
（案）

(仮称)和光市立下新倉小学校及び学校併設施設

利用等検討報告書

平成 26年 11月
(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

261104



目 次

１ 委員会の設置目的 ---------------------------------------- 1

２ 検討を始めるにあたって ---------------------------------- 1

３ 開放の考え方 -------------------------------------------- 1

４ 学校施設の開放範囲 -------------------------------------- 1

５ 施設所管区分 -------------------------------------------- 2

学校専用施設 ------------------------------------------ 2

学校開放施設 ------------------------------------------ 2

共用施設 ---------------------------------------------- 2

併設施設 ---------------------------------------------- 3

道路施設 ---------------------------------------------- 3

６ 開放期間及び時間帯 -------------------------------------- 3

７ 相互利用の検討 ------------------------------------------ 4

８ 学校施設開放の方法 -------------------------------------- 5

特別教室、会議室 -------------------------------------- 5

学校図書室、多目的室、けやきテラス -------------------- 5

屋内運動場、グラウンド -------------------------------- 6

プール ------------------------------------------------ 7

９ 全体的な運営管理 ---------------------------------------- 8

10 利用手続き ---------------------------------------------- 9

11 利用料金 ------------------------------------------------ 9

12 施設管理の考え方 ---------------------------------------- 9

13 開校に向けた学校開放等への取り組み --------------------- 10

巻 末 資 料

資料１ 学校開放施設及び共用施設説明図

資料２ 施設所管区分一覧表

資料３ 施設所管区分図

資料４ 開放施設となる時間帯No.1、No.2

資料５ 委員名簿



１ 委員会の設置目的

（仮称）和光市立下新倉小学校（以下「新設小学校」という）には図書館分館、児

童館・保育クラブなど地域の方が利用する施設が併設されることから、基本設計を取

りまとめるにあたり、市民参加によるワークショップを開催した。学校に併設される

ことを生かすための配置等についての方向性を提言としていただき、ハード面で基本

設計への反映を図った。一方、利用や運営などソフト面では、学校開放や併設施設の

利用に関する諸課題について、行政での検討が必要であったことから、今後の方向性

をまとめ、各担当課での計画に資するために当委員会を設置した。

２ 検討を始めるにあたって

併設される図書館分館には本館と同様に市直営による職員の配置とすることを前提

とし、現在の和光市行政組織体制での事務執行による実現可能性も踏まえ、新設小学

校が複合施設となることのメリットを生かすための検討や学校開放についての検討を

行った。また、図書館分館については、整備が完了する平成 28年 3月末から開館準備
に入ることから、平成 28年度中の開館予定とする。

３ 開放の考え方

新設小学校は、「地域の生涯学習やまちづくりの拠点にもなる学校施設」を市の基本

的な方針の中での、施設整備の基本理念のひとつとしており、学校が有する教育施設

を地域に開放することで、地域との連携を深め、地域から信頼される学校づくりを推

進していく。複合施設となっているが、主体は学校であることから、地域コミュニテ

ィ形成を促進することだけを目的とせず、学校と地域の交流による相乗効果により、

地域の教育力の向上が期待できるものとする。

４ 学校施設の開放範囲

これまでの学校開放は、屋内運動場とグラウンドに限られていたが地域から信頼さ

れる学校づくりを推進し、地域の教育力の向上に寄与することを目的として、学校が

使用していないときの教育施設は積極的に開放していくために、原則として普通教室、

管理諸室以外を開放範囲とする。（資料１ 学校開放施設及び共用施設説明図参照）

＜学校開放範囲＞

特別教室（家庭科室、音楽室、図工室）、会議室、多目的室、

学校図書室、けやきテラス、屋内運動場、グラウンド、プール
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５ 施設所管区分

