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第 １ 回

（仮称）和光市立下新倉小学校及び学校併設利用等検討委員会 記録

日 時 平成２６年６月２日（月）午後１時 30分から午後３時まで
場 所 庁舎 402会議室
出席者 教育総務課 河野課長

学校教育課 藤 主幹

生涯学習課 亀井主幹

スポーツ青少年課 深野課長

こども福祉課 新坂課長

図書館 松戸館長

事務局 棚谷室長、長坂室長補佐、高野統括主査、清水主事

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ 開会

２ 教育長あいさつ 大久保教育長

お忙しい中を第１回（仮称）和光市立下新倉小学校及び学校併設利用等検討

委員会にお集まりいただきありがとうございます。この委員会は、学校併設施

設の利用の仕方と、下新倉小学校の利用の仕方を併せて検討していただくとい

うことです。 ―（中略）― 従来の学校と違って複合型の施設であり、これ

を理解していただきながら、開かれた学校になることがキーワードになってい

ます。―（中略）― この施設が地域の活動の拠点、ランドマークになり得る

ものに仕上がればありがたいと思います。委員の皆様には、丁寧な審議をして

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

（教育長退席）

３ 副委員長指名

（委員長） それでは、（仮称）和光市立下新倉小学校及び学校併設利用等検討委員会設

置要綱に基づきまして、私、教育総務課長が委員長のご指名を受けました。次

第の３番の副委員長の指名につきましては、副委員長は委員長が指名するとい

うことですので、学校の状況を把握している学校教育課の主幹であります藤先

生にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」という声あり。）

それでは、藤先生にお願いします。

４ 自己紹介

（委員長） 続きまして、次第の４番です。委員の方から、自己紹介をお願いします。

（各委員が自己紹介。）
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それでは、自己紹介が終わりましたので、議題に入りたいと思います。その

前に、事務局から今後の方向と年間スケジュールについてご説明をお願いしま

す。

５ 事務局説明

（事務局） それでは、資料の確認をお願いします。

（資料の確認。）

この検討委員会は各回の討議内容について、市のホームページに掲載する予

定ですので、よろしくお願いします。

（資料等についての説明を行う。）

（委員長） 今、事務局から所掌事務、年間スケジュール、学校のレイアウトを説明して

いただきました。それでは、次第の６、議題の「 学校施設の開放範囲につい

て」の、児童が使う部分と市民が使う部分について考えていきたいと思います。

６ 議題

学校施設の開放範囲について

（委員長） それでは事務局から説明をお願いします。

（事務局が学校施設の開放範囲について説明を行う。）

（委員長） 今事務局から説明がありました。この青で囲まれたところについて通常は

学校施設ですね。学校施設の開放範囲について、考えていきたいと思います。

ご意見がありましたらどうぞ。

（新坂委員） 学校図書室というのは、その図書室にある本を見せるために開放するので

すか。

（委員長） 分館ではなく、学校図書室のことですね。基本的には学校の児童が使うこ

とになります。

（新坂委員 学校図書室というのはどんな蔵書がそろっているのか、図書館は当然みん

なが使えるということになります。学校図書室を地域開放するということは、

どういうメリットがあるのですか。

（委員長） 松戸委員、どうでしょうか。

（松戸委員） 学校図書室というのは学校によって蔵書の構成がバラバラなんです。大体

は調べる学習が多いようです。図鑑だとか。図書館でも当然置いてある図書

で、重複する部分はあります。ただ、授業で使う調べ学習用なので、何かを

調べましょうという本は学校図書室のほうが若干多いのかなと思います。

（委員長） 分館は開放するわけなので、学校図書室も開放したほうが効果的なのです

か。

（松戸委員） 学校図書室も、授業以外でも開放してほしいというご意見がワークショッ

プでありました。当然市民の中でも、小学生を持つお母さんとかも使えない

ことはない、やはり借りたいという意見もあります。所沢市の松井小学校で

も、学校図書室の地域開放をしています。貸し出しもやっています。

（新坂委員） たとえば地域開放枠があるときに、蔵書の検索は学校図書室にある本も検
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索できるようになっているのですか。

