整備

課題 解決に向けた期待 連番区分

防災拠
点

(66件)

設備の
充実

(20件)

老朽化 地震対策やセキュリティを重視して
欲しい

17

老朽化 災害時に対応でき、現代の教育のや
り方に合うもの

18

老朽化、バリアフリー化、災害時の
緊急避難場所としての機能、不審者
侵入対策

必要な額の予算 19

老朽化による、耐震性の確保ができ
ているかどうかが不安。
災害時の避難所使用を想定した際の
感染症対策の視点の問題点を確認し
て欲しい。

設備、および課題の定期的なチェッ
クや、問題点の洗い出し。

20

位置・
地盤

(16件)

以前までは学校イコール緊急時の避
難所という認識でいましたが、数年
前に、鶴二小が坂の上に建っており
土砂災害の懸念があるため、避難所
から外されたと聞きました。いざと
いうとき、子どもたちの安全が確保
されないのではないかと心配です。

鶴川という、起伏や川のある土地で
は難しいかもしれませんが、強固な
地盤に強固な建物は必須だと思いま
す。

1

夏の台風等で境川が氾濫した時に児
童の安全は守られるのか？(4年前学
童が床上浸水したが、体育館への避
難時に太腿辺りまで水に浸かりなが
ら避難し怖かったと聞いている)

子供の安全 2

学校校舎が、危険区域に隣接してい
る。
学校での安全確保されておらず、ま
た、避難所としての役割を果たせな
い。

また、子どもの人数に合わせて増減
可能な整備がなされていない。

地域における、学校校舎の活用も含
めた考え方。
地域活動の出入りもあって良いと思
う。

少子化や、地域の過疎化、犯罪な
ど、
一方からの視点ではなく、
学校づくりが町づくりだと思うの
で、

子どもの学習の場として、地域の触
れ合いの場として複数の場所を設置
するより、
拠点として、活用できる場を作るこ
とに振り返って考え作られるよう、
初期投資にコストをかけられたら良
いと期待します。

3

学童教室が崖側にあり危ない安全な
場所に移つす

新設するのではなくあるもので工夫
する

4

境川のすぐ横の為、河川氾濫などの
不安がある。

将来的にグランベリーパーク近くへ
の移設。

5

校舎が古く、校舎裏も崖崩れがおき
そう。避難所になることも考える
と、体育館にエアコンがあればなお
良い。

非常時にも安全に過ごせる場所。土
砂崩れや校舎にヒビが入るようなこ
とがないようメンテナンスして欲し
い。

6

災害時の為に、二階建てまでにする
べき

広い土地 7
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防災拠点としての施設整備

課題 解決に向けた期待 連番区分

防災拠
点

(66件)

位置・
地盤

(16件)

三輪小学校 緑山門  土砂崩れが起こ
る可能性がある。

防災 8

山に建てられ、崖を抱えている小学
校校舎の為、緊急避難場所としても
危険で限られた運用しかされていな
い。

校舎を変わった作りにしない（崖に
建てない）。特別な専用の教室など
の多い。余裕のある校舎

9

自然災害の際、本当に避難場所とし
て適切なのか疑問です。崖に面して
いるので、大雨で水が流れ込んでく
るし崖崩れなどがないのかが心配。
また登下校で使用の階段も老朽化が
進んでいる気がします。

子供たちを安心して学校に送り出せ
る場所、地域の住民が安心して避難
できる場所であってほしいです。

10

小山田小は山の斜面に校舎が建って
いるため、校舎の造りが複雑で、有
事の際の避難に難があると思う。
またネットワーク環境が脆弱なた
め、ギガスクール構想の実現に向け
て、かなりのテコ入れが必要だと思
う。
新しい学習指導要領の実現に向け、
多目的スペースや情報活用スペース
など、学校づくりそのものを見直す
必要があると思う。
今後、クラスの人数の上限（現状４
０人）も少なくなっていくことが予
想されるため、教室数の確保も必須
となるだろう。

これからの学校は、オンライン化さ
れる部分も多くなるだろうから、オ
ンライン化に対応できる設備を望み
たい。
また、個別学習や少人数指導などに
も対応できるユーティリティース
ペースも必要となると思う。

11

体育館が崖崩れの危険がある？レッ
ドゾーンの近くなので、地域の避難
場所としても使えないし、子供達に
も安全な場所とは言い切れない。

安全、安心な環境で学校生活を送っ
てほしい。

12

体育館が二階にあることが疑問。
震災時に心配。

建て替え時に検討してほしい。 13

体育館に冷暖房がなく暑かったら寒
かったりする、川沿いなので水害の
時心配

0 14

土砂災害危険区域に、校舎入ってい
る点。

地震水害土砂災害などの有事の際に
も、学生はもちろん地域の方が安心
して避難できる場所

15

土砂災害危険区域に指定されている
ので、対策をとってほしい。

安全性 16

その他
(5件)

（未記入） 避難所として使う際の収容人数を増
やしてほしい。体育館だけでなく教
室も使えるようにするなど。

1

学校は閉鎖的であること。地域の防
災拠点として、また、コミュニティ
の場としてもっと活用できるのでは
ないでしょうか。

（未記入） 2

建物、施設の老朽化が著しい。 防災対策、地域コミュニティとの調
和を図った形の合理化を目指し、納
得感の得られない明らかに不自然な
統廃合を無くす。

3
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防災拠点としての施設整備

課題 解決に向けた期待 連番区分

防災拠
点

(66件)

その他
(5件)

老朽化 災害時の避難所等の利用を見据えて
の立て直しが出来ると良い

4

老朽化、人数に対して体育館が狭い 災害の時にも地域の人がたくさん利
用できる広い体育館

5
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