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第 ２ 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８月６日（水）午前 10時から正午まで
場 所 庁議室

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 委員長あいさつ

２ 第１回の整理・確認について

（事務局が、資料「第１回の整理」の前回討議の整理について説明。）

（委員長） 「１ 前回討議の整理」について何かご意見ありますか。

（亀井委員） 最後に公民館のように社会教育施設として整備するとありますが、市民広場、市民ラ

ウンジを社会教育施設（生涯学習施設）としてよいのでしょうか。社会教育施設とする

と、社会教育法に則った運営を市民広場も市民ラウンジも行っていくことになります。

という解釈でよいのでしょうか。会議室多目的室は確かに社会教育施設としての機能は

考えられますが。市民広場、市民ラウンジはそもそも社会教育施設なのか、学習施設な

のか事例があったらそれも含めて教えていただきたい。

（委員長） 事務局。

（事務局） 前回の討議事項では、図書館分館の所管にするとのことでやっていますので、できれ

ばそれで読み込めるような施設整備をしていきたい、というのが事務局の提案です。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） 社会教育法に則ってということでしょうか。

（委員長） 事務局。

（事務局） 社会教育法の趣旨に則った形での検討ができないかということです。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） いろいろな制約が出てくると思いますが、これでやっていくという方向でよろしいで

しょうか。図書館分館長（以下「分館長」という。）で行うとすれば、課単位である生

涯学習課で行わないのは全く分からないし、志木市のいろは遊学館（以下「いろは遊学

館」という。）のような生涯教育施設ならば問題はないのですが。そもそも社会教育施
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設になりうる広場なのかと思いますが。

（委員長） 事務局。

（事務局） 学校に併設されるものですので、教育施設として地域との相乗効果が出るような形で

整備をしていかざるを得ないと考えています。そのための方針を固めておく必要があり、

学校と連携するための、効率的な運営体制を整えることが、最終的な目的になりますの

で、一番シンプルな形での整備をしたいと考えています。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） 図書館分館が、市民広場と市民ラウンジの管理責任者あるいは運営管理というのは、

ちょっと違うと思います。図書館分館が生涯学習施設あるいは社会教育施設を統合して

持つということはできないため、生涯学習施設、社会教育施設であるということならば、

そこの施設長が市民広場や市民ラウンジを見るというほうが、話としてはすんなり入っ

てくると思います。例えば、今回の併設施設を生涯学習センターというような位置付け

で建てて、生涯学習施設長（以下「施設長」という。）を置く、その中で、図書館分館

を含めた形で運営していくんだということであれば、話は入りやすいと思います。

（委員長） 生涯学習のセンターという形で統括して行う考え方も、一つの案として出していって、

それを含めて考えたほうが説明しやすいと思います。亀井委員。

（亀井委員） そのほうがすんなりいく。いろは遊学館がそうなんですよ。生涯学習課でやっていて、

施設長がいて、図書館長がいて、施設長が副館長を兼ねている。生涯学習施設として、

またその中に学校施設が入っている。社会教育施設の位置付けで行くならば、そういう

ほうがすっきりいくと思います。ただ、そこには人員配置の問題が出てくるので、そこ

まで決められないと思いますが。

（委員長） 今回の２回目で出た話は、この場で決定するのは難しいと思います。松戸委員。

（松戸委員） 「図書館分館が」という主語は変えたほうがいいと思います。図書館分館が持つわけ

でない、市が直営で行うならば、市がという話だと思います。その中で組織はどうする

かという話です。

（委員長） 市が置く施設長みたいなものがあるということですか。松戸委員。

（松戸委員） 図書館分館が生涯学習施設全てを担うというように捉えられるというのは、違うので

はないかということ。この辺は少し修正した方がいいと思います。

（委員長） 事務局に説明を求めます。

（事務局） 一番協議していただきたいのは、社会教育施設云々ということではなく、こういう状

況の中でどうやって学校が地域といかに連携を取れるのかということです。見据えたい

ところは学校と併設施設がある中でどうやって運営管理するのが、効率的で、複合化の

メリットを生かせるかになります。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） 図書館分館が市民広場と市民ラウンジを管理するということは決定していましたか。

