
回答

1 ８区 旗振り箇所
検討中の旗振りの箇所は、どの程度の可能性を考えているのか。「これが絶対に必
要」という気持ちがあるのか、それとも皆さんの意見を聞いてから考えるのか。グ
リーンベルトは早くしないと間に合わないのではないか。

旗振り箇所は、立つ場所の数が限られるため、児童の安全を確保する上でどこに立つことが一番よいかを考えて決定します。地図で見ただけ
では判断しかねるため、朝の登校時間（７時半頃）に児童が登校する様子を実際に見に行ったり、運転者として通ってみたりしながら情報を
集めており、１番ここが良い、というところを検討しています。また、グリーンベルト設置については、今後業者と打ち合わせを行います。
→　グリーンベルトについては11月2日に打合せを行い、改めて設置を確認しました。

2 ８区 道路標示
市役所北側の道を西へ向かったところに「止まれ」の路面標示があるが事故が多
い。「止まれ」を止まらずにすごい勢いで車が走って来ることがある。そこに子ど
もたちがいたら大事故になるので補修等を強く要望したい。

「かさかけの里」を東に向かったところの「止まれ」の路面標示が薄くなっていたため、新しく書き直しました。全てへの対応は難しいです
が、できるところから行っております。また、注意喚起の看板設置を危機管理課と連携して進めております。いくつかの場所には既に設置し
ましたが、新規設置の必要性を精査し可能な限り対応したいと考えております。必要箇所等に関するご意見がありましたらお願いします。

3 ８区 歩道整備
「大田んぼ」の歩道（市道1078・1298号線の歩道）を建設予定ということだが１本
で歩道が繋がるのか。途中に未着工箇所があるがどこまでが通学路として使えるの
か。

将来的には市道1078・1298号線の歩道が一本に繋がる計画です。ただし、「かさかけの里」の北側に現在旗振り箇所となっている手押し式信
号があり、その東側の未着工箇所は、開校までには間に合わない状況です。一方、同信号の西側は、さらに西側の信号（世良田バイパス延伸
との交差点）までは開校までに繋がる予定です。

待機場所確保は３月までに完了するのか。 ３月に予定している通学路確認までには完了するように進めてまいります。

国道50号の「前鹿田」交差点に赤いポールを立てるとのことだが、県道（笠懸赤堀
今井線）の手押し式信号周辺にも設置するのか。

設置する予定です。ただし、設置方法については児童の安全を確保する上でどのような待機方法がよいかをよく考えながら検討していきま
す。

県道（笠懸赤堀今井線）の手押し式信号に通じる通学路について、道路幅が約５m
で幅１mのグリーンベルトを設けると、車がすれ違うだけでぎりぎりになってしま
うと思う。そこに赤いポール等を設置しないと車がすれ違うときにいっぱいにな
り、児童の安全をどう確保するのかが疑問。また、信号が赤になると多くの児童が
集中すると思うが、その点はどのように安全を確保するのか。具体的な対策が決
まった後に改めて説明等があるのか。

信号付近の安全対策については、現在地権者の方のご協力のもと、児童が集中した場合などの待機場所確保についてどのような方策が可能か
検討しております。通学路の安全対策につきましては、新設校だより等で周知させていただきます。

手押し信号のところは、新たに時間侵入禁止と設定する案はないのか。車が両方向
から来ると非常に幅をとるので、通学するのに大変だと思った。現在の笠懸小学校
の通学路である佐川急便の前の市道のような措置（時間制限の一方通行）や通行禁
止の措置はとれないのか。

