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基本設計説明会質疑報告書（３回目）

日 時 平成２６年５月１２日（月） 午後７時から

場 所 坂下公民館 ３階 講堂

出席者 ８名（うち議員３名）

１ 概要

（Ｑ） 駐車場の数が少ないのでは。地域の人が使える図書館に来るわけで、

先生も学校に乗ってくるわけなので。

（Ａ） 学校の先生の駐車場を計画するというのはわかるのだが、図書館分

館にこられる方、児童館に学童にこられる方のための３６台というの

は、ある程度確保されていると考えている。土日などは先生がこられ

ない場合は使えるし、３６台で少ないとは考えていない。まちづくり

条例で、駐車場の台数を確保しなくてはならないが、今の基準では、

特別に台数は決まっていないが、商業地域などの台数を引用すれば３

６台は十分と考えている。

（Ｑ） 現状の児童館は縮小されると思うが、面積的にはアリーナは小学校

の使う時間以外は使えると思うが、今の児童館は、休日などは中高生

なども使っている。放課後の子どもたちが使うスペースは必要と思う

が、縮小されるのか。

（Ａ） 今の児童センターの面積は４７０から４８０㎡だと思うが、計画は

２１０から２２０㎡になる。新しいアリーナや校庭、図工室、音楽室

など特別教室は、今後どういう時間帯で使えるのか、担当課で協議し

ながら決めていく。体育館は一般開放しているが、その開放の仕方な

ど、今は、使用できる時間等は決まっていないが、どういう形で管理

できるのか検討していきたいと考えている。

（Ｑ） やはり縮小はされますよね、今は、土日などはきつきつで利用して

いるが、他の施設を使えるのか。

（Ａ） どういう形で管理できるのかは、教育委員会よりもこども福祉課で

計画していく形になる。学校建設準備室でも協議はしているが、最終

的には、担当課の判断である。面積的に縮小されるので、事業も縮小

することになるということは聞いている。

（Ｑ） 今の話はおかしいのだが、事前に協議をしていなくてこの面積にな

ったのか。社協とか福祉部と協議をしないでこの面積のなかでレイア
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ウトしてくださいということなのか。児童館の面積を増やしてほしい

という要望があれば、このレイアウトを変えていくのか。なにが言い

たいのかというと、中途半端なものを作っても、使えないのなら意味

がないということだ。

（「それに対しては、こども福祉課にも話されたのか。」という声あり。）

いや、われわれは、これでは狭いよということをどこに言えば、どう

すれば面積が増えるのか聞きたい。

（Ａ） 学校建設準備室とこども福祉課とは協議させてもらっている。面積

的なことはどこまでできるか、学校建設準備室で考えることだ。その

ときにできる範囲でということになる。設計事務所と協議して、どこ

まで増やせるかを考えている。これ以上増やすことはできない、何で

もできるということではないことをご理解してもらいたい。

（Ｑ） それは機能面で考えるのか、中途半端なものを・・・。

（「すみません。中途半端というのはやめてもらえますか。全くダメな

ものを作るというように聞こえる」という声あり。）

いや、たとえば、体育館でバスケットコートが２面取れなければそ

の機能を果たさないということがある。その体育館の施設が不適切で

はなかったかということである。あとで、皆さんに言われるなら、児

童館はこの面積が必要なんですということを示したらいい。その面積

はニーズに合っているかを協議されたんですか、ということを聞いて

いる。不適切という発言はしていない。

たとえば図書館。図書館がこのエリアにないですよ、でも本当にこ

の地区に中途半端な図書館を作っても、活用してもらえるのですか。

申し訳ないが、皆さんのやり方は、詰め込み過ぎというか、みんなの

意見を聞き過ぎちゃって、学校を作りたいのか、児童福祉施設を作り

たいのか、何が作りたいのか、いまいち見えてこない。もっといい学

校を作りたい、皆さんの意見を聞いて作りたいとかいうような話では

ないかと思う。

（Ａ） （前日と）同じような質問なので、あまり答えたくはないが。昨日

も来ましたよね。まったく同じことを言ってますよね。

（「そうです。」という声あり。）

質問しなくていいと思いますよ。

（Ｑ） じゃ、いいですよ。我々も人数集めますよ。ちゃんと保護者の意見

を聞いて、市長を呼んできてもらって、教育長話しましょうよ。

（Ａ） いいですか。もう、ご案内だと思うけど、冒頭に申し上げたように

学校建設準備委員会、各学校の対象校のＰＴＡの方、保護者に入って
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もらったわけですね、で、６回実施しています。その間２回は視察を