施設長を置いて、シルバー人材センターに委託するのかその辺があやふやに終わったよ

うですが。図書館分館がというのは決まっていないような気がしますが。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） 確かに発言としてはしたかもしれませんが、決定事項だったかどうか。教育施設なの
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で、教育委員会内ということは理解できるので、図書館の範疇を超えた部分を分館長が

持たざるを得ないのであれば、図書館だという部分の言い回しは修正したほうがいいと

思います。もっと、大きな施設長とか施設長とかがあったほうがいいと思います。

（委員長） 事務局としては同じ内容ですか。

（事務局） 前回の討議の方向性を事務局で整理したものになっています。方向性として異なると

ころがあれば、２回目の討議を踏まえて変更してもよいと思います。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） 前回の決定事項というのは、一つずつ確認して決定したことではなかったと思います。

前回はこういう内容で、今回の会議では決定してもらいたいから、これらを一つひとつ

確認していきたいんだということであれば、それは問題ないと思います。

（委員長） 前回は初めてということで、一つの内容からいろいろな意見が出て枝別れして、今回

こういう形で事務局が整理をしていますので、１回目よりはすっきりしていると思いま

す。今回は１回目の確認事項ということを元に、もう少し踏み込んだ図書館分館の役割

とかを、その上に施設長を置くとか、１回目から浮き上がってきた問題だと思いますの

で、今回は、１回目の確認事項を踏み込んでいくということでどうでしょう。松戸委員。

（松戸委員） この資料は、前回の会議の後、学校の意見が少し入った資料なんだなと思いますが、

そういうことはないのですか。ここまで学校の話が、前回の会議で出たとは自分は見受

けられなかった。というのは、 の施設管理も運営管理も図書館でやった方がいい、と

僕は会議上では言ってきたと思いますが、施設管理は学校施設なんだから学校なんだよ、

運営管理だけは図書館なんだよ、という話に資料が変わっているようにみえる。

（委員長） 事務局。

（事務局） 前回の提案でも、学校図書室は学校施設としていましたが、開放にあたって、責任区

分が不明確であったので、管理責任を施設管理と運営管理に大別して整理した形にしま

した。市民ラウンジと市民広場は図書館分館が管理責任を含めて持ってもらえないかと

いうのが、初回からの事務局提案でもあり、明確化したものであります。それともう一

つは、いろは遊学館が事例として引き合いに出されていますが、この学校にはいろは遊

学館のように、地域専用に貸し出せる施設がありません。いろは遊学館ですと、昼間の

時間帯に、例えば会議室として貸し出せるような専用スペースを有していますが、この

場合は学校が有する教育施設を開放するものになります。ただ、併設施設がある中での

複合化するメリットを生かすための検討になりますので、その辺を踏まえたうえで資料

１を整理をしています。

（委員長） 深野委員。

（深野委員） 地域活動というのをもう少し気軽に考えていけないか。ここでは「社会教育施設とし

て整備していきます。」とあるが、気軽に利用できる地域施設としての使い方を期待す

るのではないか。市民活動推進課の意見も取り入れられたらいいと思います。

（委員長） 事務局。

（事務局） この検討を調整するだけでも、かなり困難なところがあります。さらに他部局まで拡

げて効率的な運営体制ができるかというと、なかなかそこまでは難しいのではと思いま

す。ただ、そうは言うものの整備方針は出していかなければならないので、図書館分館
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が現地では大部分を占めるということを踏まえて、整備方針を固めていきたいというこ