ご指摘の箇所は道幅が狭く交通量が多い道路です。ここを通学路にするにあたり、当初、朝の時間を佐川急便前の市道と同様の一方通行（時
間制限）の規制ができないかということを警察に相談したところ、現在は「時間制限の一方通行」という規制はなく「全面通行禁止」の規制
のみとのことでした。そして、時間制限で通行禁止にするには生活への影響が大きいため近隣住民の承諾が必要とのことでした。そこで、令
和2年9月と11月に地元住民の方に対して説明会を２度開催しました。９区の皆さんからは、そこまで規制がかかると厳しいということや、迂
回する車で逆に危険になるかもしれない等のご意見をいただきました。このように地域の意見を踏まえ通行禁止にしなかった経緯がありま
す。

手押し信号を移動することは分かったが、車用の信号機がカーブになっていて見づ
らい箇所があると思う。運転者に対して、「横断歩道あり」、「児童横断」等の分
かりやすい標示があると安心だと思う。

ご指摘の箇所では、南側と北側の両方の信号を西側に移動する予定です。西鹿田方面から商工会方面へ向かう車には縦型の信号が目に入るよ
うになっており、縦型の信号も付けた状態で移設する予定です。一方、商工会方面から西鹿田方面に向かう車にとっては道路の正面上に信号
が見えることになるため認識はしやすいものと考えております。ただ、ご指摘のとおり、運転者に対する「横断歩道あり」等の注意喚起の必
要性は承知しておりますので、県の道路担当者と対策を協議していきます。

5 ９区北 標識設置
「かさかけの里」横の十字路のところがかなり見づらいので、道路標識の設置を警
察署に要望することができるか。

ご質問の十字路は、南北の道路の方が優先道路で、東西の道路には一時停止の努力義務があるという説明を警察から受けました。そのため、
「止まれ」の標識は設置できないとのことであり、交通安全会によって黄色の「一時停止」や「安全確認」の看板を設置していただいており
ます。この道路は市道ですので、市として運転者に対して何らかの注意喚起の看板等を設置することは可能です。また、この交差点の東西の
道路にはグリーンベルトを設置します。

6 ９区北 下校時の経路
交通量が多い朝８時頃は商工会前と岩﨑酒店前に旗振りを設置できないということ
だが、（旗振りのない）下校時には商工会から岩﨑酒店の道路を使うことができな
いか。

笠懸小学校の児童も帰りは旗振りなしで下校していますが、できれば登校と下校は同じ道路を歩いていただく方が良いと考えております。

サブゲートは基本的には開けないのか。どのような目的のサブゲートなのか。
門として開けられないということではありませんが、児童は基本的には使用しません。西側のサブゲートは、コンテナ室へ給食を運ぶトラッ
クが通ります（西側から出る事も出来ます。）。緊急車両や業者等が使用することを想定しております。

通学路に反映していただきたいことがあるために質問した。以前の保護者説明会で
も発言し、アンケートにも記入したが、自分の子どもは、「かさかけの里」から岩
﨑酒店へ向かう通学路になると思う。そこの一部に大きなブロック塀があり、（見
通しが悪く）大変危ないということをアンケートや質問で言ってきたが、今回の説
明では全く触れていなかった。そこが通学路から外れるのであれば良いが、通学路
にするのであれば非常に心配である。

ご指摘の箇所が見通しが悪く危険であるということは承知しております。当該箇所には道路北側にグリーンベルトを引く予定です。児童に
（塀が設置されている）道路の南側を歩かせてしまうとぎりぎりまで運転手の目に入らないので、塀から遠ざかるように道路の北側にグリー
ンベルトを引く予定です。さらに、運転手に対する注意喚起の看板を設置するとともに、カーブミラーの増設を検討していきます。

グリーンベルトを通ってくれればよいが、旗振りの設置か別の通学路を検討して欲
しい。その手前を曲がるとサブゲートに通じるので、質問させていただいた。

学校南の県道側に横断歩道を設置する予定です。そして、歩道設置箇所とサブゲートとの距離が近いためサブゲート前には設置できません。
北側又は南側を回っていただくことになります。

