
1

第１回和光市市立小学校建設検討委員会会議録

平成２２年４月２６日（月）

庁議室

○出席委員

結城浩一郎 山浦丈夫 大野孝治 佐々木一弘 栁下和美 小池義明 木下侑三 西貴美雄

○欠席委員

安井和男 亀井義和

開会１３時３０分

事務局 中根

定刻になりましたので、ただいまから検討委員会を始めさせていただきます。

進行を務めます事務局の中根です。よろしくお願いします。はじめに、開会のことばを冨澤教

育部長から申し上げます。

冨澤教育部長

改めまして、皆さんこんにちは。公務忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございま

す。既にご案内のように昨年の 11月に政策決定をされまして、新倉、下新倉地区に小学校を
建設するという方向が打ち出されまして、4月には審議監が特命事項で配置されています。そ
ういう中で、検討委員会を立ち上げて、皆さんのご意見を聞きながら進めていくという予定に

なっております。それでは、ただいまから、第 1回和光市市立小学校建設検討委員会を始めさ
せていただきます。どうぞ、よろしくお願いします。

事務局 中根

ありがとうございました。続きまして、大久保教育長からあいさつを申し上げます。

大久保教育長

それでは、改めましてこんにちは。ただいま教育部長からございましたが、公務ご多忙の中、

お集まりいただきましてありがとうございます。第 1回和光市市立小学校建設検討委員会とい
うことで、開催をさせていただくわけですが、遡ってみますと、新設校にかかわる課題が出さ

れましたのが、平成 20年 6月 13日に和光市教育委員会の方に陳情という形で出されました。
その後、6月の定例市議会の方にも陳情が提出されまして、こちらも可決という中で、動きが
始まったわけでございます。その後、私はちょうど現場におりましたので、そのようなことは

全く知らなかったのですが、10月に教育長を拝命してこちらに来まして、一番最初に話をい
ただいたのが、この新設校の問題でございました。陳情を受け、可決されたということで、具
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体的な動きをしなければならないということで、20年の 10月 1日に田中審議監が新設校にか
かわる調査研究をしてまいりました。年が明けで調査研究に基づいて教育委員会の方で審議し

たところ、検討委員会を設け、答申をいただくような形をとろうということで 8月 27日に市
長に報告書の提出という形で行われてきました。 振り返ってみますと、2年近く経ってしま
うわけです。その間具体的な動きとして、できる限り努力をしてきたつもりではありますが、

昨年 11月に政策決定をしたという中で、やっとここで、建設について政策決定がなされたの
かなぁという感じがします。この後、事務局の方に審議監が配置されたということで、この問

題について検討を、なにせ大きな課題でございます。さまざまな問題を含んだ中で、この委員

になられた方については、非常に重い職務かなと思います。しかしながら、和光市の現状を考

えたときに、新設校という方向を円滑に進めていただくことが何よりだと思いますので、どう

ぞ、お力を貸していただければありがたいなというふうに思います。どうぞ、よろしくお願い

します。

事務局 中根

ありがとうございます。

それでは、小学校建設検討委員会の設置要綱第 3条及び第 4条の規定に従いまして、委員長は
教育委員会事務局審議監とし、議長となり、進行をお願いします。

委員長 上篠審議監

それでは、改めまして、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。着座のま

ま失礼いたします。小学校建設検討委員会設置要綱によりまして、副委員長を私、委員長が指

名するとことになっております。ただいまからご指名させていただくわけでございますが、教

育委員会事務局といたしましては小学校建設ということですが、前提は、公共施設が北側と南

側の均衡が取れていないということでございます。まちづくりの観点が一番大きいのかなぁと

思います。そういうことから、企画部次長の結城政策課長さんにお願いしますので、よろしく

お願いします。本日は、席は、そのままで進めさせていただきたいと思います。資料の確認を

させていただきます。

事務局 中根

資料の確認をお願いします。検討委員会次第、検討委員会設置要綱、検討委員会委員名簿、小

中学校一覧、今後における児童数及び学級数の推移の見込み、小学校区、中学校区、新設小学

校区、検討項目、検討委員会開催予定表 以上です。よろしいでしょうか。

委員長 上篠審議監

先ほど、教育長さんから今までの経過説明がありました。基本的な考え方といたしましては、

和光市の小中学校の適正な配置を考えました場合、和光市駅北側につきはしては、小学校につ

いては 3校のみ、均衡が図れていないとうのが現状である。児童生徒数のことですが、今後も
緩やかな増加傾向にあるということでございますけれども、北は、今谷中の土地区画整理が行