一般的に管理責任者は施設管理責任（ハード）と運営管理責任（ソフト）を併せ持

つことになるが、この検討を進めるに当たっては、管理責任を施設管理責任と運営管

理責任に大別することにより、施設所管区分についての基本的な考え方を整理した。

（資料２ 施設所管区分一覧表、資料３ 施設所管区分図参照）

学校専用施設

（普通教室、職員室、保健室、教材室、給食室など）

課業時間中の児童のセキュリティは勿論、休業時においても学校活動に支障をき

たすことのないよう、普通教室及び管理諸室については学校専用の施設区分とし、

施設管理責任者は教育総務課長、運営管理責任者は学校長とする。

学校開放施設

（特別教室、会議室、多目的室、学校図書室、けやきテラス、屋内運動場、グラウ

ンド、プール）

開放を想定する学校施設とするため、施設管理責任者は教育総務課長とし、運営

管理責任者は、課業時間帯には学校長、開放時には指定された者とする。なお、学

校図書室及び多目的室については、課業時間帯の運営管理を図書館分館長に委任す

ることでの一体的な運営管理を図るものとする。

共用施設

学校が地域や併設施設と交流するために整備する共用空間であるため、学校施設

として位置づけ、施設管理責任者は教育総務課長とし、運営管理責任者は学校長と

する。利用者からの要望等については、すべての管理者が初期対応を行い、その上

で必要に応じて、学校長との連絡調整を図るものとする。団体や地域から一時利用

などの申請があった場合には、学校長の許可により既存校と同様の形態で行う。

ア 交流ラウンジ

学校が整備する地域と交流するための学校施設としたことから、市民ラウンジ

を交流ラウンジとあらため、併設施設や学校開放施設への動線の基点として施設

運営時間帯に合わせて開放する。

イ 交流デッキ

交流デッキの開放は、学校が開放される時間帯に行う。実施設計を進めていく

過程で、校舎棟と体育館棟の間に配置された広場形状について、利用形態を考慮

してデッキ面積を拡大した。ハード面や動線計画の工夫により、市民広場として

デッキ全面を開放しておくことも検討されたが、児童と一般の方との近接により

学校運営に支障がでることも予想されることから、学校課業時にはデッキの開放

を行わず、学校が地域との交流を行う場合や学校開放時間帯に合わせて開放する

こととする。そのため、これまでの市民広場から交流デッキとあらためた。
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併設施設

図書館分館、児童館・保育クラブの担当所管課（又は指定管理者）を管理責任者

とする。

道路施設

通学児童の交通安全対策として敷地の南側と西側に設けた幅員 2.0ｍの後退歩道
部分については、道路安全課を管理責任者とする。

６ 開放期間及び時間帯

検討事項

課業時間帯の中で、事前の予約等により開放が義務化されてしまうことは学校運

営に支障がでるため、授業での使用を予定していなくても、学校行事等の関係での

急な変更に伴い使用することや、次回の授業準備として教職員が児童下校後に使用

することもあることから、これらの学校の立場を委員の共通認識とした上で検討を

行った。

検討結果

授業が終了していても児童が完全に下校していない時間帯や教職員の勤務時間中

に学校施設を開放することは、児童の防犯面や学校活動との調整を図る観点から望

ましいものではないため、課業期間中の平日は、開放開始を 18：00からとし、開
放終了を現制度の学校開放に合わせて 21：30までとする。また、学校が使用して
いない土日祝日及び長期休業中の平日についても積極的な開放を行っていくことと

