
施設所管区分一覧表

※１ 青い太枠で囲んでいる諸室は、学校が利用しない時間帯に、地域または併設施設へ積極的に開放していく計画としています。

※２ 一般に管理責任者には、施設管理責任（ハード）と運営管理責任（ソフト）の双方がありますが、今回検討進めている学校開放制度においては、学校開放時の運営管理

責任者を指定し、開放時には学校長が運営管理責任を負わないようにするものとします。また、指定された運営管理責任者は、学校開放施設における利用手続きの整備や

学校との調整、開放施設の安全管理、利用者からの初期対応を行うものとします。

※３ パークアベニュー、駐車場及び駐輪場については、施設運営時間中は様々な利用形態が考えられるため、すべての管理者は利用者からの要望等について初期対応を行う

こととし、その上で必要に応じて施設管理責任者と調整を図るものとします。

区 分 用 途 備 考

管理責任者

＜施設管理＞

＜運営管理＞

学校開放時の

運営管理責任者※２

＜運営管理＞

1 学校施設

建

物

普通教室、管理諸室等

学校長

(教育総務課)

（学校開放なし）

学
校
開
放
施
設

※
１

特別教室（1F）
【家庭科室・音楽室・図工室】

生涯学習施設 図書館分館長会議室（1F）
多目的室（2F）
学校図書室（2F）
屋内運動場（1F）

体育施設 スポーツ青少年課長プール（2F）

土

地

グラウンド

パークアベニュー
植栽帯を広く設けた敷地東側の自主管理歩道

学校及び併設施設が共用（常時開放） ※３

駐車場・駐輪場 学校及び併設施設が共用（夜間施錠）

2 図書館

分館

図書館分館 市直営

図書館分館長

(生涯学習課)
（学校でない）

市民ラウンジ（トイレ含む）

図書館分館の他、児童館、保育クラブ、学校開放

時の特別教室、体育館、プールへの動線の起点と

なるラウンジ

市民広場

地域開放出入口前の広場（夜間施錠）

生涯学習事業や地域イベント、学校や併設施設の

事業で利用可能

3 児童福祉

施設

児童館 既存施設と同様、指定管理者を想定 指定管理者

(こども福祉課)
（学校でない）

保育クラブ 既存施設と同様に指定管理者を想定

4 道路施設 歩道（パークアベニューを除く）
通学児童の交通安全対策として敷地南側・西側に

設けた後退歩道 幅員 2.0m （常時開放）

道路安全課

（〃）
（学校でない）



凡例 区分

学校

図書館分館

児童館・保育クラブ

歩道

所管課

教育総務課

生涯学習課(図書館分館)

こども福祉課

道路安全課

施設所管課区分図 00（仮称）和光市立下新倉小学校新設小学校建設設計

施設所管課区分図（Ver.１） １/２



凡例 区分

学校

図書館分館

所管課

教育総務課

生涯学習課(図書館分館)

00施設所管課区分図（仮称）和光市立下新倉小学校新設小学校建設設計

施設所管課区分図 ２/２



＜凡例＞

学校開放施設

常時開放

夜間のみ施錠

学校開放施設説明図 00（仮称）和光市立下新倉小学校新設小学校建設設計

学校開放施設説明図 １/２



＜凡例＞

学校開放施設

00（仮称）和光市立下新倉小学校新設小学校建設設計

２/２
学校開放施設説明図

学校開放施設説明図



 開放施設となる時間帯の検討用資料　№１　 （学校課業日）

 　～　第1回で開放施設に決定されたものについて、開放施設になる時間帯を施設ごとに検討するための基礎資料とする。
 　【事務局案】　①18：00からの開放
 　       　       　②市民ラウンジの事務室には管理人を置き、開放施設の鍵の管理を行う。　　　　　　　　 
 　　　　　　　　　③学校図書室及び多目的室の開放は、図書館分館の開館時間に合わせる。　　

 特別教室 （家・音・図）

会議室

多目的室  20：00まで

 学校図書室  20：00まで

 屋内運動場  　　※6  

 グラウンド

 プール  ※3

 ※1　午後１とは学校利用時間
 ※2　午後２とは学校利用が終了した後の時間（児童完全下校時間以後）
 ※3　プールは温水機能がないため、学校が使用しない利用可能期間に限る。（想定 6月 ～ 9月）
       　【学校使用期間・・・6月初旬～8月初旬】
 ※4　土日祝日 （及び春・夏・冬休み） については、「学校開放」として利用可能
 ※5　照明設備を設けての夜間開放は行わない。
 ※6　児童館等の管理責任者（指定管理者）が運営管理責任者として地域開放することも想定していく。