われていますが、白子 3丁目、それから北インター 都市基盤整備事業に伴う、その他諸々の
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状況から宅地の土地開発がかなり進むだろうという予測が立つわけでございます。そういった

ことから、現在の学校施設では教室の不足が確実に進むだろうということで、新倉、下新倉地

域にまずは小学校を優先して建設するという計画設計のもと今回の委員会に付託されるとい

うことになりました。小学校建設の基本的な考え方について、各部署の視点から、いろんな意

見をいただきまして、その結果を早い時期に市長報告をしたいと考えておりますので、よろし

くお願いします。

それでは、配付した資料に基づきまして、学校教育課の西先生から児童数の状況、学校区の状

況等説明をしていただきまして、皆様に現状を把握していただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

委員 西学校教育課課長補佐

はい。学校教育課の西です。よろしくお願いいたします。資料の方ですけれども、ちょうど真

ん中ぐらいでしょうか。小学校の学区でございますが、こちら、まず、ご確認いただけますで

しょうか。市内の小学校は、全部で 8校ございますが、東上線の北側の通学区を持っているの
は、白子、新倉、北原の 3校でございます。白子小学校は南北に長い、大変広い通学区域を持
っている学校でございます。第五小学校は南北に長い通学区になっております。続きまして、

一枚進んでいただきまして、中学校の通学区でございます。市内には 3つの中学校があります。
大和中学校につきましては、東上線の北側すべての部分と、南側の一部の部分を通学区域とし

ております。こちも、地図上からわかるとおりかなり広い学区となっております。そんなこと

を頭に入れておいてもらいまして、資料の方は 3枚戻っていただいて、22年の 4月現在で、
今後の児童数及び学級数の推移の見込みを推計いたしました。現在資料の一番上にある 11歳
が小学校 6年生になりますので、6歳の子どもたちが小学校 1年生になります。来年度の入学
者は 5歳児で、市内で合計 709人になります。再来年度の入学者が 705人です。その次の年
度は 738人ということで、微増ということになりますけれども、現在の 2歳児、1歳児、0歳
児は 770名から 800名を超える数となりますので、この 3年ぐらいが、児童数が大きく増加
する時期であるということが資料から読み取ることができます。その下にあるのは、年齢別の

学級数でございます。現在、1学級は 40人というふうに示されておりますので、見込みの児
童数を単純に 40で割りますと、それぞれ学級数がこの表のように出てまいります。ちょうど
真ん中になりますけれども、年度別の児童数になります。現在は 22年度ということで、白子
小 813名ということで横に見てもらいますと、26年度に 890名、27年度に 900名を越えると
いう数になっております。だいたいどの学校も微増ということになりますけれども、この白子

小学校については、かなり大きく跳ね上がるということになります。もうひとつ、市内の小学

校で児童数が確実に増加すると見込まれるのが、第四小学校でございます。昨年までは 400名
代でしたが今年 500名にのりました。そして、5年後には 550名を超えるという見込みが立っ
ています。

次の資料ですけれども、白子小学校の学級数、今年度は 22学級、こちらに特別支援学級が 2
クラスプラスされますので、24学級ということになります。横に見てもらいますと、26年度
は 25学級、27年度は 26学級ということで児童数に伴って 一番下の表に白子小学校の総教

室数が 30 となっております。現在白子小学校では 30 学級数分確保しておりますけれども、そ
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のうちの 2 学級は、特別支援学級で使用しております。使用可能学級数は 28 学級で、そのう