１　通学路について     ※ご意見やご質問等のあった場所や内容ごとに整理させていただきました。 「→」は説明会後の対応等です。

質問・要望

4 ９区北

県道（笠懸赤堀
今井線）の手押
し式信号周辺の
安全対策

7 ９区北
笠懸西小の北側
のカーブ



そこまでわざわざ行かないといけないのか。
警察からは、横断歩道を設置する場合は別の横断歩道と離して設置しなければならないとの説明がありました。従ってサブゲート前を横断す
ることができませんので、北側又は南側を回っていただくことになります。

面倒くさいと思うことはやらないと思う。事故が起きてからでは遅い。本当に危険
な箇所なので、安全第一の検討をお願いしたい【要望】。

→　説明会後に改めてご指摘の箇所を確認しました。その結果、「かさかけの里」周辺からサブゲート前に出る道路を通学路とした場合も、
途中カーブで見通しの悪い箇所が数カ所あるため、当初想定した通学路を使用したいと考えております。

8 ９区北 旗振り用駐車場 旗振りの時に車を止める場所はあるか。 車の置き場所は現在検討中です。

笠懸幼稚園横の五差路は笠懸小学校の児童も通ることになるが、登校時間が異なる
のではないか。

笠懸西小学校の児童の方が早い時間に通過することになると思います。それぞれの学校の保護者に旗振りをしていただきたいと考えておりま
す。

笠懸西小学校の児童が通学したと思ったら帰ってよいのか。 笠懸小と笠懸西小の児童を見分けるのは難しいため、時間で区切ることなど考えられます。

笠懸小と笠懸西小の旗振り箇所を分けるために、６区の児童の通学路を五差路では
なく、一つ東側の笠懸幼稚園の東側を通るルートに変更できないか。

６区西の保護者の方からも意見交換会で同様の意見をいただきました。現地を確認したところ、笠懸幼稚園の東側の通りには横断歩道はある
のですが信号がありませんでした。旗振りのない下校時に信号のないところを横断しなければならず通学路としては良くないと考えました。

現在、７区の児童は笠懸幼稚園東側の信号のない横断歩道を通っている。旗振りは
児童がいたらずっとその場にいなければならない。笠懸西小と笠懸小の両方の児童
が五差路を通る場合、旗振りの時間が長くなるのではないか。

笠懸小学校と笠懸西小学校の保護者で旗振りの時間を区切るのがいいのではないかと思います。

時間によっては児童がいないのに立っていることも多いと思う。 様々な考えがあると思いますが、実情を見極めながら児童の安全を重視し考えていきたいと思います。

そもそも児童の安全を考えるのであれば、国道50号で学区を区切るのが一番安全だ
と思うが。

６区（笠懸小の保護者）と９区（笠懸西小の保護者）とで時間で分ける方法がよいと思いますが、改めて検討させていただきます。７区の児
童が笠懸幼稚園東側の信号のない横断歩道を渡っている様子は登校時間帯に確認します。

→　説明会後に現地を確認しました。ご指摘のとおり、７区の一部の児童が通学路として利用しておりました。五差路での旗振りについて
は、児童の安全を第一に考えながら引き続き笠懸小とも調整していきます。

五差路の南側から北側へ向かう場合は、右側通行と左側通行のどちらになるのか。 右側通行です。

国道50号は、「前鹿田」と「前鹿田(西)」のどちらの信号を渡ることになるのか。 横断する登校班の数のバランス等を考慮しながら決めていきます。

私の子どもは五差路の南側から学校（笠懸西小）へ向かうことになるが、「前鹿
田」を横断する可能性が高いのか。

まだ決定していませんが、信号としては、「前鹿田（西）」の信号機の待機場所の方が広いです。

笠懸幼稚園の五差路から、「前鹿田(西)」の方に向かう場合は、児童は道路の右
（北側）と左（南側）のどちらを歩かせるのか。グリーンベルトはないのか。

グリーンベルトはありません。道路の南側に歩道があるので南側（左）を通ることになります。

通学路はいつ決定するのか。
教育委員会で班ごとに通学路（案）を作成し、１１月中に各班の高学年（主に５年生又は４年生）の保護者の方に確認していただき、その後
決定する予定です。

