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学校名
施設面での現状と改善要望
礫川小学校
・体育館のラインが剥げている。床が滑る。校庭の砂が入り込むことも要因の一つか。
・体育館のポータブルの照明は煙が出たことがあるので、更新してほしい。天井のカビ、
汚れの改修を。
・会議室がない。児童は図書室も会議用に使う。「地域開放室」も少人数学習で使用し
ている。
・雨漏りがひどい。廊下に児童の袋やカバンを掛けておくと、濡れてしまう。
・図工室－陶芸用の窯が使えないので撤去を。上階の庇のコンクリートが剥落してベラ
ンダに落ちてくる。窓サッシが割れている。
・砂を撒く人工芝の校庭を変えてほしい。
・非常用外階段の錆び、穴も開いている。避難訓練の時には使っているので改善が必要。
（その他の要望）
・校庭に大型の消防車が入れないので対応を。
柳町小学校 ・防火防炎シャッターが途中まで降りてきたり誤作動するので、シャッターの溝に木材
を入れて降りないようにしている。「鍵こしょう中、さわりません」の張り紙も。至
急改善を。
・家庭科教室の蛍光灯が暗い。
・理科室の水道がひじょうに古い。
・家庭科室の机の中にある水道蛇口は、机板が重い危険なので使わないようにしている。
・体育館の上部の窓が閉め切れず、雨が入ってマットが濡れてしまう。すぐ対応すべき。
・プレハブ校舎に行く渡り廊下に、雨よけ用のビニールカーテンをつけてもらったが、
それでもビショビショになる。
・新築校になったら、ぜひマスターキー（全教室兼用）がほしい。
（その他の要望）
・古いテレビが廊下にまとめられている。どう活用するか検討中。
指 ヶ 谷 小 学 ・音楽室の入り口の水道が朽ちているが、アスベスト含有のため改修できないとか。
校
・シャッターなど防火、防炎設備が少ないのではないか。シャッターの床に目印がない。
・校内放送のシステムが老朽化している。放送がうまく聞こえなくなるので、運動会な
ど行事のときは、学校備品費で買い入れたアンプつきスピーカーを使って、万一に備
えている。
・普通教室が足りなくなり、パソコンルームと図書室を同じ教室にした。廊下に配架で
きないダンボールに入れた本が山積みに。
・少人数学習の場所に苦慮している。
・２年後に、普通教室がもうひとつ必要となる。どうするか。
・給食室の給排気口からアリなど虫入ってくる。外側地面の植栽を撤去するなど対策を
立てること。
林町小学校
・理科室の机や流し等も古く、床もコンクリのままなので改修すべき。
・家庭科教室も古く、改修して備品、机も新しくすべき。
・図工室の机、棚、流し等古く汚れている。改修して、電気コンセントも配置すべき。
・音楽室から体育館への楽器移動が、階段が多くて大変。何とかならないか。
青柳小学校 ・学校「快適性向上事業」や全特別教室、体育館への冷房装置設置に引き続き、特別教
室を快適化工事に加え、途切れなく実行に移すこと。
・老朽化している図工室の陶芸窯を撤去すること。
・第２校庭に設置されている「壊れた遊具」を直ちに改修すること。
・避難通路に繋がる護国寺側のブロック塀の改修を急ぐこと。
・運動会当日、参観される高齢者等に対する熱中症対策を強めること
関 口 台 町 小 ・プールは体育館の地下にあり、陽が差さないので加温機で温めているが、毎年プール
学校
初日にうまく作動するかどうか心配。プールを含め体育館を建て替えるよう検討を。
・３年前に調査した隣接する椿山荘との境の万年塀は持ち主がどちらか判明していな
い。万が一防災備蓄倉庫側に倒壊したら、中にあるものを取り出せなくなる危険もあ
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り、早急の対応が必要。
金富小学校