ちのプレハブ校舎が 4学級使っております。平成 28 年度には白子小学校は 28 学級になる予定

でございます。余裕教室が全く無くなってしまうという見込みを立てております。同様に先ほ

ど申し上げました第四小学校の場合にも使用可能学級数は 19 でありますので、平成 28 年には

すべて埋まってしまうことになります。学校教育を適正に行うために多少の空き教室も必要に

なってきます。現在は、少人数教育で 1クラスを 2つに分けて行うことも日常のように行われ

ております。また、子どもたちが集まる集会、会議等の部屋も必要となってきますので、こう

いった将来的な学級数の増加が、学校の適正な環境に少なからず影響を与えているということ

を読み取っていただければと思います。では、1枚めくっていただけますでしょうか。こちら

は参考ということで、説明させていただきますが、今後における児童数及び学級数の推移の見

込 資料の中の 3番目、4番目、5番目 22年度からになりますので、訂正方よろしくお願いい
たします。現在 14歳の子どもたちが中学 3年生、13歳の子どもたちが中学校 2年生、12歳
の子どもたちが中学校 1年生に在学している子どもたちでございます。第二中学校、第三中学
校については全体的に微増というように見ていただけますけれども、大和中学校については、

このあとで 300名に近い生徒数になってきまして、まだ 10年ほど先の話になりますけれども、
2歳児が入学するころには、335名という予測を立てています。それに伴いまして、真ん中の
表になりますけれども、年度別の生徒数を見ていただければと思います。第二中学校、第三中

学校の生徒数が 500名の半ば議ぐらいで推移する中で、大和中学校は 800名を超える生徒数を
常に保ちながら、33年度には 1000名を突破するであろうという予測を立てています。簡単に
申し上げれば、第二中学校と第三中学校を合わせた数が、大和中学校の規模ということです。

市内に 1校だけ大規模な学校ができてくるのは、やはり教育環境の適正化に配慮していかなけ
ればならないという風に考えております。その下のふたつの表は、学級数の推移です。昨年の

夏、大和中学校については、工事で新しい教室が設置されておりますので、平成 33年度の学
級数か不足するということはありませんが、生徒数の増加については、この後対応をしていか

なければならないというふうに考えております。なお、小学校 1年生、2年生については、埼

玉県の特例編成基準というものがございます。国の編成基準は 40 名で 1 学級ですが、埼玉県

の特例編成基準は、35 名で 1学級で、2学級が 3学級に変化するということも起こってきます。

その部分をお示ししたのが、一番下の年度別学級数です.以上でございます。

委員長 上篠審議監

ありがとうございます。それでですね、今の段階でどこにするんだということは決定していな

いわけでございますが、これからですね、施設を建てるというよりは、用地交渉、用地の取得

があるわけでございますけれども、その辺を折衝するために、ご意見をいただく、この場です

ぐということではなく、持ち帰っていただいてご意見をいただきたいというものでございます。

各委員さんの検討事項は、資料の検討項目という資料があると思います。検討項目の上の 7項

目は、要綱にうたったものでございまして、こういったものを検討して市長報告をするという

ものでございます。下の欄の 10 課の検討項目ですが、教育総務課では、施設の規模、補助金

について。学校教育課では、児童の推移、学校区、学校規模。 生涯学習課では、保育クラ

ブの要否、また下新倉地区となると、下新倉児童センター、下新倉保育クラブ等既存施設をど
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うするかという問題。総務課においては、用地取得の関係、基金も 3月議会で可決されており

