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平成 24年 4月 

第 4号 

池袋第三小の 

建替え等を考える会ニュース 

池袋第三小の建替え等を考える会は、平成 22 年度の設立以来、池袋第三小学校建替えの基

本構想の検討に取組んできました。 

今までの検討の成果を「池袋第三小学校建替え基本構想に関する提言書」（以下、建替え提言

書）としてまとめ、さる 3 月 26 日、豊島区長へ提出しました。 

当日考える会からは、会長以下１３名の委員が出席しました。 

今後の検討の参考にし

ますので、多くの意見

をお寄せください。 
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池袋第三小学校建替え提言書を 
区長に提出しました 

池袋第三小学校建替え提言書を 
区長に提出しました 

須田会長から高野区長へ 
「建替え提言書」を手渡しました 

 

 

委員の皆さん、大変ご苦労様でした。平成 22 年 12 月の設立以来、12 回に及ぶ検討会を

はじめ、学校施設見学会、地域へのアンケート調査、地域説明会の実施など、考える会の２４

名の委員が約 1 年以上かけて活発な議論を行っていただきました。これまでの皆さまのご努力

やご苦労に感謝したいと思います。 

学校は学習の場であるとともに地域のコミュニティの拠点であり、東日本大震災以降特に、

防災面も大変重要視されているところです。今回皆さまからいただいた多くのご意見を１つ１

つしっかり受け止め、それをどのような形で活かして行くかを十分検討し、皆さまの思いを学

校の設計に反映させ、地域の皆さん、そして子どもたちが誇りに思う学校にしていきたいと考

えております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

－「建替え提言書」を受けて－ 高野区長より 

模型を用いて校舎の配置案を 
説明しました 

最後に全員で記念撮影 



 

 

 

 

建替え提言書の区長提言に先がけ、説明会（町会説明

会：平成 23 年 12 月 16 日、地域説明会：平成 24 年

1 月 31 日）を行いました。 

これは建替え提言書を策定するにあたり、池袋第三小

学校の保護者や地域の皆さんに内容をご説明し、建替え

提言書をさらによいものにするために開催したもので

す。 

両日とも、ご参加いただいた方から貴重なご意見をい

ただきました。ありがとうございました。 

主なご意見・ご要望は以下の通りです。 

町会説明会(平成 23年 12月 16日) 

○学校周囲の道路について 
・学校周囲の道路が狭く、大型車両が入れない。 

特に災害時に緊急車両が入れるよう、道路付けを 

工夫してほしい。 

・補助 172 号（学校北側の大きな通り）から車両が 

まっすぐに入って来られるような道路付けにして 

ほしい。 

 

 

建替え提言書についての 

説明会を開催しました 
建替え提言書についての 

説明会を開催しました 

地域説明会(平成 24年 1月 31日) 

● 建替え提言をよりよいものにするために 

説明会で出された 

皆さんのご意見・ご要望 

○災害への対策について 

・東日本大震災のとき、避難してきた人たちが学校 

で夜を明かしたということがあった。災害時への 

対応のためにも、今回の設計に活かしてほしい。 

・救援センター(※)の機能として、避難してきた方へ 

の情報提供の方法を検討すべきである。 

○防犯対策について 

・防犯カメラなどの設置を進めてほしい。 

 

 

(※)池袋第三小学校の役割の一つに、救援センター機能（地域本部）があります。救援センターは、 

震災時に地域の避難所であるとともに、応急救護活動の拠点としての機能を有しています。 

 