とで提案をしています。

（委員長） 深野委員。

（深野委員） 地域の人と意見調整をしてきて、学校建設準備委員会では地域開放と言ってきて、そ

こが社会教育施設だということになると、地域の人の理解はどうなのか。

（委員長） 事務局。

（事務局） 基本設計をまとめるにあたって、ワークショップを行いました。その中で行政での今

後の検討課題として整理されたのは、複合施設となる学校の運営体制を検討し構築する

ことになっています。

（委員長） 深野委員の発言もあり、まずそこを決めてその次の段階に行きたいと思いますが、ど

うですか。松戸委員。

（松戸委員） 深野委員が話されたように、市民活動推進課の意見を聞いて、教育委員会事務局内が

これらのことをやっていくのはいかがか。

（委員長） どうでしょう、松戸委員の意見は。あくまでも教育委員会がそこをもって、状況によ

っては市民活動推進課とかの意見も聞くということでしょうか。松戸委員。

（松戸委員） 事務局としては、学校教育施設であり、教育委員会事務局内が所管するのが適当とい

う話があるので、折衷案ではないですけど、利用運営していく中で意見を聞いていくん

だという形のほうがすんなりはまると思います。

（委員長） 事務局。

（事務局） 市民ラウンジや市民広場と表記していますが、大きなものではなくて、どこかでまと

めて管理してもらうほうが規模としては適当だと思います。一つの考え方になりますが、

図書館分館として、持ってもらうほうが、あるいはそういう形で整理していったほうが、

その施設規模にあった複合化のメリットが出るのではないかと考えています。社会教育

施設というところは、後で詰める必要はあると思いますが、使用目的によって複数の課

が管理するような規模ではありません。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） 規模が小さいというのはわかるのですが、市民ラウンジ、市民広場って、何かイベン

トをやるとかいうのでもなく、そこに人が集まるという想定だと思いますのですが、と

なると図書館分館が管理するのではなくて、やはり学校全体で考えれば教育総務課が管

理していくのが適当と思います。そこで生涯学習イベントとかやるのであれば、こちら

で受け持ってもいいのかなと思いますが、庁舎にしても、市民広場は総務課が管理して

いるということもありますから、そこで考えた場合、市民ラウンジ・市民広場というの

は共有施設でありますから、学校を管理している教育総務課のほうがすんなりいくのか

なと思います。でなくて、あくまで生涯学習施設であるというのであれば、先程から言

っているように、社会教育施設である位置付けをちゃんとして、生涯学習課が管理する

というほうが、すんなりするのかなと思いますがどうですか。

（委員長） 当然施設管理ということであれば学校の中にありますから、学校の要請とかで施設を

修繕したりとか、教育総務課でできると思いますが、運営管理となると、そこの場所を

実際に使う場合、現場にいる課所のほうで運営管理を行ったほうが、すんなりいくので



5

はないかと思います。事務局どうですか。

（事務局） 資料１の中では、図書館分館の所管には、図書館分館と市民ラウンジと市民広場があ

って、３つ束ねて図書館分館長となっていますが、市民ラウンジと市民広場は教育総務

課が妥当ではないか、というご意見をいただいたということですか。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） 生涯学習イベントをやるのであれば、うちでも構わないのかなと思いますが、そうい

うのがなくて、ただ「市民が集う場ですよ、みんなで使ってください。」というのであ

れば、そこの管理責任を生涯学習課が負うべきなのかということですよね。

（委員長） 事務局。

（事務局） 特別教室や会議室などを貸し出す運営管理の責任者を、図書館分館長とするのはよろ

しいでしょうか。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） 図書館分館長という言い方が、生涯学習課長というならまだわかるが、音楽室とか調