ますが、市有地の売却による資金の捻出、不動産取得における土地鑑定。財政課については、

借り入れ等を含めて財源の確保。課税課においては、道路安全課にも関係がありますが、用地

関係、現在は調整区域ですけれども、もし買うとなると単価がどのくらいになるのか。平成 20

年に坂下に新倉交番を取得した経緯がありますが、公示価格の 7割、鑑定価格の 9割という話

をしたときに、実際に鑑定を取りましたら、若干の差ですけれども鑑定の方が、㎡単価で そ

ういったことをお教えいただきたいなぁと思います。道路安全課、都市整備課については、土

地利用の問題点を、かなり前に公地整理をしたところでございます。市の持分の水路が南北に

走っています。水路がどういった影響を及ぼすのか。また都市計画上の問題ですとか。問題点

があれば、指摘いただきたい。建築課については、まちづくり条例、現在まだどのくらいの規

模ということも出ていませんけれども、建築基準法の関係でお教えいただきたいと思います。

政策課には、まちづくりの観点から、学校施設だけでいいのかということが出てくると思いま

す。複合的な施設についての対応も出てくるのかなと思います。地域への開放を含めた位置づ

けを考えていただきたいと思います。ここまでで、何かございますか。

委員 木下次長

じゃあどこにするんだということでピンポイントに絞ってやらないと、協議、検討の材料も広

がっていってしまうと思います。委員長の方からもあったように学校施設だけでいいのかとい

うことになると、またまた広がっていってしまうと思うんですよ。だから、もし小学校施設だ

けでいいなら小学校施設ということであればその観点で、土地利用として、ここは、調整区域

ですから、建ったときの問題点を建築課、都市整備課の方に検討していただいて、全体的な業

務の内容は、皆さん分かった中で、また学校教育課からのシュミレーション説明で分かった中

で、やった方が早いのかなと思います。

委員長 上篠審議監

施設としては、小学校施設を造るということです。

委員 木下次長

小学校建設に絞っていいわけですね。

委員長 上篠審議監

学校区は、位置が決まった段階で検討会が開かれると思います。事務局案で学校区は決められ

ないと思います。学校区の編成をやったときと同じように、諮問して答申することになると思

います。いまのところこの新設校区域ということで絞っていいわけですね。最終的な通学区の

決定については、決まった段階において、再度今お話したような中で、状況の下だから、こう

いう地域を選んだよという理由付けになってくると思います。

委員長 上篠審議監

小学校を造るときに、先ほども説明がありましたが、平成 28 年度のときに、北側の白子、新



6

倉、北原小学校の児童が 2,000 人になる。新設校を含めて 4 校で按分した場合に 500 人、400

人から 500 人の学校はどのくらいの規模か出てくるんですけれども、その辺を示して建設費が

どのくらいかかるとか、今後検討になるのかなと思っております。ですから、少なくとも校庭

側が 6,000 ㎡から 7,000 ㎡ぐらい、校舎、プール、体育館で 3,000 ㎡で最低でも 10,000 ㎡ 3,000

坪は必要かなと考えます。

委員 木下次長

施設的には、現状の中でとらえるしかないのかなぁと思います。現在可及的に解決しなければ

ならない区分けなんだよね。正直、北インターが開発されていないからいいんだけど。長期的

に見たときその辺まで考えなくていいのか。

委員 佐々木都市整備課主幹

北インターのことを補足させていただきますが、北インター地区は、住宅を容認しないという

ことが定めてあるので、人口が増えることはないです。条例で定めてありますので、増える要

因は全くありません。北インターの中で住宅が増えて人が増えることは、シュミレーションの

中に入れなくて結構です。

委員 木下次長

今現在は、この形で押さえているけれども、将来的には、全体的な学区変更も思案していかな

いといけないのではないか。

委員 木下次長

将来的に都市計画で考えてももらわなければいけないということは、現在調整区域だけれども、

北インターも調整区域から市街化区域になるので、伸びがあるのではないか。

委員 佐々木都市整備課主幹

北インターはない。編入という作業を取らなければならないと思うのですが、

委員 木下次長

将来的にはどのようになるのかを捉えて考えていかないといけないのではないか。

委員 佐々木都市整備課主幹

北インターを編入という作業をとらせてもらって、国県と協議した経緯から言わせてもらえば、

市街化調整区域から市街化区域に編入するということは、極めて困難な作業です。先ほど、和

光市では人口が微増しているという表現を使っていましたが、県内では減っているという表現

の中から、市街化の拡大というのは、めったやたらとはしてくれない。北インターは、準工業

で編入するものの住宅は増えるわけないだろうということから、条例で住宅を容認しないもの
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を要求されました。住宅を建てないから、編入を許された。住宅を容認するような編入をお願

