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第３回和光市市立小学校建設検討委員会会議録

平成２２年６月２５日（金）

503会議室

○出席委員

結城浩一郎 山浦丈夫 安井和男 大野孝治 佐々木一弘 小池義明 木下侑三

○欠席委員

栁下和美 西貴美雄 亀井義和

開会１５時３０分

配付資料確認

委員長 上篠審議監

こんにちは。お忙しい中、また、非常に眠い中お集まりいただきましてありがとうございます。

検討委員会も第３回目を迎えるわけですが、今日はですね、いろいろな手続に時間がかかると

いうお話がある中で、建設課サイドでそういった手続のご説明をお願いします。それと、資料

として配りました「新設校の施設（規模）及びﾞ財源」として、素案として校舎等の施設面積

を出しました。その面も含めて建設課サイドからご説明をお願いします。

委員 小池建築課課長

資料をご用意いたしました。この資料をすべて説明する時間がありませんので、簡単に説明を

します。まず１ページをご覧ください。建築基準法の中でどの位の日程がかかるかをイメージ

を表したものです。２ページは、開発行為等の手続フロー、４ページには、都市計画法の今回

学校ということで、どこに該当するか、条例の抜粋です。

はじめに戻りますが、建築確認申請なんですが、国土交通大臣の方からもっと審査を簡略しな

さいということで６月１日から改正になりまして、今までは、７０日から平均１００日ぐらい

でしたが、それを３５日にしなさいという 最短で３５日、不備があるときで５６日です。実

際は、７０日かかるのが、実際１００日かかっていますから、３５日で実際はプラスアルファ

があるのかなという感じです。３５日で行って来いで７０日、１か月くらいはかかるというイ

メージです。次に開発行為を行う場合は、左上に和光市がありますが、真ん中に担当者、都市

計画と和光市のまちづくり条例にもかかります。概ね 1か月ぐらいかかるという感じです。５
ページについては、関係する課です。ここにある書類を添付してもらうことになります。都市

計画法から抜粋、下に１８０ページと書いてありますが、平成 18 年度の改正で、学校が許可

対象になりましたというものです。許可がいりますけれども、審査基準で、2予定建築物 （ｱ）

に該当します。区域としては、既存の集落に属すること。調整区域に該当した場合に、そこは
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集落になっているので、問題ないでしょうということを付け加えておきたいと思います。次に

２４５ページに、学校は開発許可の特例が受けることができます。平成１８年の法改正で、開

発許可権限を持っている市町村等が開発を行う場合、開発許可権者と協議を行い、協議が成立

すれば開発行為があったものとみなす。というものです。各課の開発行為の協議があったもの

のとみなす。ということです。審査基準は、法第３３条、法第３４条に適合していることです。

下水道、ガス、電気、施設内の雨水排水対策とか、調整区域なので厳しいところがあるのでは

ないかというものありますが、外から持ってくる下水管などを調べる必要があると思います。

敷地以外にお金がかかり得る。電気については、電柱は立っているからいいと思いますが、電

柱を立てるとか。あるいは、下水道管、水道管を持ってこなければいけないとか。市としても

お金がかかるとかあり得ます。その次の法第３３条開発許可基準と開発目的別適用関係の表で、

建築物の自己用の１ヘクタール以上の丸印は必要なものになりますよ。その右に、施設の新築、

改修等の進め方についてですが、用地確定、基本設計、実施設計とありますが、実施設計の前

に「市民参加条例」が出るのかなと思います。思いつくままにイメージとして示してみました。

次のページですが、小学校新築工事スケジュールを示してみました。今の段階ではちょっと早

いのかなと思いますが、イメージとして表しました。縮められるものもあると思いますが、標

準的な工程です。ざっと流した説明ですが、これで終わります。

財源については、基準を求めてやると、校舎延床面積は 2,760㎡、運動場面積は 5,000㎡です。
実際には特別教室などを考慮すれば、4,000㎡まではいきませんが、3,760㎡は必要になって
くるのではないか。と思います。

