
第 15回 お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会 次第 

 

                     令和２年 10月 16日（金）午後 6時～ 

神保町区民館 ２階集会室 

 

１ 開会 

 

 

２ 新委員紹介 

 

 

３ 議題 

（１）お茶の水小学校・幼稚園の施設整備スケジュールについて 

 

 （２）錦華公園の整備について 

 

４ その他 

 

 

 

 

資料リスト 

資料－１ 協議会委員名簿 

資料－２ 協議会ニュース（第 14号） 

資料－３ お茶の水小学校・幼稚園の施設整備 工程表 

資料－４ 改築工事説明会のお知らせ 

資料－５ お茶の水小学校の発掘調査について 

資料－６ 錦華公園だより第１号・第２号（道路公園課） 

 



氏名

1 小学校・幼稚園児童保護会会長 山﨑　充彦

2 小学校・幼稚園児童保護会顧問 須賀　雄一郎

3 小学校・幼稚園児童保護会役員 熊井　淑子

4 小学校・幼稚園児童保護会役員 春田　紀子

5 小学校・幼稚園児童保護会（わかば会） 中西　みずき

6 小学校・幼稚園児童保護会（わかば会） 中村　優子

7 錦華小学校同窓会関係者 会長 髙山　肇

8 小川小学校同窓会関係者 会長 角谷　幹夫

9 西神田小学校同窓会関係者 会長 西角　邦夫

10 お茶の水小学校学校運営連絡会 委員 影山　純子

11 神保町一丁目北部町会会長 角谷　幸男

12 西神田町会会長 中村　榮太郎

13 神田猿楽町町会会長 渡邉　圭一

14 駿河台西町会 石澤　長一郎

15 小川町二丁目南部町会会長 木村　美佐子

16 小川町北三町会 小林　泰治

17 小川町三丁目西町会会長 田近　恭一

18 万世橋地区町会連合会関係者 駿河台東部町会 土屋　希美

19 神保町地区町会連合会婦人部 神田猿楽町町会婦人部長 五味　美智子

20 千代田区体育協会関係者 会長 菅野　豊

21 千代田区民生児童委員協議会 会長 角谷　幸子

22 千代田区青少年委員会 元委員 小林　かおり

23 お茶の水小学校及び同幼稚園教職員 校長・園長 太田　耕司

24 千代田区教育委員会事務局職員 教育担当部長 佐藤　尚久

副校長 岩渕　和行

副園長 横澤　峰紀子

神保町出張所長 武笠　真由美

神田公園出張所長 猿渡　裕司

子ども施設課長 小池　正敏

施設計画担当係長 須貝　恵子

施設係 道口　亘輝　

お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会委員(R2.4月）

オブザーバー

団体名・役職名

お茶の水小学校
及び同幼稚園ＰＴＡ関係者

神田公園地区連合町会関係者

順不同、敬称略　

事務局
   千代田区教育委員会事務局
   子ども部　子ども施設課
 　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：  03（5211）3648
   ＦＡＸ ：  03（3288）3420
　 e - mail ： kodomoshisetsu@city.chiyoda.lg.jp

神保町地区町会連合会関係者
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お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会の第１４回目の会議が、令和元年９月２０日（金）に 

開催されました。この会議の様子を報告します。 

 
 

取りまとめを行っている実施設計について、前回の協議会で中間報告した実施

設計(案)からの変更点を踏まえながら、報告を行いました。 

 

新委員の紹介について 

令和元年度初めての協議会であり、児童保護会・わかば会から中西委員が新しくメンバーとなりました。 

 

実施設計の概要について 

前回（３／２６開催）の施設整備協議会で実施設計（案）

の中間報告を行いましたが、その後、変更になった点を中

心に新校舎の各階平面図を用い、説明しました。大きな変

更点は、地下体育館の出入口の新設です。変更前は、体育

館エントランス部分からの出入りだけでしたが、式典など

の動線を考え、ステージ側にも出入口を新たに設けました。 

また、前回の協議会から懸案となっている事項として、

校庭の舗装の件、普通教室の間仕切りの件を報告しました。 

今回の協議会では、これまでさまざまにご意見をいただ

いた普通教室の構造について、教育委員会の考えをご説明

しました。提案している教室の形式は、オープンにもクローズにもできる、いわばフレキシブル教室とい

えるものです。「学校施設の在り方に関する調査研究報告」や「小学校施設整備指針」の抜粋などの資料を

基に、変化の時代を見据えた施設の在り方をご説明しました。 

委員の皆さんから、その説明や資料をもとに、普通教室の間仕切りについて、たくさんの意見が出され、

議論の深度を深めることができました。 
 

今後のスケジュールについて 

10 月に解体工事業者が決定すること、また、第３回定例会の議決を経て、解体工事の説明会を開催予定

であることを報告しました。 
 

次回の会議日程 

次回の会議日程は正副会長と事務局とで協議の上、決まり次第、下記ホームページでお知らせします。 

 

 

 

 

※区立お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会の資料・議事録等は区ホームページからご覧いただけます。 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/gakko/ochanomizusho.html 