いしても、おそらく通らない方向です。

委員 木下次長

現実として、和光は微増なんですよ。ここの場所がいつまでも調整区域かは、市全体として考

えなければならない。

委員 佐々木都市整備課主幹

ここ 10 年ではないと言われています。もしやるなら、残っている調整区域を一括で市街化区

域にしませんかと言われました。そのくらいのビジョンがないと。

委員 木下次長

先々を見た中で、そのほかの地区は、農振地区でもなんでもないんだから、増えるということ

も考えなければいけないのではないか。ぎすぎすの教室でなくとも、面積的においても、これ

だけの広い面積の中において、土地のことも考えていかないと、ただあてがいぶちのその場し

のぎの建物をたてるのならなんの意味もないのではないか。

委員 佐々木都市整備課主幹

学校建設は、市街化区域に編入しなくても大丈夫ですか。

委員 小池建築課課長

立地基準としてできるかということか。一定の条件はありますよ。今の話で、通学区があまり

にも横長すぎるのかなぁということが懸念されます。調整区域だから、すぐ増える予定はない

と、北インターは、準工といえども人は住まない。駅前通から右側を考えたほうが、エリア的

には、素直な位置にくるのかなと思います。通学路から考えると、実際にはいないということ

でしょうが、あまりにも広すぎるんじゃないでしょうか。

委員 木下次長

現状の中で、ないということであればいいのではないか。白子小の問題をクリアーしていかな

ければならないという近々の問題を考えていく中で、今おっしゃったようなことも考えていけ

ばいいのではないか。

委員長 上篠審議監

それも含めての検討になります。土地は買収方式なのか、中には売らないけれど使ってもいい

よということもある。基本的には買収です。建物についても、鉄筋鉄骨、コンクリート、いい

プレハブもあると思います。方法は、いろいろ出だしてもらえればと思います。最終的にどれ

にするのかは、別の話です。
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委員 木下次長

報告書であげるというとどういう形か。

委員長 上篠審議監

建てるための基本方針や基本計画など活字になってしまうのではないでしょうか。

委員 木下次長

建てるという大前提がありながら、金額的にどうなのかということになってくる。建設するた

めにはクリアしないといけない問題もなども報告をしなければならない。

委員長 上篠審議監

建てるという話になっておりますから。どういう方法で建てるかということです。用地をどの

ように取得していくかということが第一点で、最優先です。

委員 木下次長

建てるには一万㎡以上が必要で、まとまって一万㎡が必要である。

委員 佐々木都市整備課主幹

代替地を出すことを考えないといけない。ここに決めたとなると、地主が売りたくないけど代

替地があればという人もいる。代替地を出さないと集まらない。坂下改良区の中に農地を持っ

ている人との入替えの作業が必要になってくる。それで、地主が「うん」と言うかどうかは別

ですが、そのくらいの準備はしておかないといけない。そうでないと、一万㎡まとめて集める

となると難しい。

委員 木下次長

かなり産廃施設が氾濫しているということもあるんですよね。環境などを考えて、どこに一万

㎡の土地を設けるかとなると、ある程度まで絞った中で検討してもらわないと、いつまでたっ

ても結論が出ない気がするんですよね。ですから、1年間という話かもしれないんですが、私

のほうとしてはできるだけ早く、結論的には財政的にどうなのか、検討委員会で財政的にどう

にかしろよ、ということで決定していいんであれば、どんどん進めていけると思いますが、そ

うではないですよね。建てますといった人が、いくらかかかるか、現状がどうなのか認識して

いないと思うんですよ。まだ、公約しか出てないと思うんですよ。その辺を認識させてはじめ

て、ゴーサインが出るのか。地元にだってなんにも話をしていない。もっとピンポイント的に

絞っていかないと。各委員さんも絞りづらいのではないか。和光高校を買うのは無理なんです

よね。ただ、今回北インター付近には、人は住まないということが明確に分かっただけでもよ

かった。

大久保教育長
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エリアはどこですか。

委員 佐々木都市整備課主幹