窪町小学校

大塚小学校

湯島小学校

誠之小学校

根津小学校

・校舎屋上に体育館があり、“バズーカ”が 2 台設置されているが、効果は不十分なの
で増設すべき。
・第 2 校庭にあるプールの上に人工芝が敷き詰められているが、
“ふかふか”過ぎる。
・外壁改修をして欲しい。
・今年度１年生は 125 人の入学で、教室不足が深刻。パソコン室やプレイルーム、視聴
覚室などを教室に転用している。
・6 学年全部 4 学級になると 24 教室必要で、多目的室等を教室に転用するしかない。
・
「教育相談室」を木曜のみ「学びの教室」に転用。そのため、
「学び」の教具は普段は
隠して木曜のみ出して使用している。
・この間の学校調査で指摘してきた、普通教室、廊下、階段の内装改修や全トイレの洋
式化・ドライ化が実現。プール脇の和式トイレと特別教室を快適化工事に加え、途切
れなく実行に移すこと。
・現在でも滑りやすくなっている図工室の木製床を改修すること。
・教室の確保の検討を急ぐこと。
・児童数が増える中で、今年度ランチルームがなくなり、昨年は「学びの教室」の新設
でパソコンルームも更衣室も縮小されたうえ、現在パソコン室は少人数教室と兼用。
また昨年からの放課後全児童対策事業でＰＴＡ会議室も理科室も活用されています。
児童数の増加で不足する普通教室等をしっかり確保すること。
・体育館は現在のバズーカではなく、本格的な冷房化を。
・異常に重い学校正門の門扉を、堅固かつ軽量化した門扉に取り換えること。
・校庭の狭さが指摘をされています。隣接私有地などの確保を進めること。
（その他の要望）
・災害時の第２避難口を不忍通り側に設けること。
・現在２か所に分かれている避難用備蓄倉庫を拡充整備すること。
・現在の備蓄用倉庫脇にある放射能汚染物質の一刻もはしゃ医除去を
・快適化工事が実施されるが、トイレの配管そのものの流れが悪く夏になると悪臭がす
る。配管を早く直してほしい。
・普通教室の間仕切りの可動式の壁が変形しており改善して欲しい。
・特別支援学級の子どもが使う陶芸の窯が古く、取り替えてほしい。
・全体的に暗くて照度不足が指摘されており改善が必要。
（その他の要望）
・タブレット端末使用の研究校だったこともあり、４、５、６年生は１人１台の使用と
なっているが、全員の子どもたちに１台あるとありがたい。
・１年生が４クラスになったため、２つある多目的室の一つを教室に。来年度、また増
えたら対応できない。
・多目的室を半分に仕切って、少人数学習に使っている。
・校庭がなくなったので、体育館とプールにふたをしてスペースをつくり、また屋上を
利用している。東大農学部グランドは、週２回、一学年にすると週１回しか使用でき
ない。
・旧校舎では、理科や音楽など特別教室は大規模校なので２つあった。仮設ではそうは
いかないので、やりくりしている。
・校舎奥の階段 2～3 階の踊り場では、壁から水が染みて床に水溜りができ、3 階では
サッシからの雨漏りで「快適化」で設置した木製の腰壁に水が漏れ出て、昨年秋に修
繕していた。これらの水漏れを一掃すること。
・図書室の書架、音楽室の鍵盤ハーモニカを収納する窓側の木製の棚、理科室の机やシ
ンク、図工室の机や椅子(座る部分の板が割れているものがある)など、特別教室の備
品の老朽化が著しく、図工室の水場は「使えません」と掲示がしてあった。また、快
適化対象外の特別教室の吊り型蛍光灯は地震で揺れるので、机が無く椅子だけの音楽
室では避難訓練の際に「怖いね」との声も出ていると言い、特別教室の改修を急ぐこ
と。
・校舎から体育館へ入った左側の壁全体から下方部に雨漏りがあり、最下部では床が朽
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汐見小学校