する。ただし、いずれの場合であっても、学校活動を優先とする。

（資料４ 開放施設となる時間帯資料No.1、No.2参照）

＜開放時間帯＞

課業期間中の平日（月～金）：18：00～21：30
土日祝日・長期休業中の平日：9：00～21：30

※ 学校活動を優先とする。

※ グラウンドは夜間照明等を設置しないため、18：00以降の開放は行わない。
※ 学校図書室及び多目的室については、図書館分館との運営管理の一体化を

図る観点から、図書館分館の開館時間に合わせた常時開放とし、学校の使用

時には開放しないこととする。

※ けやきテラスについては、開放時間帯を基本とする中で図書館分館の開館

時間に合わせた開放とするが、実状に応じた開放については検討していくも

のとする。

-3-



７ 相互利用の検討

検討事項

ア 児童館・保育クラブ

学校との併設により施設規模が縮小したため、複合施設となるメリットを生か

して、学校開放の前に学校施設との相互利用が図れる運営形態の検討を行った。

イ 図書館分館

ワークショップからの提言を反映し、学校図書室との一体的な運用が図れる配

置となっているため、学校開放の前に学校施設との相互利用が図れる運営形態の

検討を行った。

主な討議内容

ア 児童館・保育クラブ

幼児サークルなどの児童館事業は、基本的に児童館・保育クラブの一体利用で

催行可能な規模としていくが、保護者と未就学児を対象としたものが多く、平日

の昼間（課業時間帯）のニーズが高いため、学校運営に支障がない範囲での柔軟

な対応の調整を図る場が設けられないか。

イ 図書館分館

学校図書室については、時間による開放の切り替えだけでなく、学校の使用予

定を把握しておくことで職員による開放の切り替えも可能となることから、相互

利用はもとより、運営管理の一体化による効果的な学校開放ができないか。

検討結果

平日の昼間（学校課業時）に学校施設との相互利用のニーズが高い保護者と未就

学児を対象とした児童館事業や相乗効果が期待できる図書館分館と学校図書室の連

携について詳細をあらかじめ規定しておくには限界がある。複合施設となるメリッ

トを生かし状況に応じた円滑な運営を図るためには、学校と併設施設（図書館分館、

児童館・保育クラブ）による複合施設内での横断的な連絡調整の場を設ける。
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８ 学校施設開放の方法

特別教室（家庭科室、音楽室、図工室）、会議室

ア 検討事項

複合施設ではあるが学校を主体となることから、地域コミュニティ形成の促進

だけを目的とせず、地域の教育力の向上が期待できる開放を基本とする考え方と

図書館分館（生涯学習課）には職員が配置されることを前提として、効果的な開

放について検討を行った。

イ 主な討議内容

図書館分館を公民館のような社会教育施設の機能を持たせた施設整備とするこ

とで、特別教室等の貸し出しを行うことができないか。

ウ 検討結果

学校施設の開放となり、社会教育としての施設ではないため、学校施設の開放

を生涯学習の場として行う。利用手続きは、公民館に準じた方法により利用登録団

体への開放とする。なお、多目的室については 2階となるため、防犯上の配慮か
ら隣接する図書館分館の開館時間に合わせた開放とする。

学校図書室、けやきテラス、多目的室

ア 検討事項

７ 相互利用の検討での討議により、図書館分館との一体的な運用が図れる配

置のメリットを有効に活用できる相互一体的な運営形態について検討を行った。

イ 主な討議内容

学校図書室の開放の方法の違いにより大枠で下記のように分類されるが、配置メ

リットの有効活用により、相乗効果を高めていくにはどのような開放がよいのか。

また、学校図書室の開放の方法に合わせた、多目的室とけやきテラスの開放の方

法はどのような開放がよいのか。

(ア) 開放時間で区切り、開放施設となってから図書館分館と一体的に地域へ開放
する。

→ 学校が整備する学校図書室を開放時間に図書館分館が引継いで運営管理す

るため、責任区分が明確である。相互連携の方向性を確認しておけば、備品

や蔵書などを整備することで、限定的ではあるが相乗効果が期待できる。

(イ) 分館の開館時間と合わせて常時開放とし、学校の使用時は地域へ開放しない。
→ 課業時間帯の運営管理を図書館分館に委任するなどして、運営管理を一体

化することにより、人的な活用など幅広い相乗効果が期待できる。図書館分

館職員が学校の使用予定を把握し、開放の切り替えを行う。
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ウ 検討結果

(イ)「分館の開館時間と合わせて常時開放とし、学校が使うときに地域へ開放し
ないとする。」の方が、相乗効果が高く、配置メリットを最大限生かせる。ただし、

課業時間帯における学校施設内への入室が想定される計画となることから、図書

館分館から学校図書室へ入室する際には、下足から上足への履替えを伴うものと

するほか、学校図書室の利用許可を受けた者に限るなどで防犯面でも工夫をして

いく。

また、多目的室は、防犯上の配慮から隣接する図書館分館の開館時間に合わせ

た開放となることに伴い、学校図書室と同様の運営形態とし、けやきテラスは、

学校の開放時間を基本とする中で図書館分館の開館時間に合わせた開放とするが、

実状に応じた開放については検討していくものとする。

屋内運動場、グラウンド

ア 検討事項

これまでの学校開放は、野球やバスケットボールのチームなど責任者が置かれ

た利用登録団体のみに開放し、開放中の安全確保をチームの責任者に任せるもの

となっていたが、責任者が置かれた利用登録団体には所属しない不特定多数への

開放（以下「地域開放」という。）について検討を行った。

イ 主な討議内容

旧和光市下新倉児童センターの遊戯室で、中高生への夜間開放（週 1回 17時～
19時）を行っていたことから、利用登録団体に所属しない地域の方も含めて、屋
内運動場、グラウンドが開放施設となった時に、児童館の運営管理により、地域開