行っています。さらに、学校建設等特別委員会というのは、議会に設

けられています。この議会の中で５回にわたって審議が行われていま

す。教育委員会が作るのではない、和光市が作るのです。教育委員会

が勝手にやっていることではなくて、議員の皆さんにご説明しながら、

計画してきているわけです。そして、議員の皆さんにご理解いただき

ながら、ここまで計画ができたということです。あなたが言っている

ことは、全部元に戻るのですよね。議員は市民の代表です。ＰＴＡの

役員さんも学校の代表です。そういう方が集まって話をして、相互理

解をしてきているということをご理解いただかないと、その委員会は

なんだったのか、ということになる。あなたの言いたいことはわかり

ます。そこにかかわっていないのだから。

（「いえ、いえ。」という声あり。）

今も、新倉小のＰＴＡ会長さんもいますし、（準備委員会では）白子

小ＰＴＡ会長さんも委員として来ていただいているわけですよ。その

中で、基本的な理解をいただきながらやってきているわけです。それ

が、全部無になってします。

（Ｑ） いや、いや、私は反対するということではありませんから。

（Ａ） 反対はできませんから。陳情が上がって、議会でも全会一致で決ま

っているのですから。

（Ｑ） みんなの意見が、本当に反映されているのかということです。

（Ａ） ですから、誰の意見が盛り込まれればいいのですか。そういう団体

の皆さんが集まって話し合いをしてきているのですよ。当然この敷地

しか確保できていない、その中でどうやって、効率的にやっていくか

ということで計画を作っているわけであって、それはもう、土地があ

れば、この面積を増やせるということであって、でも、今、そういう

時間的にも余裕がありません。平成２８年度の４月に開校しないと白

子小学校がパンクですよ。そういう中でやっているわけです。

（Ｑ） いや、今の話を聞くと、焦って作っていると感じるのです。

（Ａ） 焦っているのではなくて、当初平成２７年開校を目指していたので

すが、用地の確保ができなければ先に進みません。用地の確保の目途

がついたので、約４年間かかってやってきているわけです。その間に、

様々な検討委員会を設けて、そして議会との説明会を経てということ

なのです。

（Ｑ） こういう会をやったとは聞くのだが、そこで出た意見というのは何

が反映されて、我々のほうに説明がないのではないかなと感じるから
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こそ、お母さん方が下新倉児童センターのこともそうだし、まだまだ

議論の時間が必要なのではないかな。我々の意見もきいて欲しいなと

いう場を設けて欲しい。

（Ａ） わかりました。われわれとは、どういうわれわれなんですか。

（Ｑ） じゃ、５人以上集めますので、われわれの意見を聞いて欲しい。今

日来た以上のお母さん方をＰＴＡとして１回集めて、市長と教育長の

いる中で、われわれ保護者の意見を聞いてもらえる場を設けて欲しい

なということです。６月下旬に。

（Ａ） そうしますと、ＰＴＡの役員さんや保護者の方がきて、準備委員会

をやってきたわけですよ、そのことはどうなるのですか。

（Ｑ） 私の聞くところでは、発言はしてもらっています。しかし、全然反

映されていないところが残念な結果かなと思う。

（Ａ） 反映されていない。じゃ、新倉小のＰＴＡ会長さんもいますので、

その辺をお話してもらえますか。

（Ｑ） プロセスの話ですよ。駐車場だって、（水道）道路が拡張される可

能性がある。そのとき、駐車場がなくなりますよ。代替地を見つけま

すよ、そういう説明って全部ちゃんとしていかないと、駐車場が少な

いのではという質問は、そういうものがありますよ、ということです。

土地の取得の経緯から全て、保護者と市長と議員さんを混ぜて話し合

いの場を持ちませんかということです。

（Ａ） この時期になって、そういう要求が出ますか。設計に入っているの

ですよ。

（Ｑ） 教育長の目的は何ですか。子どもたちの安全な学校を作ることが目

的ではないですか。

（「そうですよ。」という声あり。）

それには課題があって、じゃ、ここを市議にお願いして、ここを市

街化調整区域から市街化区域にして、もっと大きなところから・・・、

（Ａ） それはね、そういう話だったら、話は進みませんよ。全部市街化調

整区域を外すなんてことは。

（Ｑ） 大袈裟すぎましたよ。元に戻って、この学校を建てて本当に安心し

て、通わせて良かったと思う保護者がいるのか。

（Ａ） そうなって欲しいと思って努力しているわけです。通学路の問題も

そうだが、市街化区域のことは。

（Ｑ） 大袈裟な話をしたが、そのくらいの規模で考えないと、たとえば、

２ｍセットバックしてということだが、危ないよということだ。ここ

まで来ればいいが、ここまでの道路が危険だ。
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（Ａ） 通学区域のことも、安全第一にしたいと協議しているのです。図面