昭和小学校

駕籠町小学
校

本郷小学校

第一中学校

第三中学校

第八中学校

ちて黒くなっている部分があり、雨漏り対策と体育館の床の改修が必要。
・職員室の床は歩くと「ミシミシ」と鳴り老朽化しており、改修が必要。
・放送機器が古く、運動会の際には接続の仕方を工夫して対応しているが、新しくする
必要がある。
・屋上のプールが藪下通りと同じ高さにあるため目隠しのフェンスが設置されている。
フェンスに投石があり（数えたところ 30 カ所以上）、穴があいている。
・応急処置としてテープでふさいでいるが、老朽化しているフェンス自体を更新して欲
しい。
・児童数の増加で、この間、ランチルームを普通教室に、パソコンルームも半分にした。
「アフタースクール」の場所も移動。さらに増えた場合の対応が必要。
・不忍通り側からの防犯対策が必要。防球ネットをつけて侵入防止の対応したが、不忍
通りから校庭が丸見えなので目隠し対策などすべきである。
・児童数が２９１人となり一昨年に図書室を移転し、普通教室に転用した。今後児童が
増えると少人数学級の教室を普通教室に転用する等考えていかなければならない。
・2 階の体育館はバズーカを４基セットして夏季は改善された。
・家庭科教室の作業台、コンロなど新しいものに取り換えが必要。
・図工室、理科室は流し、机が古い。改修、取り換えを。
・トイレが、各階に１カ所しかなく行列ができている。もう１カ所のトイレが必要。
・児童の数が３００人台から６００人台になり教室不足が深刻である。理科室等特別教
室を普通教室に転用して６教室作った。来年の教室不足は、少人数教室を転用しよう
と思っているが、その次の年の教室不足の対応はどうしたらよいのかと頭を悩ませて
いる。
（その他の要望）
・東洋ゴムの偽造による免震構造のところの５２基のタイヤの交換は工事が始まってい
る。子どもたちに支障のないように夏休み、土曜、日曜等工事を進めている。子ども
たちがいるときは音の出ない工事にしてもらっている。
・一中の快適性向上事業は体育館脇のトイレ洋式化などで終了するが引き続き特別教室
を快適化に加え改修実施を。
・保健室を玄関口により近い部屋へ移動を。