理室とかは社会教育施設として使用してもらっても構わないと思いますが。

（委員長） 事務局。

（事務局） 庁舎にも市民広場という名前が付いたところもありますが、そこは市民が来るからと

いって、市民活動推進課が管理するのではなくて、総務課が管理しているのと同じ理屈

で、教育総務課ではないかというのが、亀井委員の意見ということでいいですか。

（委員長） 市役所の市民広場というのが庁舎内にある総務課が管理しています。この市民ラウン

ジ・市民広場に関して学校のほうにうちのほうの職員がいるということであれば、すご

くすんなりいくのではないかと思いますのです。そこを管理するということは鍵を貸す

とか、どういう状況でそこを使うとか、その辺の簡単な見極めだと思います。そうなっ

てくるとやはり、何課がやるかは別にして、現場にいる職員の方が、例えばそういう鍵

の管理、後はどういう目的で使うのか、そういう運営管理に関して行ったほうがスムー

ズではないかと思います。

亀井委員。

（亀井委員） 今の委員長の話ですと、やはり施設長みたいのが一人いれば、それが全部解決される。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） 資料１を見ると、市民広場の備考欄で、生涯学習事業や地域面や学校併設施設の事業

で利用可能と書いてある。だから生涯学習事業で使っていきたいという考えがあれば、

先程亀井委員が言われたけれど、生涯学習課所管でいいのではないでしょうか。ただ、

イベントとかやらないで、施設管理だけしていればいいんだというのであれば、それは

市役所の総務課を倣って教育総務課でいいのではないかという話です。先程の学校施設

の中の運営管理責任者が図書館分館長になっているとか、ここは生涯学習施設、社会教

育施設とするなら、生涯学習課長（図書館分館長）になっていればいいのだが。

（委員長） 事務局。

（事務局） 表記については、松戸委員からの指摘を踏まえて見直しを図りたいと思います。

（委員長） 後は、この施設を一括して、管理できるような体制が取れるかどうかですね。それを

含めて事務局、そういう方向性でよろしいですか。
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（事務局） 前回案とただ今の案が現在並立していると認識してよろしいのでしょうか。

（委員長） 最終的にそこを統括する施設長みたいなものが必要だという話も出てきてますので、

今すぐどこどこと決められないですけど、そういう案が２回目に出たということで、図

書館分館長もしくは教育総務課もしくは全体的なまとめる施設長みたいなもの、３つで

すね。

＜「休憩。」という声あり。＞

休憩します。

＜ 休 憩（６分 34秒） ＞

（委員長） 休憩を解いて再開します。それでは、「前回討議の整理」について、いろいろご意見

がありました。これについては、今日出していただいた意見を元により一層施設の区分

について考えていきたいと思います。それでは、次第３の議題について、検討をしてい

きたいと思います。事務局説明をお願いします。

２ 議題

開放のあり方について

（委員長） それでは続きまして、資料２ページ「 開放のあり方について」事務局説明をお願

いします。

資料 2ページ
議題「 開放のあり方について」を資料４に基づき説明する。＞

（委員長） 今事務局から「開放のあり方について」の説明がありました。何か意見がありますか。

松戸委員。

（松戸委員） 図書館分館の開館時間について、今は想定できない、本館に合わせるとこういう形に

なると思いますが、職員配置がどうなるかによって開館時間が変わってくるのかなと思

います。今、本館でいうと９時 30分から 20時まで。職員は 7時間 45分しか勤務でき
ないが、お昼を入れ 8時間 45分以上開館すると、職員数は倍必要になります。ですか
ら、人員配置も一緒に考えないと開館時間というのはなかなか考えられないのかなと思

いますので、ここは引き続き検討ということでいいのか。休館日についても同様に言え

ることですが。

（委員長） 松戸委員の発言で、細かい事情を考慮した内容でないと決定できないと思います。で

すから、実際に図書館でやっているので、こういう形であれば活動できる、という案み

たいなものを事務局のほうに提示していただければやり易いのかなと思ったのですけ

ど。事務局どうでしょうか。

（事務局） これは、現在の本館の開館時間を入れてあります。分館の開館時間は未定ですが、当

然、分館の開館時間をベースにした検討になると事務局では考えています。ただ、逆に

何もイメージがないと、全体的なことも決められないと思いますので、便宜上、図書館

分館の時刻も本館に倣って書かせていただきました。
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（委員長） その辺の細かい部分につきましては、全体で決めるというよりも、まずは図書館の実