（松戸委員） システムで対応すればできないこともないと思います。今現在では、学校

は学校、図書館は図書館に分かれています。

（新坂委員） 図書館で検索できないのは不便だと思います。

（松戸委員） ただ、現在、学校図書室も図書館も同じシステムを使っています。仕様の

点で分かれています。

（委員長） 基本的には分館もあって図書室もある、結構場所的に広いですね。

（松戸委員） 図書館分館だけだと狭いです。学校図書室も一体的に考えたほうがメリッ

トはあると考えます。バラバラでやるよりも、貸出業務なども重複するので、

全体的に見たほうがメリットがあると思います。

（新坂委員） 分館は毎日使えて、学校図書室は授業が終わってから土日とか、どういう

形になりますか。

（松戸委員） 志木市の「いろは遊学館」は、小学校の学校図書室と、いろは遊学図書館

は併設されており、授業のときに図書館に行くという運用をしています。こ

の図面で行くと、学校図書室と図書館が２つある設計になっています。

（藤委員） たとえば、課業中の時間がありますよね、午前中から放課後になるまでと

か、教育活動で授業の中でたとえば、作詞作曲で調べ授業で図書室でやった

りして、そういうことを図書室でやるということは頻繁にあります。元々は

空いていた時間なのに、当日になってから急に変更という形で動くこともあ

ります。

（委員長） 体育館などもそうなんですけど、授業がないときは当然空いているわけで

すけど、就業時間内に使ってしまうと混乱する可能性がありそうですね。就

業時間は学校が使って就業時間以外のときに使うとか、その辺のところは事

務局どうですか。その辺から決めたほうがいいかな。範囲を決める前に図工

室とか音楽室とか家庭科室の開放時間を先に進めていかないと話が前に進

まないということです。

（事務局） 先に所管課の範囲を先に決めて、開放時間は２回目で行う予定です。

（委員長） 所管を決める前に学校就業時間と開放時間を完全に分けるかどうかについ

てはどうですか。

（事務局） その辺はお任せするとして、今回は、学校開放だけではなく、併設施設の

相互利用についても、ご議論をお願いしたいと考えています。

（新坂委員） 一般開放の仕方とか維持管理をどうするかということを２回目、３回目で

細かいことを決めればいいので、たとえば、図工室を日曜大工をやるのに使

っていいのかということも出てくると思います。

（委員長） 分かりました。では、地域の複合施設の前に青色の学校施設のうち、開放

が予定される施設の時間帯についてご議論いただこうと思います。

（松戸委員） 図書館なんですが、ワークショップでもいろいろ話が出ていましたが、先

ほど学校図書室も含めた形で全て図書館が管理したほうが、学校図書室サー



4

ビスを含めて図書館サービスを向上させることができると思っています。学

校図書室を小学校の図書館の付属施設ということではなくて、図書館で考え

ていきたいというのが、図書館職員の考えです。ただ、学校図書室なので当

然学校図書室の授業が最優先されるのが原則です。先ほどもお話がありまし

たが、突然スケジュールが変わって、学校図書室を使うことになったという

話になっても、図書館職員が配置されればスケジュール管理はうまくいくと

思います。本は何を揃えるとか、書棚の配置とかを一体的に考えるのであれ

ば、図書館と学校図書館を一体的に整備できることがメリットだと思います。

（委員長） 次に、就業時間と開放時間を分けるということについては、生涯学習課で

はどう考えますか。音楽室とか家庭科室は。

（亀井委員） 実際開放するとしたら、どちらも学校の就業を優先で考えざるを得ないだ

ろうし、イベントについては学校は年間計画で決まっているので、それを省

けばブッキングはしないだろうと思います。

（新坂委員） 基本的な話をするのですが、今、小学校の体育館で開放している施設、学

校は年間どのぐらいあるのですか。

（深野委員） 毎日使っています。小学校は６時から９時 30分。中学校は７時から９時
30分までです。

（委員長） 実際にこれを就業時間と開放時間に分けるのか、それとも就業時間内にも

貸すことが可能であれば貸すということで、これがはっきりすれば、各施設

の開放時間というのはかなり決まるのではないか。

（深野委員） 会議室ってありますよね、これは子どもたちが使うことを想定しています