 ・・・学校管理

 ・・・学校開放（スポーツor生涯学習）

260731

午前  午後１  ※1  午後２  ※2 夜間
運営管理責任者

 ～16：00  16：00～18：00  18：00～ 21：30

図書館分館
 ※本館

 平日9：30～20：00

 ※4  ※4  ※4

 ※4  ※4  ※4

 ※4  ※4  ※4

 ※4  ※4  ※4

 スポーツ青少年課
 【児童館等（指定管理者）】※6

 ※4  ※4  ※4

 　　※5 ※4  ※4  ※4

 スポーツ青少年課
 【プール（指定管理者）】

 ※4  ※4  ※4

学校開放時間相互利用検討



 開放施設となる時間帯の検討用資料　№２　 （学校休校時・・・土日祝日、長期休業）

 　～　第1回で開放施設に決定されたものについて、開放施設になる時間帯を施設ごとに検討するための基礎資料とする。
 　【事務局案】　①市民ラウンジの事務室には管理人を置き、開放施設の鍵の管理を行う。　
 　　　　　　　　　　②屋内運動場（9：00～21：30）、グラウンド（9：00～18：00）とも既存の土日祝日利用時間で開放　
 　　　　　　　　　　③学校がプールを利用する日は16：00～21：30の開放、使用しない日は9：00～21：30のｊ開放

 特別教室 （家・音・図）

会議室

多目的室

 学校図書室

 屋内運動場

 グラウンド

 プール  ※3

 ※1　プールは温水機能がないため、学校が使用しない利用可能期間に限る。（想定 6月 ～ 9月）
       　【学校使用期間・・・6月初旬～8月初旬】
 ※2　照明設備を設けての夜間開放は行わない。
 ※3　児童館等の管理責任者（指定管理者）が運営管理責任者として地域開放することも想定していく。

 ・・・学校管理

 ・・・学校開放（スポーツor生涯学習）

260731

午前  午後１  ※1  午後２  ※2 夜間
運営管理責任者

 9:00～13：00  13:00～16：00  16：00～18：00  18：00～21：30

図書館分館
 ※本館

 （平日9：30～20：00）
 土日祝日9：30～18：00

 スポーツ青少年課
 【児童館等（指定管理者）】※3

 ※3  ※3  ※3  ※3

 　　※2 ※3  ※3

 スポーツ青少年課
 【プール（指定管理者）】

学校開放時間



 （仮称）下新倉遊びの森　利用計画　（案） 260731

平日
土日祝日

 ※開放施設は学校
 長期休業を含む

1  特別教室（家、音、図）
 調理、手芸、裁縫
 図工、陶芸
音楽活動

2 会議室 多用途

3 会議室  会議、打合せ

4
学校図書室
　 ※　けやきテラス含む

 図書館と一体運用

5 屋内運動場 屋内運動  18-21：30  9-21：30

6 グラウンド 屋外運動
9-18

 ※夜間開放なし

7 プール
水泳活動
 （6-9月開放見込）

 18-21：30
 使用有16-21：30
 使用無  9-21：30

 ・開放時間、期間が確定できないため、開校年度は現制度としての
 学校開放に準じた開放で試行する。
 ・地域開放を行うか。その場合の安全管理体制の確立。

8  市民ラウンジ ラウンジ

9 市民広場 広場

10 図書館分館 図書館

11 下新倉児童館 児童館
10-20

 （高校生未満は17時まで）
10-20

 （高校生未満は17時まで）

12  下新倉保育クラブ
 保育クラブ
 定員90名

12-19 12-19

 【ワークショップでの課題】
 　複合施設において、児童の防犯面や学校活動との調整を図り、より有効な学校開放や相互利用を実現するための運営体制を検討し、構築する。

諸室名称  用途・概要

利用時間

管理形態  課題・検討事項

開放施設
 （学校施設）

 18-21：30  9-21：30

 図書館分館が運営管理責任者となる。  ・併設施設との相互利用をどう設定するか。

 分館の開館と合わせる。

 スポーツ青少年課が運営管理責任者と
 なる。

 ・既存校(和光市立学校体育施設の開放に関する規則)との調整が
 必要。
 ・平日夜間開放までの時間帯の開放についてどうするか。
 ・併設施設との相互利用をどう設定するか。
 ・地域（登録利用団体に限定されない）への開放を行うか。
 　→現制度としての学校開放に準じない開放の検討

図書館分館  9：30-20  9：30-18 市直営
 ・屋内運動場開放時の鍵の管理は既存校と同様の取扱とする。
 ・学校図書室との連携（備品管理含む）を視野に入れた運営管理
 体制について

児童福祉施設  指定管理者が運営
 ・学校施設との相互利用をどう設定するか。
 ・同一の指定管理者が屋内運動場、グラウンド及びプールの地域
 開放を含めて対応できるか。