現在検討している通学路の案が変わる可能性もあるのか。
８月に開催した地区ごとの意見交換会で、各班の通学路の案を作っていただきました。その時の案を参考にさせていただきますが、安全面を
考え変更させていただくこともあります。

国道50号北側の通学路について、「土地を売っていただけるところは３月までには
広がる」とのことだが、「売っていただけるところは」という説明が気になった。
道路が広がるところとそうでないところが混在して、でこぼこになる可能性もある
のか。

「売っていただけない」というのは地権者の方が反対して売れないということではなく、土地によって売買等の手続きにかかる時間が異なる
ということです。

児童がまっすぐな道を通れるかどうかを知りたい。 ９区公民館西側の畑の所は道路を広げる予定があります。手続きに時間がかかる箇所は開校時点ではできていない可能性があります。

４月には間に合わないということか。 はい。歩道が設置できない箇所にはグリーンベルトを引く予定です。

国道50号北側の通学路は別のルートだと聞いていたが、現在検討している通学路に
変更したということか。

当初は「チハヤ」の西側の市道も検討しましたが、通勤時の抜け道として南北の車の通りが多いことから、現在検討している道路を通学路の
案としました。

13 ９区南
前鹿田（西）で
の国道50号横断

ローソンのところ（「前鹿田（西）」）を通る児童がたくさんいると思う。市道南
側の歩道を歩いてきた児童が「前鹿田（西）」の信号を渡る場合は、一度横断歩道
をローソン側へ渡り、その後、ローソン前から国道50号を渡ることになると思う。
その後は、右側通行になるということでよいか。

その通りです。国道50号横断後は、道路の北側（9区公民館側）にグリーンベルトを引きますので、その動線で歩いていただく予定です。

9 ９区南 五差路の旗振り

10 ９区南
五差路周辺の通

学路

11 ９区南 通学路の決定

12 ９区南
国道50号北側の

通学路



国道50号北側の通学路は人通りが少なく危険箇所があると聞いたが、安全対策はあ
るのか。

公民館前の道路ですので、人通りについてはそれほど少なくはないと感じております。国道50号の南側に帰る児童は、暗くならないうちにご
指摘の箇所を通ることが想定されます。通常６校時まである日でも１６時頃には放課になりますので、その後学校を出て明るいうちに下校す
るよう指導していければ大丈夫かと考えております。

９区南の線路南側だが、帰る頃には１７時半頃になることがある。街灯がつかない
ので冬は迎えに行っている。

通学路で設置できるところは設置していきたいと思います。学校とも連携しながら、下校時間が遅くならないよう留意していきます。

15 ９区南
世良田バイパス
の工事予定

世良田バイパス北側の延長道路はいつ開通するのか。 現時点では、令和５年度中に工事が終わる予定です。

16 ９区南
横断歩道設置要

望
意見交換会に参加できなかったので手紙に書いたが、今まで通学路でなかった車通
りが多いところを横断しなければいけないのに、横断歩道はまだつかないのか。

横断歩道の設置は要望しております。

17 ９区南
小内牧場前の市

道
小内牧場前の市道について、最近電柱が立って車が通ると狭くて危ない箇所がある
が、そこは広がるのか。

道路は拡幅しませんが、一部にグリーンベルトを引く予定です。

笠懸幼稚園からローソンに向かう途中の、以前アバンセがあった所の十字路を北に
向かうと佐川急便前に抜ける道がある。そこに横断歩道を設置するという話があっ
たが、その後どうなったのか。世良田バイパス東側の児童は佐川急便の方に回って
くださいという話があったがどうなったのか。