情とか、利便性というのを教えていただいて、それを次回これに載せて委員会全体で話

し合う方がいいかなと思います。松戸委員。

（松戸委員） 資料４の※の 7番として、「図書館分館の開館時間については今後協議していく。」と
いう但し書きがないと、開館時間が一人歩きしてしまい、図書館分館は夜 8時までやる
のだな、ということになってしまう。利用検討委員会では、そういう結論が出て、いろ

いろなところに資料が出ていくということになるので、ここはちょっとすぐ結論が出る

話ではないと思うので、「開館時間については調整中。」という一文を付け加えていただ

きたいと思います。

（委員長） 事務局。

（事務局） ご発言のとおりだと思いますので、注記の仕方を工夫します。全体的に「図書館分館

の開館時間に合わせる。」という表記を使います。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） 今、図書館分館の開館時間について、報告書をまとめるにあたって、これで行くんだ

ということでもっていって、人員配置については、報告書をもって人員配置を考えてい

くという基本でよろしいでしょうか。まず、人員配置が決まらないと何も決まらないと

いう現状だが、それでは報告書にならないので、今、注記を考えるという話があったの

で、あくまでもこの検討会は、こういうふうに運営したら一番理想的なんじゃないかと

いうことを報告書であげて、ただ、注記として「これにはいろいろ人員配置とかが絡む

よ」というような報告書にまとめて行くという考えでよろしいのでしょうか。

（委員長） 事務局。

（事務局） はい、そのとおりです。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） そうなると、これをもって職員配置は手当てしてね、というようなことになるのでし

ょうか。

（委員長） 先程の亀井委員の話ですが、全体の管理を含めて、理想的な形を検討委委員会の中で

決めて、それに基づいて、この委員会の決定事項が最終決定ではないわけですから、諮

問という形にするのかな、そういう形で載せていただいて人員配置とかそういうものを

考えていただいて調整していくという形でしょうか。事務局、そういう考え方でよろし

いですか。

＜「休憩。」という声あり。＞

休憩します。

＜ 休 憩（４分 18秒） ＞

（委員長） 休憩を解いて再開します。深野委員。

（深野委員） スポーツの関係は基本的にこの時間で大丈夫なのか、午前の部というのは午前 11時
からなんですね。午後の１は 12時からで、午後の２は３時からですか。

（委員長） 事務局。
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（事務局） そこは改めます。途切れなく連続性がある形での時間帯でということでの表記とご理

解ください。

（委員長） 深野委員。

（深野委員） 午前９時から午後９時まで使えればいいです。

（委員長） 亀井委員。

（亀井委員） 簡単なことだが、中間時間を設けなくて大丈夫なんですか。人の入れ替わりで伸びた

りして次の人が使えないなんてことがあるので、中間時間を設けているところがあるの

で、そこはなしでとなっている。人の入れ替わりでトラブルになることもあるので、そ

の辺ことを考えて時間区分を考えたほうがいいと思いました。

（委員長） 事務局。

（事務局） 便宜上、時間帯は入れさせていただきました。学校の授業がある日とない日で大別し

て、学校の授業がある日は、18時から 21時 30分を、学校の授業がない日は９時から
21時 30分を基本として、後は各施設の状況に合わせて割り振りを決めていただいて結
構です。資料についても、大枠での時間帯の把握のみの表記としていきます。