外環の左側全部です。角に 4軒ほどいらっしゃいますが、おそらくお子さんはいらっしゃらな

いと思いますので、新規の住宅を容認してませんので、小学生中学生がめったなことでは増え

ることはありません。教会に住民票を置いている方が数人いますので、それがどうなるのかは

分かりません。

委員 木下次長

委員長、建てるという方向で、ポイント的には今のところで、北インター付近は人が住まない

とうことでいいですね。市街地ではなくて、調整区域ですね。その辺をちゃんとしておかない

と、お金の算出方法も違ってきますから。

委員 西学校教育課課長補佐

先ほど、説明しました資料ですが、この辺りは住宅が建つ可能性が少ないということで、新倉

4丁目は現在、新倉小学校区です。10 人ぐらいが通学しています。ここら辺は、そんなに増え

ないと思います。それから、新倉 8丁目からは、ひとりだけ新倉小学校に来ています。下新倉

6丁目というのもひとりだけ白子小に来ています。水道道路の北側というのは、ほとんど子ど

もたちはいません。そうなると将来的には、新倉小学校の学区や、白子小学校の学区について

も検討していかなければならないかなぁと思います。

委員 木下次長

結城さん、金がありますかねぇ。

副委員長 結城次長

金は、はなっからありませんよ。いつまでにつくり、いくらかかるかを設計しないとダメです

よね。それには、どれくらい貯めて、どれくらい借りるかということを決めないと、ものが建

つ目途が付いてはじめて、学区をどのように取り込むかは、我々の問題ではなく、教育的見地

から見てもらうしかないと思います。何をしなければいけないのかをはっきりしないと、尻が

決まっているなら、いつまでに何をしないといけないかを決めないと、いつまでも議論をして

いても…。我々として、何をしなければいけないのかということをはっきりさせておかないと。

いつまでに何を決めていくかを今から組み立てていかないと。

委員 木下次長

シュミレーションで数字が出ているわけですから、それまでに対応しなければ何にもなりませ

んよ。3 年後に計画するのか。5年後に計画するか。それは、何を見てやるのか。例えば、交

渉ごとで何年かかるからなのか。お金が貯まるのが何年後なのか。10 年後 20 年後でいいのか

となると、違ったことになってしまいますよ。
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大久保教育長

学校建設が近々の課題であるということは、この資料からも読み取ってもらえられると思いま

す。もうひとつは、国は、40 人学級から少人数学級への移行を模索しているわけです。35 に

なるか 30 になるか分かりませんが、そういった施策をとっているわけです。これがもし、国

の施策で決まったら、完全に教室がないんです。40 人学級だからなんとか持っているが、これ

が 35 人学級、30 人学級編成となると白子小は、来年にも危ない。そういった状況もはらんで

いるので、悠長な議論はできないと思います。

委員 木下次長

手立てができて、3年だと思います。教育長がおっしゃったように、これ以上白子小は増築で

きないんです。しかし一方では、減っている学校もあります。北側になにも公共施設がないよ

という話が前提ですから、正直いって、金がないから建てないという話ではないんです。

冨澤教育部長

11 月に政策決定をして、新倉、下新倉地区に小学校を建てるんだということが決まったわけで

すから、金があろうが、なかろうが建てることになったわけです。

木下次長

そういうことでいいわけでしょう。そして、それが何年後だよということでしょ。お金がこれ

だけだよということでしょ。

冨澤教育部長

3年間なら 3年間のうちにやっていく。そして、3年後には建っている。だから、議論の余地

はほとんどないわけです。

副委員長 結城次長

いついつまでに何をどのくらいまでやっておくかということをきちんと、決めておくというこ

とですよね。

大久保教育長

お金をどうするかということも。お金を貯めてからということであれば、お金は貯まらないわ

けですから。

富澤教育部長

借りなければ建てられないんだよ。金がないんだから。あってもなくてもやるんでしょ。

大久保教育長

金がなければ、借りる目途をつけてほしいんですよ。
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副委員長 結城次長