・階段はＰタイルが剥げた個所が多く、そのままコンクリがむき出しになっているが、
現状では直せない。
・体育館の壇上のバーにまきつけたスクリーンをひもで止めてあるが、脱着の作業に危
険が伴うので改善をしてほしい。
・音楽室の床がひび割れが激しい。
・給食台の運搬用のエレベーターが小さすぎる。
・理科室の床が、複数のひび割れが起きている。
・教室数はかつて１学年３クラスが現在は２クラスなので十分対応できているが、少人
数学習教室として使うと、ギリギリの状態。
・美術室は全体的に暗い感じで、美術準備室の木製床は老朽化しミシミシと鳴り、技術
室の机は老朽化しており、改修や設備の更新が必要。
・プールサイドに日よけは１箇所あるものの、極めて小さく２～３人が立っているスペ
ースくらいしかない。夏の強烈な日差しを避け、見学生徒の居場所を確保するために
も日よけを増やして欲しい。
・職員室の床はモザイク上のタイルで全体的に暗く、床は配線モールに収まらずテープ
などで押さえてあり改修が必要。
・放送室や体育館の放送機材は新しくなったが、ワイヤレスマイクの調子が悪く、生徒
から「キンキンしてうるさい」という苦情がある。
（その他の要望）
・司書配置で新着図書コーナーや、必要な資料の案内などで授業への支援もある。非常
によい。司書と生徒のコミュニケーションの場にもなっていて、あと１日増やしてく
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れればとてもうれしい。
・被服室のミシンは年間１台ずつ買いなおしている。全部で２０台程度あり、古いミシ
ンはメーカーでの修理ができない状態になってきている。毎年、メンテナンスはして
いるものの、一斉更新が必要。
・体育館の倉庫はドアは数箇所あるが内部は全部つながっており、細長いひとつの空間
になっている。学校体育の機材と一般開放の機材が、エリアを分けて収納しているが、
使っている間に混在したり、紛失したりするケースも起き、残念なつくりである。ま
た、校庭に倉庫がないので、ハードルなど校庭で使う機材も体育館倉庫に収納するの
で体育の先生の負担となる。
第九中学校 ・家庭科室や音楽室が全体的に暗い感じで、理科室・家庭科室の机の老朽化含め、特別
教室の改善が必要。また、排水管が不全で対応が必要な特別教室もある。
・体育館に砂埃が入るので対策が必要。
・昇降口のバリアフリーのために可動式のスロープを用意しているものの対策が課題に
なっている。
・自転車置き場の屋根が不足している。
第十中学校
・美術室の水場（コンクリ製）が古く、割れていて使用できない。改修すべき。
・第 1 理科教室のタイル床、机がいかにも古い。第 2 理科室の床も古く塗装が剥がれて
いる。貼り替えと塗装が必要。
・電子黒板が見えにくく視力に悪影響が出そう。
・家庭科室の流し、机等古く、暗い。改修、備品の取り換え必要。
・校庭のラバーが剥げていて、ひどい状態。全面的に新しく貼り替えが必要。
・運動場が狭いので、水場ギリギリに走る練習をせざるを得なく、ぶつかる生徒がいる。
別の場所に水場を整備すべき。
文林中学校 ・快適化の対象外の特別教室は基本的に吊り型蛍光灯で、技術室は歩くと木製の床から
音が鳴る。また、美術室は西向きで暗く改修が必要。
・別棟との渡り廊下の境の継ぎ目のところで雨漏りがある。
※渡り廊下については、耐震化されているのか確認をお願いしたい。
茗台中学校 ・雨が吹き付けてきたときに壁から雨漏りするが、どこからかは特定できない。
・空調は地下で集中管理しているが、届かない部分がある。
・学校選択制で毎年少しずつ増えていく、その増えた分が茗台を選択する。学区域内か
らの生徒数は、半分を少し上回る。増教室の余裕はない。
（その他の要望）
・4 年前タブレットが 1 学年分 110 台整備されたが、全生徒分の整備が必要ではないか。
本 郷 台 中 学 ・木工室と金工室が充分な広さでない。家庭科室入口に２段の段差がありバリアフリー
校
になっていない。
・体育館の冷暖房機は天井が高いので暖房の効きは十分でない。やはり音が気になる。
・
「学びの教室」の設置は、家庭科準備室を考えている。
（その他の要望）
・学習支援員が配置されて、調べ学習で図書館がいっぱいになる。図書館への学習支援
員の配置は良かった。
・歴史の図鑑などシリーズものが古くなっているので、新しくしてほしい。
音羽中
・内階段が 1 系統しかないのは音羽中だけのようだ。全体に天井が低い。
・管理棟の 1 階トイレには、なぜか和式トイレが 1 つ残されているので、改修を。
・校庭の管理棟の備蓄倉庫に余裕があるので、もっと活用すべき。
・グランドの天然芝は、コスト面、管理面からも再検討すること。
第一幼稚園
・トイレは、１階を洋式化、２階は来年度に行う。
・教室内の手洗い場の敷物に足をとられる幼児が多く危ないので、段差のないシートに
変更した。
柳町こども
の森

・現在、ホールは２階と１階にあり両方使えてありがたい。新築されると１箇所のみに
なるので、使い勝手を考えている。
（その他の要望）
・幼稚園の「基本」児童が減少気味。来年度から一体的な改築工事が始まると、園庭と
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青柳幼稚園
千駄木幼稚
園

後楽幼稚園

湯島幼稚園

森、プールがなくなってしまうことが原因か。
・幼稚園の定員に対して教室が狭い感じ。検討が必要ではないか。
・応接室が必要。
・トイレの改修はよかった。折り畳み収容のおむつ替えの台も設置される予定。
・正門には電子錠があるが、調子が悪いとの掲示や、新設した 3 才児教室以外の教室の木製
床の劣化、2 階のベランダの庇の雨漏りのあとと思われる模様、屋上の水タンクの劣化など、
施設全体の内装・外装の劣化について改修の課題が見られた。
・視察時、職員室が停電して蛍光灯から発煙。原因の究明と再発防止を。
（施設以外の要望）
・4，5 歳は各 1 クラスしかなく、いつも存廃の危機。なぜ 3 歳児保育をやらないのか
聞かれる。保育を行えるキャパシティはある。
・近隣のグローバルキッズ後楽保育園に、夏のプール貸し出しは可能だが、来てから水
を張るなどの作業が結構大変で、最初の年だけで終わってしまった。対応を望む。
・絵本の部屋と特別支援の子どもがクールダウンする部屋にクーラーがないので要望してい
る。
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