現在も笠懸小学校の児童が通っており、毎年夏休みに実施している通学路合同点検でも横断歩道の設置を警察に要望しているのですが設置さ
れない状況です。８月の意見交換会では、ご指摘の箇所を通って「前鹿田」まで行きたいと考えた方もいらっしゃいました。

「杉菜原」の信号を渡らないようにするために、意見交換会の際にはこちらの通学
路を考えたのだが。

ご指摘の箇所は横断歩道がないため通学路としてお勧めできません。世良田バイパス方面から登校する児童が「前鹿田（西）」に向かう際に
通る道路にはグリーンベルトを引く予定です。
→　具体的なグリーンベルトの設置箇所については検討しております。

「杉菜原」の信号を渡って東に向かう歩道には、ガードレールがあるのか。幅はど
れくらいあるか。元「杉菜原」信号があったところの路地から北側に入れないの
か。

ご指摘の「チハヤ」の西側に繋がる道については、朝の状況を確認したところ、北側から国道50号に向かう車の通りが多いので通学路から外
しました。国道50号沿いにはガードレールがあります。
→「旧杉菜原」の信号があった箇所から東側はガードレールが設置されておりますが、西側は未設置であることを確認しました。

歩いていただいたことはあるのか。児童が歩くのには危険ではないのか。 現地を歩いて確認し、それほど危険ではないと考えました。

歩道橋は設置してもらえないのか。 歩道橋の設置は難しいです。

なぜ笠懸小学校の北側に歩道橋をつくったのか。
笠懸小学校の児童のために設置しました。今回、笠懸小北側の歩道橋を笠懸西小の通学路から外すことに対して、せっかく歩道橋があるのに
もったいないというご意見はその通りだと思いますが、一旦笠懸小学校まで行きその後笠懸西小学校まで通うよりも信号で国道50号を渡る
ルートの方が良いと考えました。

「杉菜原」交差点で国道50号を横断した後の国道50号沿いを歩くところについて、
歩道が狭く大変心配である。他の通学路への変更を希望する【要望】。

市役所の近くのＪＡのあたりは何区なのか。 ７区です。

ダイハツの向こうの信号で旗振りをしたことがあるが、児童が歩道を渡り終わる前
に点滅してしまうので危ないと思った。

信号については、横断時間が長くなるよう警察に要望しております。

それは朝だけなのか。帰りはどうなるのか。 登下校の時間帯を対象に要望しております。

21 ９区南
信号機の歩車分
離式について

国道50号を横断する信号を歩車分離式にできないか。
以前、歩車分離式について警察に相談したところ、国道50号での渋滞が懸念されるなど車の通行への影響が大きすぎるため対応できないとの
ことでした。そのため、道路全体の安全かつ円滑な人や車の流れも踏まえながら安全対策を進めていきたいと考えております。

22 ９区南
新1年生の保護者
への周知

新１年生の保護者への説明会の資料配布や通学路確認（3学期）への参加案内を検
討していただきたい。

新１年生の保護者に対しては、市内の幼稚園、保育園、こども園を通じて本説明会と同じ内容の説明動画の公開について周知しております。
また、３学期に実施予定の通学路確認については入学説明会（2月）にてご案内する予定です。

10区の児童はどの門から学校に入るのか。
10区の児童は主に県道の西側から登校してくるので南門から入ることになります。北側から登校する児童は北門から入ります。西側のサブ
ゲートは児童は使用しない予定です。

南門から学校の敷地内に入るということだが、どこを通って校舎に入るのか。
南側から通路を通っていくところに出入り口があり校庭に直接入ることができます。また、校庭を横切る方法が良くないとなれば校舎に沿っ
て歩き玄関に向かうことになると思います。

→　「杉菜原」での国道50号横断については、８月に実施した意見交換会や今回の保護者説明会でも、横断後に国道５０号沿いを歩くことに対する心配のご意見がありましたので、現地を確認した上で改めて検討します。