放ができないか。

ウ 検討結果

これまでの学校開放をベースとして、既存の枠組みの中に、地域開放日を組み

込んでいく。

【担当課での検討事項と方向性】

＜スポーツ青少年課＞

ア 地域開放の実施について

→ 既存の学校開放の枠組みとの兼ね合い等を考慮した上での地域開放の

日時の設定する。ただし、これまでと同様、開放時に課員が赴くわけで

はないため、併設施設の協力がないと地域開放は困難となることから、

こども福祉課と今後について協議していく。

＜こども福祉課＞

ア 児童館の運営管理による地域開放について

→ 地域開放へは協力し、地域開放の日時等については、スポーツ青少年

課と今後について協議していく。実施の内容については、児童館の運営

はこれまでどおり指定管理者によることを想定しているため、指定管理

者を選定する際に考慮する。
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プール

ア 検討事項

現制度の学校開放に準じた方法による利用登録団体への開放としていくか、市

民プールのように地域開放としていくかの方向性について検討を行った。

イ 主な討議内容

現在、プールの学校開放は行っていない。地域開放を行う場合には、所定の監

視員を配置するなど安全管理体制が必要となるが、新設小学校ではどのように確

立していくのか。

ウ 検討結果

今回整備するプールは太陽熱の利用によりシーズン延長を図れるよう計画して

いるが温水機能を備えたものではないため5月～10月の利用期間を見込んでいる。
開校後の通年の実績をみないと利用期間やその時間帯の確定が困難であるため、

初年度については現制度の学校開放に準じた方法による利用登録団体への開放で

の試行とし、地域開放についてはその状況を踏まえ検討していく。

【担当課での検討事項と方向性】

＜スポーツ青少年課＞

ア 水泳教室開催などを通じた地域開放について

→ 所定の安全管理体制の確立できる団体の有無を調査する。利用登録後

は当該団体への開放により団体の事業として地域への開放が実現できな

いか協議していく。

イ 地域開放する場合の安全管理体制とそれに伴う経費について

→ 開校後の状況を踏まえ、調査検討を進めていく。なお、監視業務を委

託する場合には、利用期間や時間帯を明確にしておく必要がある。

＜こども福祉課＞

ア 児童館の指定管理者によるプール開放時の安全管理の確立について

→ プール開放時の安全管理はこれまで専門事業者への業務委託により行

っており、児童館の指定管理者の所掌事項に含めることでの対応はでき

ない。
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９ 全体的な運営管理

検討事項

児童の防犯面や学校活動との調整を図り、複合施設においての学校開放や相互利

用を実現するための運営体制の検討を行った。

主な討議内容

ア 複合施設となるメリットを生かし状況に応じた円滑な運営を図るために、学校

と併設施設が通常から相互に連携できるようにするにはどうしたらよいか。

イ 現在は図面のみでの検討となっているため、開校後の実状に合わせて、地域と

の連携を深める効果的な学校開放のあり方の協議が継続できるようにするにはど

うしたらよいか。

ウ 併設施設ごとの入館チェックはあるものの、複合施設となっているため、防犯

面からも施設自体への入館チェックや開錠・施錠、併設施設の閉館後や休館時で

の施設内の管理、日誌の引継ぎ（開放施設利用後の状況確認他）などを行うため

にはどうしたらよいか。

検討結果

ア 学校と併設施設（図書館分館、児童館・保育クラブ）による複合施設内での横

断的な連絡調整の場を設ける。

イ 学校関係者、併設施設管理者、保護者の代表、地域（自治会）の代表者、開放

施設を利用する登録団体の代表者による新設小学校の開放のあり方に係る協議の

場を設ける。

※ ア、イは学校を運営主体とし、学校長は学校管理の立場で随時指導又は助言

を行えるものとする。

ウ 学校施設の開放時には管理人を置く。管理人は、施設自体（駐車場・駐輪場含

む）の開錠・施錠他通常の管理、開放施設利用者との鍵の受け渡し、日誌の引継

ぎ（開放施設利用後の状況確認他）を行うものとし、日誌は、学校長及び運営管

理責任者へ引継ぐ。

【担当課での検討事項と方向性】

＜教育総務課＞

ア 併設施設や学校開放時の動線となる共用施設の管理について

→ 学校施設の開放時に管理人を置くとともに、既存校での業務員代行業