 

第１４回の主な議題 

区立お茶の水小学校・幼稚園 

施設整備検討協議会ニュース 

第１４号  令和元年１０月 8 日 
 

■発行：千代田区教育委員会事務局 

■担当：子ども部子ども施設課 

    電話  03-5211-4337 

発行元 千代田区教育委員会事務局 子ども部子ども施設課 
連絡先 電話 03-5211-3648  FAX  03-3288-3420 

Administrator
テキストボックス
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新築工事

仮校舎
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お茶の水小学校・幼稚園施設整備　工程表
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項目整理・準備
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新築工事（３０カ月）
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発掘調査（６ヵ月）
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10/20説明会
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令和２年１０月６日 

ご近隣のみなさまへ 

区立お茶の水小学校・幼稚園 改築工事の 

説明会のお知らせ 

 秋冷の候、みなさま方におかれましては、ますますご清栄のことと、お慶び申し

上げます。 

 さて、区立お茶の水小学校・幼稚園の改築工事を行うこととなりました。つきま

しては、下記のとおり、工事説明会を開催いたします。 

工事期間中は、安全の確保に努め、細心の注意を払いながら工事を進めてまいり

ます。みなさま方には、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何卒、ご

理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、お気付きの点やお問い合わせ等がございましたら、下記連絡先までご連絡

くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、座席に制限をもうけて

おります。マスクの着用および咳エチケットにご協力をお願いいたします。咳、発

熱などの体調不良の症状がある方はご来場をお控えいただきますようお願いいたし

ます。会場に入場できない方などでご希望の方には、後日個別にご訪問させていた

だくことや説明会当日の資料を郵送することも可能です。 

記 

１．説明会日時    令和２年１０月２０日（火）午後７時００分から 

２．説明会場所    出版クラブホール・会議室 

３．担   当    千代田区 政策経営部 施設経営課 

            電話 ０３－５２１１－４１６２（直通） 

担当者 早川、赤澤 

４．施 工 業 者    戸田・不動・ムカイ建設共同企業体 

     東京都港区芝浦三丁目９番１号 

            芝浦ルネサイトタワー１３階 

     電話 ０３－３５３５-１５１８ 

            現場代理人 根本 修一 
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下記二次元コードから施設の案内図にアクセスできます。通信料はご利用者の負担となります。 

 TKP神保町出版クラブホール・会議室               

（※区の施設ではございません） 

 

住 所：千代田区神田神保町一丁目 32 出版クラブビル 3F 

 

アクセス： 

東京メトロ半蔵門線  神保町駅 A５出口 徒歩２分 

都営三田線   神保町駅  A5出口 徒歩２分 

都営新宿線   神保町駅  A５出口 徒歩２分 

 

施設へのお問い合わせ：０３－４５７７－９２７０ 

※転送で総合窓口におつなぎする場合がございます。予めご了承ください。 

※その他問い合わせ、道案内などはこちら。 

 

説明会の内容への問い合わせはこの用紙のおもて面の「施工業者」の連絡先に直接

ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

案内図 



 

お茶の水小学校の発掘調査について 

 

１ 調査の目的 

   当該地の発掘調査では、近世の屋敷跡とみられる礎石列や、池跡、上下水とみられる溝状遺構など 

  が発見されているため、近世における土地利用の成果が明らかになります。当該地は、近世前期には 

  旗本屋敷、後期には備中岡田藩伊東家の屋敷跡でした。（備中岡田は、現在の岡山県倉敷市真備町 

  岡田） 

 

２ 調査規模及び工程 

  ・対象面積：約 1,183㎡ 

  ・対象遺跡：神田猿楽町一丁目遺跡    種別：屋敷跡   時代：近世 

  ・調査規模：生活面数４面 

  ・推定遺構数：800基 

  ・工程：現地発掘調査 令和２年６月１日～11月 30日（6 ヵ月） 

       整理調査・報告書作成期間：令和２年 12月１日～令和４年５月 31日（18 ヵ月） 

 

３ 試掘調査で確認された生活面の所見 

  ➀近代以後の層  煉瓦基礎建物、コンクリート片 

  ②第１面       建物礎石列、土杭など（19世紀前葉の遺物含む） 

  ③第２面       杭列、溝状遺構（上下水か？）、廃棄土坑（ごみ坑）など 

  ④第３面       池跡（第１面の時期まで使用された可能性あり） 

 

 

 

 

資料-５ 



錦華公園だより（第1号） 令 和 ２ 年 １ 月
発行：千代田区 道路公園課

錦華公園は、昭和42年の改修から50年が経過し、老朽化が進
んでいます。千代田区では、隣接するお茶の水小学校・幼稚園
の建替えとあわせて、公園の改修整備の検討を進めています。