14 ９区南 街灯設置等

18 ９区南
旧アバンセ前の

通学路

19 ９区南
「杉菜原」での
国道50号横断

20 ９区南
信号の横断時間

の延長

23 １０区 利用する通用門



24 １０区
自転車通学のマ
ナー等について

10区の児童は家を出る時間が今より遅くなり、自転車通学の中高生の通学時間帯と
重なる点が心配である。また、車通りが多いため、中高生の自転車が小学生を避け
ようとして車道を走ることも心配である。

中学校に対しては、登下校時の安全確保等について十分指導していただくようお願いしていきます。

ガードレールの未設置箇所にガードレールを設置する予定はあるか。

県道（笠懸赤堀今井線）については、合同安全点検等で危険であることを認識しております。警察や県への要望を継続しておりますが未設置
の状況であるため、今後も要望を行っていく予定です。また、設置できないのであれば、なぜできないのかを回答させていただきます。

→　県（桐生土木事務所）に確認したところ、ガードレールによって歩道が狭くなるため設置は難しいとのことでした。また、縁石にフェン
スを設置する方法もあるが車止めの効果は期待できない（視覚的効果のみ）とのことでした。

※県道の安全対策については、効果的な方策がないか引き続き県と連携しながら検討していきます。

今、笠懸小学校の近くで放課後に交通指導員が立っている。ガードレールが設置で
きないのであれば、そのような人たちに立ってもらいたい。

確認をして検討いたします。現在、交通安全会には、１日、１５日と交通安全週間の期間に立っていただいております。
→　各小学校の校門付近での放課後の児童の見守りとして「スクールガードシステム整備事業」を行っておりましたが、昨年度末で事業が終
了したため今年度からは各校の用務員さんを中心に見守りをお願いしております。笠懸西小学校でも同様に対応する予定です。

25 １０区
ガードレールの
設置について



回答

自校方式継続の署名を出した時、給食についてまだ決定していないと伺った。自校方式にな
る可能性はあるのか。

笠懸西小学校の給食は当面の間、大間々学校給食センターから配食されることが決まっています。一方、笠懸町の今後の給食提供方式をど
うするかは決まっていません。将来的にはセンター方式が望ましいというのが現時点での教育委員会の考えです。最終的には、市民や保護
者の方に理解していただけるよう説明会をしていきながら決定していきたいと考えております。

学校給食について、当面の間は大間々学校給食センターからの配食になるということだが、
児童や保護者からの要望があった場合は、自校方式に移行するという可能性はまだ残されて
いるのか。

給食提供方式については、笠懸町の既存の小中学校の今後の方向性を検討する必要があると考えております。教育委員会としては現時点で
は、センター方式が望ましいと考えておりますので、笠懸町の保護者、市民の皆様に説明しながら合意形成を図っていきたいと考えており
ます。その上で、将来的に笠懸町の給食提供方式をセンター方式、自校方式のいずれかに決めていきたいと思っています。笠懸西小学校の
給食も、具体的な時期は示しておりませんが、笠懸町全体の給食提供方式が決まったところで全体の方針に合わせていきたいと考えており
ます。

その方針が決まるまでは大間々学校給食センターからの配食を続けていくということか。方
針決定の目途はあるのか。

今年度は笠懸西小学校の保護者に説明させていただき、来年度以降、笠懸町全体の給食提供方式について教育委員会から保護者の皆様へ説
明していきたいと考えております。現時点で、いつまでに決定する等の具体的な予定はありません。

配膳までの時間はどのくらいかかるのか。 ２０分から２５分くらいかかります。

それは調理完了から配膳までということか。 配膳まではもう少し時間がかかります。トラックで配送する時間が２０分から２５分くらいです。

自分なりに資料や検討委員会の記録を見させていただいて、２時間以内が調理完了から配膳
までのリミットと捉えたが、その範囲内には入るのか。

はい、２時間以内に入ります。

なぜこういうことを質問したかというと、自校方式の給食を要望する署名運動が起きてお
り、私も回ってきたので署名させていただいた。こうした運動がなぜ起こっているのかとい
うと、（今回の説明会のような）保護者への説明が足りないからだと思う。その点をもう少
しきめ細やかに対応してもらいたい。笠懸で育った人の中には自校方式にこだわりがある人
が多いと思うが、頑なにこだわりがあるわけではないと思うので、その辺の説明をしっかり
して欲しい。