（委員長） そういう形でよろしいですか。他になければ、次にいきたいと思いますがよろしいで

すか。それでは議題の 「全体的な運営管理と利用手続きについて」事務局説明をお願

いします。

（事務局） 議題の に入る前によろしいでしょうか。

資料２ぺージ：「１ 開放のあり方」の「 開放の相手方の決定」について、

Ａ 相互利用の検討

① 児童館・保育クラブについて、こども福祉課での確認検討を依頼。

② 図書館分館について学校長管理責任者、運営管理責任者による調整を依頼。

―――などについて、事務局案を提示して、それぞれの詳細についての決定を

依頼する。

（委員長） 今の話ですと、学校長の柔軟な対応で団体への貸し出しは可能なのでしょうか。

（副委員長） 学校もそれぞれなんですけど、実情で言えば、ＰＴＡなどが午前中、話し合いの場と

して図書室を使わせていただけないか、といった申出があったときに、その週、その日

の時間の予定を見て、それだったらやっていただくことは大丈夫だからといって、その

あたり柔軟に対応していく実情はあります。

（委員長） 事務局。

（事務局） 資料４でいうと相互利用検討の時間は、緑の矢印でエリアを示しています。現に児童

センターは規模が縮小されているという状況もあるので、開放時間まで利用ができない

ということではなく、全体運営にかかる調整の場を設け、そこでの協議により柔軟な利

用も可能としていく検討も必要だと思います。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） 繰り返しになりますが、前回の会議の整理の を見ると、先程言ったように、課業時

間帯のなかで、事前の予約等により空けることが義務化されることに、学校側としたら
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支障があるということを言っていて、学校施設の開放であることを前提に検討してほし

いと。で先程の事務局案ですけど、これを踏まえて、図書館の開放については後ほど考

えていくということなのでしょうか。とするならば、学校図書室の常時開放は難しいと

考えるのでしょうか。

（委員長） 事務局。

（事務局） 常時開放は難しいと考えています。ただ、あらゆるところで、相互連携はしていった

ほうが学校図書室にとってプラスになると思います。厳格になりすぎると開放施設にな

る前は、職員が入室しての整備すらもできなくなってしまうので、整備については、一

体化して進めていく方向性だけでも確認が取れればと思っています。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） 学校図書室の稼働率は週のうちどのぐらい使うのか、市民サービスを考えたときに、

学校図書室の稼働率が低い場合であれば、その空いている時間を市民に提供していたほ

うが、確実に市民サービスが向上すると考えますので、稼働率もぜひ聞きたいのです。

（委員長） 学校によってたぶん違うと思うんですよ。地域的に。どのぐらいなんですか副委員長。

（副委員長） これも学校の運営方法によって違うと思うんですが、例えば 1週間のコマがあります
けど、そこにどの学級が使うということを予め全部決めてあり、優先的にその学級が必

ず使えるというようにしているという学校もあります。現実的に、割振りに関しては、

その学級が優先使用になっていますけれど、授業とその時間やっている内容によっては、

図書室を使わずに教室での活動、あるいは他の場所での活動ということもあるんですけ

ど、そういったときに、他の学年、学級が事前に相談しながら、時間調整をして使うと

いうこともあります。逆に、時期によって、この日の午前中がまるまる空いているとい

うことは考えられますが、稼働率といわれて、どのぐらいだということが、一概に全部

こういうふうに示すことは、現実的には難しいところはあります。例えば、優先的にそ

の時間はその学級が使えるということになっていることを前提に考えていくと、授業時

間割りが必要でそれに基づいてやっていくことになっていきます。

（委員長） 松戸委員。

（松戸委員） 事情はわかりました。突発的に学校図書室を使いたいということは、どのぐらいあり

ますか。というのは、前回の会議でも話をしたのだが、図書館側がスケジュールを管理

し、学校図書館を利用したいというときは、当然学校図書館が最優先するという話をさ

せていただきましたが、そこを図書館側が調整すれば、空いている時間は市民に提供で

きます。突発的に利用するから、それは難しいのだというような話があるので、突発的

に使うというようなことはどのぐらいあるのでしょうか。

＜ 休憩 約 2分 ＞

（委員長） 休憩を解いて再開します。副委員長。

（副委員長） 学校のほうは図書室を使うとか使わないとかいうのも、空いているから使おう、とい

うことが頻繁にあるんですよ。全く図書室を使う学習として予定していなかった授業で

も、急にこういったものを見たいから、行って調べよう、となることが多々あるという
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ことが現実ですね。

