
開催期間／令和２年９月２日～令和２年９月１５日 回答方法／ウェブ、FAX、郵送 対象者数／889名 回答者数／204名（回答率 約23%）
対象者／各学校の敷地境界線から、現在の建物の２倍に相当する距離（＝２H 34m）の範囲内の居住者、事業を営む者、土地・建物の権利者

武蔵野市第一中学校改築に関する近隣アンケート調査結果 令和２年９月 28日
武蔵野市立第一中学校
改築懇談会（第４回）

資料６

※その他は記載欄が空欄であった数、賛成・反対どちらでもない意見の数を集計しています。

設問１ 居住環境で重視している項目

[ア 安全

性]

[イ 静け

さ]

[ウ 陽当

たり]

[エ 風通

し]
[オ 眺望]

[カ プラ

イバシー]

[キ 周辺

の景観・

街並み]

[ク 周辺

の緑の多

さ・自然

とのふれ

あい]

[ケ その

他]

１位 96 16 23 3 10 4 22 7 7

２位 25 38 43 10 8 13 21 16 3

３位 17 26 30 16 10 20 30 24 2

小計 138 80 96 29 28 37 73 47 12

設問2　一中とのかかわり　

家族が在学中・入学予定 11

回答者または家族が卒業生 4

音楽ホールを利用 2

一中フェスタ、防災訓練などに参加 2

設問3 新しい一中に望むこと

[ア 多様

な教育活

動]

[イ ICT＊

環境の充

実]

[ウ 避難

所機能の

充実]

[エ 地域

連携機能

の充実]

[オ 校

庭、体育

館などの

地域開放

機能の充

実]

[カ 豊か

な緑]

[キ 良好

な景観]

[ク 省エ

ネルギー

化など環

境にやさ

しい建物]

[ケ 安

全・防犯

機能の充

実]

[コ その

他]

１位 65 19 38 5 12 10 18 2 16 1

２位 25 18 27 18 16 14 21 12 24 1

３位 13 16 28 10 20 16 19 17 30 3

小計 103 53 93 33 48 40 58 31 70 5

設問4,5 困っていること

[ア 校庭

からの砂

埃]

[イ 学校

授業・部

活動など

の音]

[ウ 校舎

や校庭か

らの視線]

[エ 校庭

の樹木か

らの落ち

葉]

[オ 校庭

や樹木か

らの虫]

[カ その

他]

１位 26 10 4 1 0 7

２位 5 8 1 2 3 5

３位 2 1 5 0 2 0

小計 33 19 10 3 5 12

設問７ 改築事業への意見

・建て替え中に通学する生徒への負担を第一に考えるべき
・屋外プールは、マンションから見えてしまう可能性が

　あるので、目かくしが必要

・新建材に含まれる化学物質の影響を子供たちが受けないよう

　に配慮を希望

・生徒がのびのび勉強できる環境づくりを
・温暖化の影響を踏まえ、日影の有効活用や風通しを

　重視するとよい
・校庭開放でボールあそびができるようにしてほしい

・井之頭小の仮校舎利用への不安（通学路の安全性、通学路で

　のマナー）
・校庭の砂埃対策として、人工芝など全天候型の舗装を希望

・夜間の校庭開放（社会人サッカーなど）は騒音の観点から控

　えてほしい

・地域と交流できる建物
・桜の木を増やしてほしい、既存の樹木（特にヒマラ

　ヤスギ）を残してほしい

・在宅勤務が増え、部活動の音に悩まされている。工事中の音

　も含め、騒音対策を

・テニスコートは必要ないのでは
・耐震補強をしている建物なので、建て替えは不要、

　解体工事には、断固反対
・工事中の騒音、工事車両への配慮を

設問６ 配置計画案への意見

賛成の数 96 47% 10 5% 6 3% 32 16%

反対の数 8 4% 78 38% 60 29% 25 12%

その他 100 49% 116 57% 138 68% 147 72%

賛成理由

反対理由

その他

北配置案 南配置案 東配置案 西配置案

・現状に近く違和感がない、今の環境を維持してほしい

・南側住居のプライバシーが守られる

・校庭が南向きで開放的

・完成が早い

・校舎、体育館がまとまっておりプールも近い

・校庭が広くなる

・校庭の日影は夏はよい

・仮設校舎の必要がない

・プールが奥にある

・建物の配置としては合理的

・西に校庭、グラウンドがまとまり、周辺から学生の

　活動が見えやすくなる

・校庭から東側に抜ける音、砂埃が軽減される

・今の環境に比較的近い

・北側校舎配置の次に良い

・仮設校舎がなく、工期も短い

・周囲への圧迫感を抑えつつ現生徒の影響を抑えている

・夕方校庭に影ができ、夏は使いやすい

・東側へのテニスコートの音

・仮設校舎にかかるコスト、教育環境への影響、耐震性不安

・テニスコートの外周フェンスによる北側への日照の影響

・プールのプライバシー

・南側マンションへの圧迫感、視線の影響（資産価値に影響）

・校庭から北側への砂埃

・校庭の騒音が北側に直接響いてくる

・大正通りの街並み、景観を損ねる

・大正通りが暗くなり、夜間の治安面でも不安

・学校南側道路から校内、校庭が見えづらくなり、周囲に開

　かれた学校というより、閉じられた空間になりそう

・避難場所として大正通りから校庭がよく見えた方がいい

・通学路の風通しが悪くなる

・完成時期が遅い

・音楽室棟と校舎が離れ、移動に時間が掛かる

・校庭に影が落ちる、雪が溶けにくい

・東側住宅地への日影、風通し、騒音、視線の影響

・北側への圧迫感

・大正通りへの校舎の圧迫感

・西側への砂埃の影響

・雨水浸透貯留槽再整備が必要

・完成時期が遅い

・仮設校舎にかかるコスト、教育環境への影響、耐震性不安

・校庭を通って校舎に入るのは遠い

・校庭の陽当たりが悪い

・北側マンションへの砂埃・騒音

・校庭の騒音が北側に直接響いてくる

・東側住宅地への騒音

・南側への圧迫感

・文化会館通り側に校舎があり暗くなる不安

・音楽室棟と校舎が離れ、移動に時間が掛かる

・プールのプライバシー

・教室への採光

・校舎で体育館と校庭が分断される

・工事期間も体育、部活が継続できるように、代替措置を

・テニスコートの防音対策を

・市の財産であるかたらいの道を活かしてほしい

・プールは、マンション上層階からのぞかれないよう目隠を

・基本的に平時は東門を閉鎖し登下校には正門もしくは南門を

　使ってほしい

・テニスコートの防音対策を

・東側の窓は締切にして頂きたい

・テニスコートの防音対策を

・プールは、マンション上層階からのぞかれないよう目隠を

・テニスコートの防音対策を

・プールは、マンション上層階からのぞかれないよう目隠を