委員長 上篠審議監

これは、あくまでも机上で作った数字でございまして、この検討委員会でも最低でも 3,000坪
必要だよ、10,000㎡は最低ラインだよということで、建築サイドとして、校舎造って、体育館
造って、プール造って、5,000㎡の運動場を用意しなければいけない。計算上は 10,000㎡なん
ですけれども 3,000坪を用意すればこれだけの施設が納まるのかという判断はいかがでしょ
うか。

委員 小池建築課課長

建設前のプランニングも無い状態での算出は、なかなか難しいですけれども、パズル的に入れ

るとちょっと狭いという感じですね。

委員長 上篠審議監

8校の平均が 14,000㎡ですから、できれば 4,000坪ということになるんでしょうけれども。た
だ、最低限これだけなくては開校できないよという面積が最低限 3,000坪で賄えるか。検討委
員会としては 3,000坪、もっとあったほうがいいよという報告はできないので、検討委員会で
は、最低 3,000坪ということで出すかどうか。

委員 小池建築課課長

教育総務課資料の校舎延床面積 2,760㎡、運動場面積は 5,000㎡の基準面積でいけば、3,000
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坪で足りるのではないか。

委員長 上篠審議監

もちろん校舎が大きくなれば、それだけ面積も必要になる。

委員 木下次長

校舎は 3階で抑えてくださいよというのが文科省の通達で出ている。10,000㎡以上だよ。報
告書では、10,000㎡以上ということで。白子小、新倉小も 10,000㎡以上あるので。敷地につ
いては、これくらいの形しか出ないのではないか。

委員 小池建築課課長

基準面積と要求される面積は、これでも 1,000㎡以上は違ってしまうのだから。その分グラン
ドが狭くなってしまうことになってしまうが、基準面積はクリアできる。ただ、小さい学校に

なってくる。建てのことには問題は無い。ただ、その分グランドが狭くなる。後は、位置関係

だ。

委員 木下次長

無駄な造り方をしないということだ。ばらばらに建てるのではなければ、耕地面積が確保でき

る。建築費が変わってきてしまうが。

副委員長 結城次長

既存の施設のことを考えると、複合施設のように建てるということを考えると、かなりいろい

ろな意味で違ってきてしまうのかな。

委員長 上篠審議監

政策的に考えても、地元への開放、地元への交渉のお土産ということも考える必要がある。金

が無いという中で、検討委員会での方向性ということで考えると、既存の施設はそのまま生か

したとして、併設して使えるような建築を。

委員 木下次長

そういう建築を考えた中で、壊して造るのか、既存のものを生かして造るのかという検討が必

要ではないか。まっさらにして新たに造るというのもいいんだけれども、現状を見た中では、

あれを生かした形で建設をする。基本設計の中で、絞って検討していく。無い土地にほしいほ

しいと言っても始まらない。あの区画でいくと 10,000㎡ぐらいしか確保できない。白子小も
持っていこうという数字は、500ではなく、400弱だよね。そのような方向でいかないと。

委員長 上篠審議監

最終的に検討委員会の報告書は表に出るので、議会報告まで。危ない言葉は出さない。ただ、

もうひとつの流出禁止とした裏資料じゃないけれどもうひとつ資料を作って、一回目にみなさ
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んにお配りした学校教育課の学校区をひとつ設定した資料がありましたが、検討委員会では、