-２- 
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池袋第三小の建替え等を考える会の活動成果 

■建替えのコンセプト 

学校大好き 地域と共に 

あふれる光そよぐ風 つながる緑ふれあう心 

木の温もりに抱かれた楽しい居場所 

豊かな緑に囲まれたみんなが使える地域の庭 

しなやかな校舎 広い校庭 爽やかな緑 澄み渡る空  

そんな学校をつくりたい 

■建替えの基本方針 

(１) 楽しい居場所となる学び舎をつくる 

(２) 地域のシンボルとなる景をつくる 

(３) 安全・安心の装置をつくる 

(４) 自然を活かし自然に親しむ環境をつくる 

(５) 十分な運動と催しに対応できる広さの 

校庭をつくる 

建替え提言書は、考える会の設立以来、検討会、

見学会や学習会、施設検討のワークショップ等を

重ね、アンケートや地域説明会で保護者や地域の

皆さんのご意見をお聞きしながら取りまとめたも

のです。建替えに関するコンセプト・基本方針・

施設整備方針・建替え建物の想定を中心に構成さ

れ、これまでの活動経過も掲載されています 

（詳しくは下記ＵＲＬのホームページをご覧ください） 

http://www.city.toshima.lg.jp/kodomo/kyouiku/8381/022203.html 

● 委員からひとこと ● 

多くの方々の協力を頂きまして提言書を区長に手渡し
することが出来ました、あとは実現ですね。 

須田 明 会長 
立教にちなんだ風景を期待したい。通学路は幅広く取っ
てほしい。 

小野 隆之 副会長 
私たちが提言したこと、実現することを期待していま
す。特に校庭が広くなること。 

餅田 卓畝 副会長 
回数を重ねた議論が「未来ある子供達」の為になる学校
に！！ 

齊藤 秀樹 委員 
みんなの想いを込めた提言書。良い学校ができることを
期待します。 

名取 勝敏 委員 
理想に向かい皆さんと智恵を絞り合った日々 
私にとって宝物になりました。 

高橋 百合恵 委員 
震災を経験し、役所の方、地域の皆さんと池三小の夢を
語れた。 

岸野 俊六 委員 
私たち考える会の考えがこの提言書に込められていま
す。これからの計画に数多く取り入れていただけること
をお願いします。 

江澤 秀夫 委員 
校舎、運動場、地域への施設開放等の要望・意見をかな
り多く話し合いました。 

石橋 光恵 委員 
地域の特色を生かし、シンプルな学舎を想像したが、要
望が多過ぎた。 

池田 好雄 委員 

先生方、生徒達の意見が重視された学校になることを望
みます。 

伊藤 正美子 委員 
素晴らしい池三小が完成するのを楽しみにしています。 

齋藤 薫 委員 
50年後にもいい学校だねと言われる学校になるように、
地域のシンボルとして輝いて欲しい。 

武藤 眞 委員 
学校は楽しく、いきいきした自慢できる学校をめざし、
子供たちの未来を考える、地域教育応援団に。 

遠山 定雄 委員 
池袋第三小学校が地域の拠点として機能することを期
待したい。 

平林 幸隆 委員 
基本方針に言う「地域のシンボルとなる景」の具体化が
今後の課題。すばらしいものとなることを願う。 

青木 敏也 委員 
力不足でなかなかお役にたてず申し訳ありませんでし
た。 

蒲地 大祐 委員 
ワークショップというやり方がとてもよかったと思い
ます。 

柳澤 幸彦 委員 
「光」「風」「緑」に包まれた素晴らしい学校の誕生を祈
念します。 

野村 隆久 副校長 
地域の方々の熱心な話し合いが印象的でした。お疲れ様
でした。 

田中 宏明 委員 
提言書の内容の具現化をめざし、設計を進めていきたい
と思っています。 

野島 修 委員 
提言書に託された思いを設計に生かせるよう努力した
い。 

齊藤 忠晴 委員 
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●池袋第三小の建替え等を考える会事務局では随時、皆さまからのご意見・ご要望を受け付けております。今後の計画づくりの参

考にしたいと思いますので、ご意見・ご要望等がありましたら下記電話・E メールアドレスまでお寄せ下さい。 

【豊島区教育委員会事務局 教育総務部学校施設課】 TEL：03-3981-1143  E-mail：A0029257@city.toshima.lg.jp 

ホームページ URL： http://www.city.toshima.lg.jp/kodomo/kyouiku/8381/022203.html 

池袋第三小の建替え等を考える会 今後の予定について 
○平成 24 年度以降の池袋第三小建替え予定 

「考える会」から池袋第三小学校建替え基本構想の提言を受

けた豊島区では、平成 24 年度に区としての池袋第三小建替え

基本構想・基本計画の策定に入ります。 

基本構想・基本計画は、考える会の提言を考慮して策定され

ることになります。策定後は基本設計を行います。基本設計で

は、基本構想・基本計画に基づき、建物の配置や教室位置など

建物の詳細を検討します。 

 平成 25 年度には、基本設計に基づき、より細部まで検討し、

工事施工可能な図面や見積を作成する実施設計を行います。 

 そして平成 26～28 年度で建替え工事を実施し、平成 28

年度に新校舎の使用を開始します。 
 

○今後の考える会の活動について 

 平成 22 年 12 月の設立以来、さまざまな検討を進めてきた

「考える会」は、区長への建替え提言書の提出により、ひとつ

の区切りを迎えました。 

 今後は、考える会の提言が基本設計に生かされているかどう

かを検証し、地域住民の意見が取り入れられ、誰もが親しみの

もてる池袋第三小学校をつくっていくために、引き続き考える

会の活動を続けてまいります。よりよい池袋第三小学校をつく

るため、今後ともご協力をよろしくお願いします。 

池袋第三小学校建替え工事中の仮校舎は、平成 26～28 年度にかけて真和中学校跡地に建設した仮校舎

を使用する予定です。 

アンケートでも意見の多かった仮校舎への通学について、「考える会」では登下校時についての安全対策

を要望しました。 

建替え中の仮校舎について 
 

仮校舎配置図 仮校舎案内図 

池袋第三小学校 

建替えスケジュール 
池袋第三小の建替え等を考える会 

検討会・見学会・勉強会・ワークショップ等 

平成 22年 12月～ 

建替え提言書を豊島区長へ提出 

平成 24年 3月 26日 

平成24 年度 
基本構想・基本計画 

基本設計 

平成25 年度 実 施 設 計 

平成26～28 年度 
建替え工事 

(仮校舎での授業) 

新校舎の完成 

平成 28年 2学期から使用開始 