に落としながら、それは、内部での検討事項です。いわゆる、道路安

全課と連携をとりながら、改善していくというのが、今までのやり方

です。

（Ｑ） 土地が土地柄だけに、その辺を先にみせて欲しい。拡張してほしい、

確約して欲しいという思いだったのです。開校しました、坂下の安全

対策が改善されていないでは困るので、ここは横断歩道ができていま

す、信号機が付いてます、というのがないと、われわれが逆に説明で

きない。もしものときに、誰が責任を取るのですか、市は取らない。

われわれは１００％やってきたんだよというものが欲しい。先に説明

して欲しい。

（Ａ） おっしゃるとおりだと思いますよ。今、通学区域を決めているわけ

です。変更調査会から答申をいただきました。そこには、地域の自治

会の会長さんもおります。これを定例教育委員会で審議します。その

中で、新しい学校の通学区域が決まります。その後、その学校に行く

道筋を、白子小学校を中心としたＰＴＡの方々と一緒に歩きながら、

どこに課題があるかということを、この１年半の中で決めていくわけ

です。今、その通学区域がまだ決まっていないわけです。この５月中

に決定します。議会にも６月までに通学区域を決定することを答弁し

ています。現在は、検討している中身で担当課と協議をしているわけ

です。県にも働きかけています。信号の問題、歩道橋の問題、これは

県の方にお願いしているわけです。その準備をしながら、決定した段

階で枝葉のこと、この道に集まるにはどこを通ればいいかは、私たち

にはわからないところがありますので、地域の方々、保護者のご意見

をいただきながら、各学校でやっていただいているような点検をして

いただき、最終的に改善していくという取り決めにしていかなくては、

安全確保はできないと思う。これは、市でできるものと、できないも

のがあるのはご案内のとおりで、県土整備事務所にお願いしているも

のもあるのです。ですから、今安全ですよというものがあればありが

たいが、まだ、通学路も決定していない段階ですので、今後ご支援い

ただければと思います。

（Ｑ） 平成２８年までにやったけど、教育長はいなくなっていて、やはり

できませんでしたとなったとき、誰が責任取るのですか。

（Ａ） そういうものではないでしょう。継続性というものは。

（Ｑ） そういうものがあれば、われわれも安心して通わせることができる

が、そのときに教育長がいればいいのだが。
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（Ａ） 私がいるいないのではなくて、地域の学校をどうするかです。今ま

でも通学路の安全点検をやってもらっています。それで、私共も、全

部働きかけをしています。市でやれることは対応してます。

（Ｑ） 県や警察の動きに対して、市のアピールが少ないように感じる。も

うちょっと早く進んでもいいと思うところがある。

（Ａ） 委員さんからも通学路についての質問をいただくわけです。そうい

う中で、市で改善できるものはすぐ対応しています。県であるとか、

朝霞警察署であるとか、信号を付けるにあったても、この距離では付

けられないと言われることもあり得ることなんです。だけど、保護者

からすれば、やはりここに信号機があればと思うという話ですから、

われわれは要求します。だけど、そこには付けられないと言われてし

まえば、要求はするけど、回答は出てくるわけですから。

（Ｑ） 何があろうと、子どもの安全が第一でわれわれの考えは変わらない

わけです。土地の買収にしても、もっとできるのではないか、市側の

力が弱いのではないかと思うのですよ。県のＰＴＡ連合会の集まりも

あるわけで、埼玉県の安全の役員さんとも話をするわけです。やっぱ

り、市が上げてくるのは、さいたま市のように、もっと上げてきてい

いのではないか、そういう意味で、市と県のつながりが弱いなと思う

のです。

（Ａ） 今、市としても松本市長自ら予算付けをして、土地が取得できると

ころは買っているわけです。予算化されている部分は積極的に対応し

ていきます。その弱さがあるのではないかという指摘は、市長にも伝

えます。

（Ｑ） 代替地についても、市がもっと代替地を持って・・・。

（Ａ） おっしゃるとおりです。代替地がもっとあれば、でも、今はないん

ですから。

（「定刻も迫ってきていますので、基本設計の説明にご質問されたいと

いう方に限らせていただきます。」という声あり。）

（Ｑ） １年から６年まで、３クラスを想定しているが、今、暫定で学区域

を決めていると思うが、今、何名ぐらいを見込んで設計しているのか。

（Ａ） ４５０名から５００名です。すでに、住所で落とし込んでいますか

ら、新たに設定する通学区域で考えた場合です。

（Ｑ） この辺ですと、三園小学校に通っている子どももいるが、それも含

めているか。
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（Ａ） 学籍はありますので、それは、区域外就学を選択していますから、