か。

（事務局） 使えなくはないです。市民広場の左側の位置にあるものですから。

子どもたちを含め地域の方へも開放していく予定です。

（委員長） 今回は１回目ということなので、学校時間内、開放時間帯と急に決めるの

は難しいと思いますが、基本的な考え方として今の話を聞きますと、就業時

間と開放時間を、学校施設の場合は分けたほうがいいという考え方だと思う

のですが、その辺はどうでしょうか。

（副委員長） 学校で行う教育活動とか、いわゆる授業時間帯、そこにあっては様々な教

育活動が円滑に行われるような、そういった状況、環境があっていただくほ

うが、私の学校の立場側で考えていくとありがたいなと思います。

（委員長） 深野委員は、体育館は時間帯で分けたほうがいいという考え方ですか。

（「はい。」という声あり。）

（新坂委員） 体育館は、土日祝日も開放するのですか。

（「する。」という声あり。）

（委員長） この分け方について生涯学習課ではどうですか。

（亀井委員） 基本的に学校施設と開放施設、これはもう事務局案で構わないと思う。た

だその方法を考えていかないと、検討委員会について要点１から８まであっ
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て全部密接に関連しているので、ここで今話している問題が解決するわけで

はなくて、とりあえず事務局案で開放案を決めました、次にそれを解決する

にはどうしたらいいかということになって、とりあえず、今日の議題の開放

範囲は事務局案でいいと思います。

（委員長） 今の段階では、この学校施設の開放範囲ということで事務局案が出ている

のですが、これでいいですか。

（松戸委員） 学校図書室なんですけど、ここは図書館の方で使っていきたい、学校の授

業が行われている時間で図書館が利用されていない時間帯です。さきほど、

放課後や土日祝日を体育館は使おうという話なんですけど、図書館は随時開

放したいと考えます。

（委員長） 就業時間内も開放するということで、就業時間内も一般の人が使えるとい

う考え方なのですね。

（松戸委員） 随時開放して市民サービスをする。ただ、学校が使いたいという話であれ

ば、それは最優先にして図書館利用者には説明して出てもらう。学校図書室

部分は「すみません。今から授業に入ります。」と言って出てもらうとか。

（委員長） 図書館の場合そこに職員を置くということですね。

（新坂委員） 学校図書室も図書館で管理するということになると、当然貸し出しもやる

ということだから、当然、職員が行って管理を含めて、学校からこういう本

がほしいとなったら図書館で本を買うのですね。

（委員長） 学校にも図書館司書の先生がいるのですよね。その先生が学校の図書室を

管理しているのですよね。

（松戸委員） 学校の図書主任の先生は担任を持っているんです。図書館アドバイザーも

労働時間が限られており、月何時間という範囲でやっています。図書館分館

の職員が配置されていれば、学校図書館や図書館の事務も併せて図書館でで

きると思います。

（新坂委員） その方がやり方としてはいいんだろうなと思うし、あとは、学校側が使う

ときにどうするかということを今後考えて行くと。また、使うから出てくだ

さい。というのがいいのかどうかということは後で考えたいと思います。

（委員長） 図書館の場合は、予定としてそこに職員がくる可能性があるということ。

そこである程度管理できると思います。そこは他の施設と違うんです。体育

館とか、図工室とかは、その時間帯は誰もいないじゃないですか。就業時と

学校開放時を分けてそこを管理していかないといけないかなと思います。

（松戸委員） 図書館も常に人がいる。職員も常にいる、安全性ということがワークショ

ップで一番多く意見がありました。安全性に配慮して職員を配置して運営し

ていくという意見も出ていました。

（委員長） 決定ではないけれどそういう案も出ると思います。

（深野委員） ワークショップで出た意見も反映させることが必要では。

（委員長） ワークショップ報告書が今配られていますね。やはり、それを踏まえてで
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きる限り地域の方の意見を尊重し、できるものは取り入れるし、逆に、ここ