務をベースに、新設小学校に適した管理業務についても検討していく。

-8-



１０ 利用手続き

検討事項

開放施設利用者にとって便利な利用手続きについて検討を行った。

主な討議内容

現地での利用手続きを一元化できれば、利便性が向上するため、生涯学習課とス

ポーツ青少年課の連携により可能とできないか。

検討結果

利用登録団体の登録は事業所管課ごとに行っており、予約等の開放に係る手続き

を現地でまとめて受けるのは困難であるため、現制度の学校開放に準じた手続きに

よるものとするが、開放施設利用に係る鍵の受け渡しは一元化して管理することで

利便性を図る。

１１ 利用料金

新設小学校の学校開放は、学校が有する教育施設を地域に開放することで、地域と

の連携を深め、地域から信頼される学校づくりを推進していくことが主な目的になる

ことから、開校にあたっては利用料金を課さないことが望ましいが、今後の公共施設

等の開放のあり方に関わる社会的な状況も想定して検討していくものとする。

１２ 施設管理の考え方

新設小学校は、図書館分館、児童館・保育クラブが併設される複合施設であり、各

施設が建物ごとに独立していないことから、原則として併設施設が専有している部分

を除き、学校施設の管理責任者である教育総務課が施設管理を行うこととする。

開校後の施設管理に当たっては、所管区分にしたがって実施されることになるが、

光熱水費、通信費、損害保険料、施設維持管理業務委託料、施設維持補修費、大規模

改修費の負担区分については、次のとおり方針を定めて対応する。

光熱水費（需用費）

ア 電気料金

施設全体で一括して引き込むことになるため、併設施設（①図書館分館、②児

童館・保育クラブ）の系統ごとに計量メーターを設置し、一括支払後に使用量に

応じて、学校及び併設施設の管理責任者間での清算とする。

イ 上下水道料金

指定管理者による運営を想定している児童館及び保育クラブについては、単独

で引き込みを行い別負担とする。

ウ ガス料金

施設別かつ使用目的別での引き込みとなるため、ガス事業者との個別契約に基

づき、機器を使用する施設の管理責任者が使用料を負担する。

-9-



通信費、損害保険料（役務費）

ア 通信費（電話回線・インターネット回線の使用料）

利用する施設の管理責任者が負担するものとする。ただし、システムが導入さ

れている場合についてはシステム管理者が費用負担する。

イ 建物損害保険料

併設施設の専有部分は、面積按分により併設施設の管理責任者が負担する。

その他については、共用部分も含めて学校施設の管理責任者である教育総務課

の負担とするものとする。なお、備品等の動産については、管理責任者ごとに負

担する。

施設維持管理業務委託（委託料）

施設全体に関わる業務内容が多いことから、併設施設が専有している部分（※1）

を除き、原則として学校施設の管理責任者である教育総務課が実施する。

※1 併設施設の専有部分

① 併設施設内の清掃等管理業務

② 併設施設内で単独使用する設備の保守業務

施設維持補修（需用費・工事請負費）

併設施設内部の天井、床、壁のうち躯体を除く部分、併設施設内部の設置機器及

び配線類、併設施設専用の幹線設備については、併設施設の管理責任者が修繕を実

施する。なお、併設施設外部についても、併設施設利用に起因する破損等である場

合については、併設施設の管理責任者が責任をもって実施する。

大規模改修（工事請負費）

新設小学校は、学校と併設施設（図書館分館、児童館・保育クラブ）による複合

施設であることから、計画的に行う大規模改修については、原則として学校施設の

管理責任者である教育総務課が実施する。ただし、併設施設の利用に起因する間仕

切りの変更や、機器の破損・故障等により併設施設部分のみの改修を行う場合につ

いては、併設施設の管理責任者が実施する。

１３ 開校に向けた学校開放等への取り組み

当委員会は、（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設置

要綱に基づき、（仮称）和光市立下新倉小学校の施設の開放や併設される施設の利用に

関する諸課題について、全４回の検討会議を開催し、各委員からの意見や討議に基づ

く検討結果を報告書にまとめ、和光市教育委員会へ提出する。

今後は、当委員会での検討結果に示された方向性を基本的な方針とし、各担当課で

の開校に向けた計画として取り組まれるよう要請するものである。
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