（松戸委員） ただ、学校図書専用というなら図書の揃え方が変わってしまうので、その辺も確認し

たかった。学校図書館は調べ学習に特化して、読み物は図書館に置いちゃうとかという

蔵書も考えられるなと思っています。分類別で何冊揃えなくてはいけないとか決まりは

あるのですか。

稼働率が学校によってとか、先生の取り組みによって違うとかがありました。図書館

側では常時開放を目指していきたい、ということは前回の会議でお話したとおりです。

それは学校最優先でということでお話したとおりですが、例えば、常時開放しないとい

うことであれば、図書室に置く図書の種類とかが気になるのですが、この図書の分類別

割合というのは、そもそも決まっているのかということを確認したいと思います。

（委員長） 副委員長、どうですか。

（副委員長） ある程度、小学生としてニーズが見込まれるものを一通り網羅していくというものが

基本になっています。

（委員長） 松戸委員。よろしいですか。

（松戸委員） はい。

（委員長） それでは、事務局、資料「Ｂ 学校開放の検討」はよろしいですか。

（事務局） 次に、資料「Ｂ 学校開放の検討」になります。今までの学校開放にとらわれない地

域への開放も視野に入れて、利用者の決定をしていく検討になっています。ここからは、

学校が開放施設となった後での検討になります。

資料 3ページ
① 屋内運動場、グランド

こども福祉課………夜間利用の中高生への開放

指定管理者での対応ができるか

スポーツ青少年課…利用登録団体以外の地域への開放

―――などについて、事務局案を提示して、それぞれの詳細についての決定を依

頼する。

（委員長） それでは事務局から説明のありました学校開放について、何かありますか。屋内運動

場、グランド、プールについて質問がありましたらお願いします。深野委員。

（深野委員） 児童館を夜間に利用する中学生は、何をやっていますか。

（新坂委員） 週 1回の夜間開放で中高生の集まる場所ということで、利用は大体、バスケットです。
（深野委員） 時間帯はどうですか。

（新坂委員） 午後 9時ぐらいまで開放しています。
（深野委員） あとは指定管理するところが取りまとめをできるか。それはこども福祉課とも協議し

ていきます。

（委員長） 新坂委員。

（新坂委員） 地域開放のやり方ですが、監視員とか水質管理はどこがやることを想定しているので

すか。
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＜「まだそこに行ってない。」と言う声あり。＞

（委員長） ①の屋内運動場、グランドについてはよろしいですか。次は②のプールについて事務

局お願いします。

資料３ページ

② プールについて

1年目は現制度の学校開放に準じた開放での試行とし、地域開放についてはその
状況を踏まえて可能性を探っていく。

スポーツ青少年課、こども福祉課、学校教育課に検討を依頼する。

（委員長） 新坂委員。

（新坂委員） こども福祉課の今の指定管理者でプールの地域開放は対応できません。というのは、

児童センターのプールというのは指定管理者がやっていたのではなくて、うちが業務委

託しています。そのため、今の指定管理者でプールの水質管理とか監視ができるような

人材はいません。だから、ここで、地域開放でプールをやる問題点はやはり、監視員だ

とか水質管理だとかそういうものが必要になってきます。例えば、短い期間のアルバイ

ト的な人が集まるか、というとなかなか集まらないのです。だから、その辺が課題にな

ると思います。

（委員長） 他にございますか。プールについては早急に進められないというか、温水ではないし、

学校のほうも使いますしね。

（事務局） 周囲には壁もありますし、屋根が透明になっていて太陽熱の利用により、温水プール

のような使い方もできますが、温水機能がありません。ここで想定しているのは 21時
30分となっていますが、シーズンによってはその時刻まで入れないかもしれないので、
実際にやってみないと分からないところがあります。