ご案内させていただきますが、新しい学校に来られるかどうかは保護

者の判断になります。学区域の中に居住している子どもの数５００人

ぐらいいるのです。私どもが諮問したのは、白子小、新倉小、新設小

学校が大体５００人規模。区割りができれば、ほとんど適正規模にな

る。今、３年生の子が２年後には、５年生になるわけで、そういう子

が新設小学校に来るということでは、難しい課題もあるだろうと思い

ます。新しく就学する子は区域が決まれば就学されると思います。

（Ｑ） 今、５・６年になる子が、新しい小学校に行かなくてもいいように

聞こえたのですけど。

（Ａ） 区域外に行っている場合には、向こうの教育委員会が認めています

ので、その子どもたちを強制的に戻すことはできません。しかし、５・

６年生でも新しく設定した区域で、今、白子小学校に行っている、新

倉小学校に行っている子は（新しい学校に）行ってもらいます。そう

でなければ、学級の編成ができません。しかし、一部選択させるとこ

ろも出てくるかもしれません。それは、まず、環境が整っていないと

か、道路環境が遠回りになってしまうとか。現実にありますので、そ

ういうところは、道路整備ができるまでは、選択してもいいですよ、

ということになります。そういう措置を講じることはあります。

（Ｑ） 距離的な問題で、人数合わせのための通学区域の線引きはやめて欲

しい。それは、遠い区域でも人数合わせのためにして欲しくないです。

（Ａ） それはありません。すでに調査会の中でもそういう声は出ています

ので。

（Ｑ） ２階のテラスのところですが、西側のところから上がるのですね。

このテラスは、運動会のときに保護者の観覧席になるということで、

そういう時は、教室は入れないようになっていて、すると、（入り口が）

１か所でいいのかなと思うのですが。

（Ａ） 今のバルコニーのところなんですが、幅が４ｍ、５ｍ取れる場所で

なく、２.５ｍか３ｍぐらいの場所になります。東側には階段を設ける
場所がなかったので１か所にしています。階段の幅の規定もあります

ので、それに沿って計画していきたいと思います。

（Ｑ） 私の子どもが幼稚園に通っているときに、２階が運動会のときなど

観覧席になるのですが、見えるところは集中しているんです。入り口

が１か所だと、それはそれはすごく混雑するんですよ。また、何かあ

ったときの避難経路になるのです。東側に設けなくていいのかと感じ

ました。
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（Ａ） 今は、設計業者と協議しているのですが、階段の向きとか対応でき

るか所は１か所になったんですけど、２方向で避難できるのがよりい

いのですが。

（Ｑ） 何かあったときに、２か所あればいいんですよね。

（Ａ） 検討させていただきますが、もしかしたら、できないかもしれませ

んが。設計業者と調整させていただきます。

（Ｑ） 駐車場のスペースの問題で、敷地がこれだけのスペースでいろいろ

工夫されているということは理解するのですが、あの地域ですと、皆

さん車で行くことが想定されますが、先生方も日ごろ車で行くと思う

のですが。その辺の利用の規定とか、職員の方の規定もあるかと思う

が、その辺をきちんとしてもらうことと、大きな催しがあるとか、駐

車場の代替地の確保ができるのとか、実際は必要ではないかと思う。

この敷地の中で、増やすというのは不可能ですが、そういうことも想

定した対応を今後ぜひ検討していただきたい。

（Ａ） 駐車場の台数は、どのような規定で出すかということは難しいので

す。一度にいろいろなイベントを開催すると、どのくらいの台数を確

保したらいいのかということも当然ありますが、土地の確保というの

が、今までやってきた中で難しいというのはわかります。検討しなが

ら進めていかなければいけないのかなと思います。

（Ｑ） 先生方の車の規定をきちんとすべきだと思います。

（Ａ） 基本的には、できる限り公共交通機関の利用ということを、職員に

周知しております。一番安心なことは事故が起きないということで、

ただ、どうしても車通勤でなければという職員もいますので、公務使

用届は出してもらっています。隣りの和光高校の先生方を見てもらっ

ても、バスで通っている先生が多くいます。和光高校は広そうだけど

そんなに駐車場はありません。基本的に学校施設というのは、教員の

ための駐車場施設はほとんど設けていないです、どの学校も。ですか

ら、先生方が空いているスペースにうまく入れているわけです。たと

えばこの３６台であっても、幅が約 10ｍくらいあるわけで、先生方が
半分を縦列駐車で使うとか、想定されるわけです。必ずしも１台１台

ではなく。現実、第五小学校などはあんなに狭いところに入っている

わけですから、基本的に学校の職員のための駐車場は、学校にはほと

んど設けていないということです。

（Ｑ） 駐輪場は２０台で足りますか。

（Ａ） 昨日も質問されていますが、検討します。スペースが確保できれば、

白線引いてここを使ってくださいと、運動会などでもそうです。職員
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は当日車は乗ってこないで、駐輪スペースを確保するという方法をと

っています。学校は自分たちのスペースでなく地域の方、保護者の方

が利用できる一番いい方法を考えていけばいいと思いますので、その

旨は学校の方には伝えていきます。

貴重なご意見ありがとうございました。定刻になりましたので、これをも

ちまして本日の説明会を終了します。