こういうのを基礎に検討を始めたということを表書きにして出そうかなと思います。

委員 小池建築課課長

実際、どの地域で建てなければいけないというのは先送りということですか。

委員長 上篠審議監

裏資料には、児童センターを含んだ東側地域でいきますが、本来の報告書には、下新倉地域内

です。地権者あっての話なので。

委員 小池建築課課長

ただ、その地域で想定されるのは、先走ってはいけないが、市街化調整区域なんでギリギリの

スケジュールになるということを言っておきます。

委員長 上篠審議監

調整区域については４月の段階では、農転の場合は、届出が必要になってしまいましたので、

市の農業委員会に出すだけで終わりだということは確認していますけれど。できれば次の会議

のときに、農業委員会事務局に来てもらって、検討委員会では、ここにこのように考えている

のだけれども、農業委員会ではどうか意見を聞こうかと思っています。併せて、児童センター

関係でこども福祉課に意見を聞こうと思います。児童センターについては、25年前に建設し
た経緯がありますので、話がくすぶってしまうとうまくいかない。

委員 佐々木都市整備課主幹

都市計画決定については抜けてしまっているのですが、とるということでいくのですか。いつ

とるのか、この問題とかみ合わせていかなければならないと思うのですが。

委員長 上篠審議監

いつの段階といっても、前もって出せないから。地権者が 10人いれば 10人が、売るという方
向になってから、都市計画決定だから。

委員 佐々木都市整備課主幹

うまくいけば、1年ぐらいで手続が済むと思うのですが。

委員長 上篠審議監

市長のほうには、都市計画決定をしたらどうかという話はしてあります。時間がかかりますが

と。

委員 佐々木都市整備課主幹

254バイパスについてですが、ふたりの議員から質問が出ました。水道道路については、市と
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して要望している以上、頭に入れておかなければいけないと思うんですね。要望しておいて、

小学校ができるとはどういうことかということです。でも問題ないということであればいいが。

ルールが決まっていないので。

委員長 上篠審議監

和光インター線から板橋に抜けるというのは昔あって、なくなってしまったわけではない。吹

上赤池線を変更したのだって、外環の側道ができたから消えてしまったんでしょう。要望があ

るのかもしれないけれど、それだったら水道道路の歩道を 3メートルぐらいで造っていってし
まうとか。水道道路に面している産廃業者は、土地の交渉に行くことになると思うが、代替え

の話になると思うんですよ。そうすると、行政が、産廃の代替地を用意するかということにな

る。松ノ木島しかないし、地権者から怒られちゃう。

委員 佐々木都市整備課主幹

埼玉でも、産廃をどうするんだという話があった。たまたま今回の 6月定例会で、この付近の
拡幅事業でやってしまえばいいのではないかという話がありました。

委員長 上篠審議監

254の延伸を要望しながらも、部分部分買っていくという事実を作っていかないと。産廃業者
も次はうちに来るんだなと思わないか。

委員 木下次長

254は、県ではやらないということになった。市のほうから要望が出て、それで終わった。

委員 佐々木都市整備課主幹

期成同盟会として要望をしている。

委員 木下次長

それだけなんだ。前あれが出たときには、東京都のホテルまで真っ直ぐ抜けるようにしてほし

いということだったが、知事のほうでダメだということで、その話は終わっていたんだ。それ

で市としては、どこを抜けるかということで、3通りぐらい案があった。国も県もできないよ
と言ってたんだ。はっきり言って。ちょっと厳しいのかな。県の金できれいにしてもらうのは

無理なのかなと思います。254を整備していくうちに歩道も整備していけば、産廃もいなくな
るんじゃないか。自分のほうで身銭を切らないときれいにならないのではないか。小学校があ

あいう施設を持っているけれども、買えばいいんだから。そういう形でとらえるべきだ。

委員長 上篠審議監

用地の確保ができて、学校の位置が決まって、学校区の変更委員会等を開いて、児童数が出て

きて、学校建設委員会を立ち上げて、関係者や有識者が入って、どういう学校を造るとかで施

設計画を立てる。このときに、児童数の推移からこのくらいの規模の学校を造るというふうに
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なると思います。だから、そのちょっと前ぐらいから申請の準備に入らなければならない。

委員 小池建築課課長

全体のイメージの中で、用地あっての話なんですけれども、用地を買って次にやることを決め

ないと。

委員 木下次長

これで、場所が設定されたわけだから、法的な要件というのはわかるわけだよね。また、その

法的な要件によっては、手をつけられないかもしれない。概ねここを買いたいんだよという段

階において、事前協議をオーバーラップさせないと間に合わない。

委員 小池建築課課長

道路幅がこの施設だと 6メートル以上なくてはいけない。これを大前提に土地を買うんだけれ
ども、違う場所であれば、事前相談しておかないと、買っても建てられないということが出て