（委員長） となれば、その辺のところを含めて実際にプールができて、確認しないとすぐに決め

るのは難しいのかな。また、管理とかについても、例えば市のほうで指定管理によって、

学校開放の間やると言うのも、例えば、育てる会とか水泳団体が使うとかそういう形で、

監視員も各自で用意してもらうとか、そういう発想もありかなと思います。

（新坂委員） 監視委員もただ配置すればいいのではなくて、救命措置とかができる人をきちんと配

置しないと、やはり安全面を検討していかないとダメだと思います。

（委員長） いま、新坂委員が言ったように、他のところでもプールの事故とかがあったりしてい

ますから、じっくり考えたほうが、すぐに話を進めて初年度からすぐ行うよりも、状況

を見てやったほうがいいのでしょうか。

事務局どうでしょうか。

（事務局） 現制度の学校開放では、安全責任を取れるような、例えば野球やサッカーのチームで

あれば、活動時間中にリーダー的な人がいて、その人が安全確保をとるということでや

っているわけです。水泳に関しても初年度については、まずそういう団体が市内にある

のか、こういった趣旨に協力してくれるのか、ということを確認する必要があると思い

ます。
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（深野委員） 相談すればやってくれるのではないか。それはこっちで調整します。

（委員長） そういうことでよろしいですか。②に関しては。

＜「はい。」という声あり。＞

議題 の「全体的な運営管理と利用手続きについて」事務局お願いします。

（事務局） その前に、資料 4ぺージの③と④があります、よろしいでしょうか。

資料４ページ

Ｂ 学校開放の検討

③ 特別教室、会議室、多目的室

公民館に準じて貸し出す。

―――などについて、事務局案を提示して、それぞれの詳細についての決定を

依頼する。

（深野委員） 施設を市民に開放すると説明してきているので、市民活動推進課にも意見を聞いても

らいたい。

（亀井委員） 今の公民館の利用に準じた利用ということですが、事務局は個人の利用を可とすると

なっているが、公民館の利用に準じると個人利用はできないので、準じた場合は団体登

録をして利用することは可能だと思います。

（委員長） 他にありますか。それでは資料④「学校図書館（けやきテラス含む）」について事務

局説明をお願いします。

資料４ページ

Ｂ 学校開放の検討

④ 学校図書室（けやきテラス含む）

―――などについて、事務局案を提示して、それぞれの詳細についての決定を

依頼する。

（委員長） ④ 学校図書室に関して、質問ご意見ありますか。

＜「特になし。」という声あり。＞

それでは、事務局案のとおりとします。

（事務局） 今後学校との調整が必要となってきます。学校図書の貸し出しを可とするか、閲覧の

みとするかあるいは、学校図書の管理を図書館分館で、一体的にどうやって行うのか、

など今後詳細な協議をお願いします。

全体的な運営管理と利用手続きについて

（委員長） それでは続きまして、資料 5ページ「 全体的な運営管理と利用手続きについて」

事務局説明をお願いします。

資料５ページ
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２ 全体的な運営管理と利用手続きについて

ワークショップでの課題 複合施設での児童の安全、学校活動との調整、有効

利用のための運営体制の構築

市民にとっての便利な利用手続きの検討

―――などについて、事務局案を提示して、それぞれの詳細についての決定を

依頼する。

（委員長） 「２ 全体的な運営管理と利用手続きについて」何かご意見ありますか。松戸委員。

（松戸委員） 先程の事務局案ですけど、今日の協議を重ねもう少し変わるということでよろしいで

すか。

（委員長） 事務局。

（事務局） 踏まえたものにします。

（委員長） よろしいですか。長時間にわたりましてありがとうございます。新しいことなので、

いろいろと難しい問題点も出ていて、先もなかなか簡単には見えてこないと思いますの

ですが、少しでもこの検討委員会で、皆さんのご意見をいただいて、それを参考にして

いただければいいのではないかと思います。3回目も、ここに皆さん集まっていただい
て、いろいろな事項について再度検討していただきたいと思います。事務局、次回の予

定とかわかる範囲でお願いします。

（事務局） 10月の 1週目を予定しています。議会終了後、取り急ぎ調整します。
（委員長） それでは、お忙しいところをありがとうございました。これを持ちまして第２回（仮

称）和光市立下新倉小学校及び学校併設施設利用等検討委員会を終了したいと思います。

どうもありがとうございました。

02：02：37