そこを含めて、答申をしなければならないということですよね。

委員 木下次長

これを見れば、どうやったって、3 年後ぐらいには目途を立てないと。パンクしてしまいます

よ。

委員長 上篠審議監

建物に 3年かかるとしても、用地買収が 1年でできるかということなんですよ。

冨澤教育部長

土地買収を 1年でできるかということではなく、1年でやるということでやらないと絶対でき

ない。

委員長 上篠審議監

1年間、早いうちに用地買収をして、建設に入る。

委員 木下次長

そういうことでれば施設計画も立てやすい。建築の関係や道路の関係も計画が立てやすい。

委員 小池建築課課長

クラス数で、今後建てるのにいいのかなぁいとうのがあります。これ以外に特別クラスなどが

あるから、当然倍の教室数になると思うし、そうすると、さっきの 1万㎡だと少ないかなぁと

思います。

委員長 上篠審議監

八つの小学校の平均が 1万 4,000 ㎡ぐらいなんですよ。

委員 小池建築課課長

1万 5,000 ㎡ぐらいは最低必要ではないかとイメージできるんですけれど、現実論の話をする

んであれば…。

委員長 上篠審議監

用地取得については、早ければ早く、その辺の交渉もどういう風にやっていくか、また、考え

たいと思います。

委員 大野課税課課長

都市計画決定しないと、５千万控除が受けられないかもしれない。
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委員 木下次長

かまわないですけれど、都市計画決定ということで位置づけをしてしまう。そして、住民にで

きるだけ協力してもらうということで都市計画決定する。地主さんに打診だけはしといて、都

市計画決定しておいたほうが有利なのか 半年延びても税金の控除を受けるためには都市計

画決定しておいたほうが有利なんですよ。そういった手当ては、こちらの裁量でやらないと。

委員 栁下道路安全課主幹

考え方によっては、控除すべき税金分を取得価格に上乗せする必要が生じるかもしれない。

委員 木下次長

そうすると、過大な積算になってしまう。

委員長 上篠審議監

税金の控除は、収用じゃなくて、一般的には買収する場合は。

委員 大野課税課課長

大体、1,500 万円ぐらいではないか。

委員 佐々木都市整備課主幹

地主が了解した上で都市計画決定すれば、手続がスムーズにいく。

冨澤教育部長

市が土地を買うときに税法上の優遇がなければだれも売らないよ。

委員 佐々木都市整備課主幹

ある程度候補地が決まって、地主さんの了承が得られてから、都市計画決定をしたほうがいい

と思われます。

委員長 上篠審議監

いずれにしても、はじめは地権者の方に説明するのが第一でしょ。

委員 木下次長

ある程度まで絞った中でやっていかなければ、間に合わないのかなと思います。

大久保教育長

ここでの、意思確認をしないと。

委員 木下次長
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白子小の学校の緩和という中で、場所については、下新倉児童センターを生かした形、西先生