その点は申し訳ないと思っております。お子さんを通じて配布物等で周知させていただいておりましたが、今いただいたご意見は本当にそ
の通りだと思いますので、しっかり説明させていただきたいと思います。

センター方式で方針が固まっているとしか読み取れなかったので、笠懸地区の給食センター
作るのであれば早急に作っていただきたい。

（回答は求められませんでした。）

給食の自校方式をなくした理由は何か。笠懸で給食センターをつくる予定はあるのか。

決定した経緯は、新設校だより（第７号）にも掲載しましたが、経費を考えた時にセンター方式の方が効率的であることと、大間々学校給
食センターが笠懸西小学校分の給食を調理する能力があることが主な理由です。
笠懸町全体の学校給食提供方式がこれからどうなるのかということについては、令和２年に第三者検討委員会を開いたとき、将来的にはセ
ンター方式の方が望ましいという結論になりました。大事なことであるため、保護者や市民の皆様に理解していただけるように説明し、ご
意見を伺いながら望ましい給食提供方式について協議していきたいと考えております。いつからセンターをつくるという計画はありませ
ん。

パック麺は、低学年でも自分で開けられるのでしょうか。落としたりしないのか。
パック麺の袋には切り込みがあり、開けやすくなっているため、大丈夫だと考えています。また、（学校給食センターの給食を食べてい
る）児童の様子を見ると、袋を開ける前に、袋の上から麺を分けてから入れるなどの工夫をしています。

コンテナ室は一カ所で、そこから児童が各教室に運ぶのか。 各階にあります。

それは児童が運ぶのですか。 コンテナ室が各階にあり、そこから各クラスの給食を児童が運ぶことになります。

自校方式では自分で考えた献立が給食で出てたが、センター方式の場合はどうなるのか。
現在大間々学校給食センターでは、リクエスト献立という形で行っています。今後、学校と連携しながら自校方式のように自分で考えた献
立を出せるように検討する予定です。

給食提供方式について保護者が心配しているのは味や温かさだと思う。そこで、開校後児童
の率直な意見や感想を聞いてみてはどうか。

児童の意見や感想は参考になると思います。ただし、最終的な判断は大人が責任を持って決める必要があると考えております。

自校給食を希望する。又は、地場産食材の多用、メニューのブラッシュアップ、外注の見直
しを希望する。

給食提供方式につきましては、今後検討予定の笠懸町の将来的な給食提供方式に合わせていきたいと考えております。また、地場産材の使
用につきましては、現状におきましても、自校方式、センター方式ともに可能な限り地元の食材を仕入れるよう心がけており今後も継続し
ていきたいと考えております。また、メニューについては、どちらの提供方式でも市内の５名の栄養教諭等が協力して基本献立を作成して
おり、今後も美味しく栄養価のある給食を提供していけるよう連携して取り組んで参ります。外注につきましては、米飯やパン、麺類、牛
乳、デザート等は外部から運ばれてきますが、どちらの提供方式でもそれ以外は、各調理場で調理しており、引き続き継続していきます。

２　給食について

質問・要望

1

4

5

7

8

9

2

3

6



回答

工事が遅れているという噂を聞いたが、予定通り２月末には終わるのか。手を抜く
ということはないか。

２月末には全ての工事が完了する予定です。もちろん工事に手を抜くということはありません。

急がせてしまって手を抜くことはないと思うが、耐震性なども大丈夫か。
来年４月に開校できるよう急いで工事を進めているので不安に感じていらっしゃるのだと思いますが、しっかりと対応しておりますので
ご安心ください。