は学校施設なので、全部が全部片方に偏るのではなくて、図書館はそういう

形で就業時間も貸し出しできて、体育館は就業時間帯は開放は難しいと、そ

ういうものが出てくるのではないかと思います。それでは、まずは議題の

について学校施設の開放範囲について、今後議論していくことを前提に今現

在はこの事務局の範囲内でよろしいでしょうか。

（深野委員） 駐車場について、開放施設の利用者は使えないのですか。ブルー（の枠部

分）しか使えないのですか。

（事務局） グラウンドのところで別れていますが、ご指摘のとおり、駐車場、駐輪場

までが青枠の範囲です。

（委員長） 議題の についてよろしいでしょうか。

（「異議なし。」という声あり。）

（委員長） 学校施設の開放範囲は、駐車場までを含めるということになりました。

施設所管区分について

（事務局） （事務局より説明を行う。）

施設所管区分、学校施設と学校併設施設における管理責任者、所管課、並

びに学校施設を開放しているときの管理責任者の決定についてのご審議を

お願いします。

（委員長） これについてご意見等ありますか。

（亀井委員） 事務局としては、市民広場を貸し出すとか、そこでイベントを行うという

想定はありますか。

（事務局） あります。今のところ特定なイベントというわけではないですが、地域か

ら要望があれば、お応えしていく場所だ思います。

（新坂委員） 要は、地域の祭りなどにも使えるということですか。

（事務局） 生涯学習の立場から、地域交流を図れればと思います。

（亀井委員） 生涯学習となると、全部生涯学習になっています。この市民広場は、市民

が交流する場所で、生涯学習は教育の場なのかなという疑問が残って、やは

り市民活動の場なんだなと思います。案では図書館の管轄になっているので、

図書館の管理責任であった場合違っている感じがします。

（松戸委員） 本館は指定管理化されていないのですが、図書館分館を指定管理化すると

いうことはどう考えるのでしょう。正規職員を配置するかどうかという話が

出てくると思います。今回示されている面積規模だと、朝霞市の北朝霞分館

という同規模程度の図書館があります。そこは正規職員が６名ぐらいいて、

パートが１５名ぐらいいるのです。今回、同規模程度だと考えると正規職員

を配置する方法もあると思います。その中で、正規職員を図書館に配置する

とすれば、市民ラウンジと市民広場は、図書館の分館長がそこの管理責任を
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含めた形で、できるのではとも考えました。

（委員長） 職員が配置されるのであれば、どこまで責任を持つか、何か事故が起きた

ときに、そこで主催している団体が、問題に対応するということが明記され

ていないと、難しい問題があるのではないかなと思う。

（亀井委員） 事故があった場合は自治体が責任を負うことが多く、周知している市に最

終的には来ますからね。

（深野委員） 施設の瑕疵があれば。

（委員長） 施設の瑕疵があれば、それは管理の問題ですね。

（松戸委員） 市民ラウンジと市民広場の設置目的が、市民活動ということだと、それは

もう市民環境部だったりということになってきてしまうと思います。その設

置目的を生涯学習とすれば、生涯学習課かなと思います。そこの設置目的を

どうするか、ということから決めていかないといけないのかなと思います。

（事務局） ワークショップでは「学校との強い連携を求めるような運営体制づくり」

が課題になっており、所管課が多岐にわたる複雑な運営体制は必要なのかと

いう議論もございます。

（松戸委員） 志木市のいろは遊学館では、いろは遊学図書館長がいて、いろは遊学館の

館長が会議室貸出や地域開放をしているのです。自分のイメージでは、先ほ

どの図書館分館長というのは、分館長兼地域施設の施設長みたいな形をもた

せれば、ある程度、こういうものができるのかなと思っています。先ほどの

設置目的を考えた場合、生涯学習の範疇であれば、そこは精査していく必要

性があると思います。

（委員長） 先ほどのお話があったように、やはり、分館長というものを置いたときの

事務の範囲ということで、その話が出ているわけです。

（新坂委員） 市民ラウンジとか多目的室では、なにをすることができるですか。

（事務局） 市民ラウンジに隣接している多目的室ですが、実際には最終的な平面図の

検討段階でありまして、多目的室のスペースが取れるかどうかというところ

もありますが、市民ラウンジについては生涯学習の視点からの検討も可能な

ものと考えています。市民広場、市民ラウンジですが、ある設置目的を持っ

た公共施設の開放的な空間としてあってもいいのかなという事務局の考え

です。設置目的については委員の皆様の議論のもとに決めていけばいいのか

なと思います。

（委員長） 最初に事務局の方から話がありましたように、案を一度それぞれの所管に

持ち帰りまして、内容について話をしていただいて、2回目の最初に話をし
てもらます。

（松戸委員） 授業中の学校施設は、教育総務課あるいは学校が管理する。地域開放時は

生涯学習課だったり、スポーツ青少年課だったりというのが管理責任者にな

るのではないでしょうか。先ほど言いましたように、広沢小学校のグラウン

ド開放だったりとか、小中学校の体育館を開放しているということと、何ら
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今の管理責任者の現状と変わらないと考えてよろしいでしょうか。というの