の説明の中で、意見が出たのが、東西に長いのではないか。和光北インター付近には居住区域

が無いという考えの中で、委員がそれぞれ与えられた課題を持ち帰り、検討してくるというこ

とですね。

委員 西学校教育課課長補佐

終わる前にちょっとよろしいですか。資料の補足ですが、児童生徒数の見込み数については、

就学率を反映させた数字になっております。ですから、和光市内に住んでいる子どもたちが全

部この数字に反映されているわけではありません。実際にはもっと多い数であります。特に白

子小学校については、昨年度の段階で 60 名のお子さんが、区域外入学をしております。です

から、板橋区の三園小がそれを認めなければ、白子小は昨年度もプラス 60 名の児童がいたと

いうことになります。

委員 小池建築課課長

私学に行く子もいる。そういうのも係数で掛けていますよということですね。白子小でいうと

98 パーセントという。東京側には、まだ余裕があるんですか。

大久保教育長

あると思います。あるから受け入れているんです。このまま減っちゃうと教員の数が確保でき

なくなってしまうでしょう。

副委員長 結城次長

保育園なんかは、前は受けていたけれども、受けないという風になってしまったんで。

委員 木下次長

いつ何時ひっくり返るか分からない。人の財布で相撲を取っているんだから。

委員 小池建築課課長

検討委員会の中で部会は考えているのか。

委員長 上篠審議監

考えていません。この検討委員会だけです。

委員 木下次長

報告書を作って、解散ということですか。

委員長 上篠審議監

はい、そうです。何か他にございますか。
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委員 結城次長

学校なんかも、複合施設で建設しているところがあると思いますので、そういった事例も見て

みないと。

冨澤教育部長

今までに長い経緯があって、住民説明会で、下新倉児童センターができたら、地域に開放する

という話がありました。依然開放していないけど。今度、複合施設を建てたら、開放すると確

約しないと。

委員 木下次長

企画の段階から、地元を入れてやればいいんですよ。

委員長 上篠審議監

いずれにしても、用地買収が一番ですよ。

委員 佐々木都市整備課主幹

用地買収が絡んでくる中で、農業委員会の人を入れなくていいんですか。

委員長 上篠審議監

事前に農業委員会も確認したんですが、手続を踏めば難しくないということでした。何か他に

ございますか。今後、事務局から、こんなことを考えてくれないかということをお願いに行き

ますので、よろしくお願いします。

委員 木下次長

雑談ですが、起債でやっているもののピークはどのくらいになるの。

副委員 結城次長

２７年ぐらいだと思います。１８億を超えるぐらいだと思います。今１４億ぐらいだと思いま

す。この先、国の方針もどうなるかよく分からないので、実際にはどこも同じ条件なんで、ど

こもこの状態でやっていかなくてはいけないのかなぁと思います。

委員 木下次長

あと４年ぐらいをピークに下り坂だったら、借金しても孫の代まで残せるんだ。交付団体にな

っちゃえばいいじゃん。交付団体にはなれないの。

副委員長 結城次長
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無理ですね。国が、もともと 1/3 ぐらいを不交付団体にしようとしているから、一括交付金と

いう話があって、政権がかわって何がなんだか分からないんですよ。不交付団体だから補助金

が減らされるというのは反対が多いので、どうなるか分からないですけど、文教のわけ分は随

分圧縮されて、無いに等しいぐらいです。補助金は、昔に比べて足しにはならないですよね。

委員 木下次長

あなたたちのまちでしょ。あなたたちでやりなさいということになっている。

副委員長 結城次長

結果的に、そうなっている。それが、地方分権なんでしょうけど。

委員 木下次長

新座なんか、借金があるのにどんどん大判振舞いしてるよな。

副委員長 結城次長

所帯が大きいので、それだけ内在するものがあるんですよね。和光なんか、たかだか 200 億ぐ

らいの予算なんで、それを考えると厳しいですよね。ひとつの学校を造るのは同じ値段ですか

ら。

委員長 上篠審議監

他にありますか。では、各課検討項目がありますので、持ち帰りまして精査していただければ

と思います。

事務局 中根

次回の検討会議の日程ですが、予定表にありますが、改めてメールでご通知いたしますので、

よろしくお願いします。最後に閉会の言葉を副委員長さんが決まりましたので、結城企画部次

長からお願いします。

副委員長 結城次長

皆さん、今日はご苦労様でした。途方も無い経費がかかる話なんですけれど、喫緊の問題です。

今日出た方針のもとに、我々としてできることを粛々とやっていくしかないです。これからも

よろしくお願いします。ご苦労様でした。

閉会１５時７分