全体平面図の右側の駐車場は誰でも利用できるのか。 来校者であればご利用いただけます。職員専用ではありません。

学童用の駐車場はあるか。
学童保育専用の駐車場はありません。障がいのある方のための駐車場は校舎近くにありますが、児童の送迎用にはお使いいただけませ
ん。少し離れますが、職員駐車場をお使いいただくことになります。

水道（水飲み、手洗い用）は２階にも設置されるのか。トイレの数は足りるのか。
また、トイレは学年ごとに分けて使うのか。

水道は２クラスに１つの割合で設置されております。トイレは西側に１つ（円形トイレ）と東側に１つあります。学年での明確な区切り
は決めていませんが、分ける必要があれば開校後に学校で検討します。

円形トイレの換気は大丈夫なのか。匂いが漏れることはないか。 トイレの匂いが漏れることはありません。

トイレは洋式なのか。 全て洋式です。

ベランダフェンスの高さはどれくらいあるのか。児童が登る心配はないか。
フェンスの高さは床から120cmであり、消防法で定められた高さの上限となっております。なお、ベランダ（テラス）での過ごし方につ
いては、安全面での指導を十分に行ってまいります。

自由に利用できない空間であればなぜ作ったのか。 日光を遮る役割も果たしています。児童の転落がないよう、学校でしっかりと指導していきます。

5 施設
完成後に児童や保護者、近隣住民が校舎内を見学できるのか。可能であれば、３
月、４月の備品搬入前に内覧会を行ってほしい。

内覧会の実施については検討します。ただし、３月に建物が引き渡された後は速やかに備品搬入を行う必要があり、日程的に厳しい状況
が予想されますので、開校後の実施も含めて検討します。

体操着（上・下）の価格が高いとのことだが、補助は出ないのか。 申し訳ございませんが、ありません。

笠懸小学校は体操着等に貼る名札が売っているが、笠懸西小学校用の名札も買える
のか。

準備しております。価格等については決まり次第別途ご案内します。また、当面は、笠懸小学校の体育着に笠懸西小学校の名札を付けて
いただいても構いません（笠懸小学校の名札のままでも構いません。）。

7 学習 現在タブレット使っているが、笠懸西小でも継続して使うことになるのか。 はい。笠懸西小学校でも使用します。

8 学区

今後、笠懸小学校の児童が減り２校の児童数のバランスが悪くなった場合は学区を
国道50号で区切るという可能性はあるのか。それとも、その場合も、９区は笠懸西
小学校に通わなければいけないのか。なぜ行政区にこだわるのかが分からない。児
童のことを考えると国道50号で分けるほうが良かったのではないか。国道の南側の
人たちは心配しなくて済んだと思う。今後、家がたくさんできて人口が増えた場合
も行政区で分けるのですか。

人口が大きく変動した場合はその時点で考えることがあるかもしれませんが、現在は笠懸小学校の児童数が急激に減り、通う学校を変更
するという状況にはありません。笠懸西小学校の学区決定にあたっては、行政区のつながりを重視したいとの地域からの要望もあり行政
区を基本とさせていただきました。

9 学校生活 トイレ休憩が５分間なのはどのような意図なのか。

笠懸小学校は校舎が広く移動に時間がかかることや、児童数が多く混んでしまうためトイレ休憩が１０分間になっています。一方、市内
の他の学校は、１・２時間目の間、３・４時間目の間、５・６時間目の間の休み時間は５分間です。休み時間については現在笠懸小学校
で検討中であり決定しているものではありません。これまでと同様に１０分になる可能性もあります。ただ、分離新設によって移動距離
や児童数が減ることで５分間の休み時間でも対応可能ではあると思います。

３　工事、施設等について

質問・要望

1 建築工事

2 駐車場

3
施設

（トイレ
等）

4 施設

6 体育着