は、今の小中学校の体育館を貸し出すときに、ただ鍵を貸して終わったら閉

めて帰ってきてね、というだけの管理責任ではなく、今回はこういった簡単

な管理責任の話ではないと思うのです。

（委員長） より管理に関して緻密化していくということです。

（松戸委員） 管理責任というのは教育総務課にもあると思います。ただ、体育館やプー

ルの貸出業務についてはスポーツ青少年課だったり、元々管理責任というの

は学校施設なので小学校ということにするのか。開放している、開放してい

ないで、事故が起きた場合は、すごくあいまいになると思います。

（委員長） 基本的には、開放時の責任は今は分かれていますね。

（松戸委員） そういうので対応できるのであればいいと思います。

（亀井委員） 先ほど松戸館長が言ったように、人員的な問題ですけど、施設長というの

を図書館の分館長が兼務して、一切の貸出とかを一括管理できた方が借りる

方には便利がいいですね。この体育館はスポーツ青少年課に行ってとか、上

は生涯学習課に行ってとかというんじゃなくて、やはり人的な問題がかかわ

ってくるのですが、一括して分館は職員が張り付くのであれば、それも一つ

の方策なのかな。そういうのが可能であればいいのかなと思う。

（松戸委員） 現地に行ったら借りられなくて、市役所に行く必要があるとなると二度手

間では。今、インターネットで予約システムもあります。

（亀井委員） 職員が付くのであればそういう形、付かないのであれば別な方法を考えな

くてはいけないのでしょう。

（委員長） ほかの施設に関してもそういう管理をするのであれば、図書館だけでなく

人数も増やしてほしいということですね。総合管理ですね。

（亀井委員） 指定管理するのでなければ、直営で行くということでしょうから。

（委員長） どうですか、今の亀井さんの意見は。

（深野委員） 市民にとってはその方がいいと思います。

（委員長） それにはそれなりの人数も必要ですからね。例えば自治会が使っている、

スポーツ団体が使っている、それで何か事故が起きたときに迅速な対応がで

きますからね。ほかに何かございますか。

（深野委員） 先ほど、検討委員会を 4回ぐらいでやりたいとかあったのですが、今 6月
ですと議会に入ります。、7月になると夏休みを取る職員もいると思うので、
ある程度いつごろやりたいという案があれば聞きたい。

（委員長） 事務局ありますか。

（事務局） 第 2回は、7月の上旬から中旬を予定しています。3回目は、9月の後半、
議会が終わってから、4回目は、10月の中旬を予定しています。委員長、副
委員長と協議してある程度間隔を開けずにやっていきたいと考えています。

（委員長） それでは、今回は第１回目ということで議題の ， をやってきました。

議題 の開放範囲については、事務局案で良いということでよろしいです
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か。

（「はい。」という声あり。）

議題 の施設区分につきましては、最後に出た人員的な問題がありますけ

ど、基本的にその対応ができるのであれば、そこにいる図書館分館の館長が

一括管理して開放するという方向性でよろしいですか。

（「はい。」という声あり。）

（亀井委員） 今基礎的な問題であるが施設長が兼務という、その図書館を施設長が兼務

するというのは、あくまでも一つの案であって、スポーツ施設もあって、例

えば昼間はシルバー人財に委託して、事務室は図書館の事務室を一緒に使う

と、そういう方法でやれるという話ではないということを付け加えさせてい

ただきたい。

（委員長） そういう一括管理をして、その方法を次回以降考えていく。４回あります

けど、そこが一番大きいかなと思います。それでどういう管理をするかとい

うことですね。今日はありがとうございました。