そのなかで、昨年11月に実施したアンケート調査では、多く
のみなさまからご意見をいただくことができました。

ご協力ありがとうございました。
今回は、地域のみなさまにご協力いただいたアンケートや、

お茶の水小学校・幼稚園児童へのこどもアンケート、12月に開
催した第1回意見交換会の状況について報告いたします。

地域アンケート調査結果 配布数：3,414通 回答数：580通 回答率：約17％

こどもアンケート調査結果 対象者：お茶の水小学校・幼稚園児童 回答数138通

Q.錦華公園の利用頻度は？
→子どもは“月に数回以上”の利用が80％、大人も約

40％と利用頻度は高く、幅広い世代に利用されて
います。

Q.望ましい錦華公園の改修規模は？
→“全面的改修”、“部分的改修”について、概ね同数

の意見でした。

Q.錦華公園の樹木について
→“なるべく残した方がよい”、“専門家の意見を基に

整理”の２つの意見が多い傾向にありました。

Q.将来錦華公園をどのような公園にしたいですか？
→各世代とも“子供たちが安全に遊べる”、“自然と
触れ合える”、“休憩やみんなが憩える”、公園を望
まれる意見が多い結果となりました。(右グラフ）

お茶の水小学校

広場

ステージ 砂場他

トイレ

池

園路ブランコ

出入口

出入口

出入口

傾斜

猿
楽
通
り 錦

華
坂

自由テーマ：いろんなゆうぐとしぜんのこうえん

Q.錦華公園をどのような公園にしたいですか？
→低学年は“遊具で遊べる公園”の意見が多く、高学年になると

“水と触れ合う”や“のんびりできる”など多様な意見となって
いました。

Q.錦華公園にほしい遊び場はなんですか？
→全学年とも“アスレチック遊具”がほしいという意見が多い結

果となりました。

Q.新しい錦華公園を描いてみよう。
→たくさんのこどもたちが、みんなが遊びたくなる公園を色鮮

やかに描いてくれました。 （右に絵の一部を紹介します）

【整備スケジュール】
令和元年度～令和2年度：整備内容の検討及び設計
令和３年度～令和4年度：整備工事（整備内容により半年から１年程度予定）

質問【どんな公園にしたいですか】

アンケート結果の詳細は千代田区ホームページ「錦華公園の整備」に掲載しています。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/koen/kinkakoenseibi.html
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1.緑豊かで自然と触れ合える公園 2.休憩やみんなが憩える公園

3.子どもたちが安全に遊べる公園 4.スポーツや健康づくりのできる公園

5.イベントもできる広場のある公園 6.災害時に活用できる公園

7.その他

(裏面もご覧ください）
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第2回意見交換会の予定
日時：令和２年３月２５日（水）18:00～（1時間30分程度）
場所：神保町出張所 ２階会議室
内容：整備概要案を複数案提示し、意見交換を行います。

参加ご希望の方は、事前に下記連絡先までご連絡をお願いいたします。連 絡 先
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1
千代田区 環境まちづくり部道路公園課 計画設計係
担当者：中村、永野、斉藤

T E L  ：03-5211-4242
F A X  ：03-3264-4792
E-mail：dourokouen@city.chiyoda.lg.jp

 昔から滝や斜面を使って
遊んでいた

 動物や昆虫等の住処と
なっている

 今の自然・地形を活かし
た整備を希望

 できる限りのバリアフ
リー対策がほしい

 斜面地を活かした遊び場
を整備してほしい

斜面地

滝・池
 池は子供たちが生物や自

然と触れ合う場
 流れのない滝はアスレ

チック的な遊び場

 水が汚い
 昔に比べ生物が少ない

 生物多様性（ビオトー
プ）にしてほしい

 滝を復活してほしい
 じゃぶじゃぶ池がほしい

トイレ
 汚い、暗い、視認性が悪い

 きれいで安全なトイレがほしい

ステージ

 ステージでなくても、
集まれる場は欲しい

 屋根のある休憩スペー
スがほしい

 たまり場になっている

広場

 遊具を増やしてほしい
 芝生の部分がほしい
 幼児が遊べる遊具がほ

しい
 アスレチックがほしい

 水はけが悪い

 小学校との連続性を確保
してほしい

 学校と一体となった防災
機能を確保してほしい

小学校との連続性

 今のみどりや地形を活かした公園にしてほしい
 見通しが良く安心安全な公園にしてほしい
 遊び場や休憩施設を増設してほしい

全体

 小学校の桜を公園に移植してほしい
 地域の倉庫を設置してほしい

その他

これまでのアンケートや意見交換会での意見の抜粋を紹介します。主な意見のまとめ

意見交換会の様子（★意見交換会でのご意見や配布資料は区ホームページに掲載しています。）

良い点

課題

意見要望

色
分
け

参加者27名：４つの班に分かれて以下のテーマについて意見交換を行い、発表を行いました。
・今の錦華公園がどんな場なのか ・将来どんな場になるとよいか ・望ましい場になるためには

第１回意見交換会 日 時：令和元年12月16日（月）18：00～20：00
場 所：神保町出張所 座⾧：東京大学大学院 中井 祐 教授

錦華公園の整備
QRコード

お茶の水幼稚園仮園舎
（公園として整備）

現在の公園

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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