しまう。

委員 木下次長

多少こういう建築許可にも関連してきてしまう。だから、用地を絞って同時進行でもいいのか

なぁと思います。

委員長 上篠審議監

用地の確保が大前提だ。

委員 木下次長

場所が決まれば、そういうことを進めていって、概ね 3階建てのこういうものだということを
イメージ描いていかないと協議にならないから。

委員 小池建築課課長

あそこであれば、問題はないと思うが、調整区域ということで制約がかかる。

委員 佐々木都市整備課主幹

状況見て、都市計画決定してしまったほうがわかりやすいと思います。

委員 木下次長

都市計画決定は、あくまでも地主さんの意向ということで、税金が何とかならないのかという

ことであれば、そういう措置があるんだという意向を踏まえてだよね。結局、都市計画決定か

ける場合には、反対側からも意見書を出せる可能性がいっぱいあるんだから。

委員 木下次長
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だから、そのときの流れ次第でいいと思います。

委員長 上篠審議監

次回のときに、こども福祉課にも来てもらうという話をしましたけれど、まず、児童センター

と保育施設の既存の施設なんですが、委員会の報告としては、必要な施設であって、既存の施

設を含めて更に検討が必要であるという程度ぐらいで報告すればいいですかね。であれば、あ

えてここに来ていただかなくてもいいでしょうか。

委員 木下次長

農業委員会は調整区域にかかわるので、 建てるとなれば、ここで真剣に考えていかなければ

ならない。

委員長 上篠審議監

平成 25年までには、小学校どころではなくなってしまう。地元への開放、できれば、集会施
設くらいの整備があればいいのではないかと考えている。施設の開放ということを全面に出せ

ばいいと思う。あと、実施計画に載せていくようになると思いますが、小池さん、先ほどの新

設校建設費用及び財源の で施設建設費を出しましたが、校舎㎡単価 30万円、体育館㎡単価
25万円、プール㎡単価 30万円ということで、④から⑦はこれらに含むということで削除した
ほうがいいでしょうか。

委員 小池建築課課長

④はいいかもしれないが、⑥と⑦は全然足りないんじゃないでしょうか。

委員長 上篠審議監

造成は、後で出てきますが、量と深さで出てくると思いますが、下水のほうで調整池機能を造

るように言われていますので、雨水対策が一番大変なんじゃないか。調整池機能では、掘るだ

けじゃ済まないので。④の電気機械設備は、造成と外構は掴みで出ますか。

委員 木下次長

これは、実際基本設計に入っていかなければわからないことで、見方によれば、こんなにする

のとか出てくるので、このままでいいのではないか。

委員長 上篠審議監

次に、用地費 10億等の数字が出ましたが、また、財政課さんのほうには相談に行きますが、
現段階では国庫負担金を 7億と仮定し、約 16億を借り入れとする。16億について、どのくら
いの期間で償還となるか、確定したいのでお願いします。

副委員長 結城次長

25年と決まっているから。
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委員 安井次長

国庫負担金を 7億で、16億を借り入れということで、どのくらい借り入れを起せるかという
ことですね。どのくらい持ち出しができるのかということですね。全体的に見ても、今は基金

がないという状況ですね。

副委員長 結城次長

それに、児童センターとかが入ってきてしまうと、期間的にどうなるかわかりませんが、滑川

みたいに PFIとかでないと資金調達ができないと思います。貸してはくれるとは思いますけれ
ども。

委員 小池建築課課長

社会福祉施設は PFIは馴染むけれど、学校施設の PFIは馴染まないと思います。

委員長 上篠審議監

今学校は多いです。PFIを導入しているところは、規模が大きいです。

副委員長 結城次長

社会施設とかの複合施設で、PFIは財団法人で、仕様書は大体決まっている。PFIは何年かか
けてやらないと。今のような逼迫した状態だと、そんなことやっている暇がない。そのうち、

子どもがあふれてしまうという状態になってしまいますよ。

委員長 上篠審議監

一番肝心な用地に入りますが、用地を買うための借金、金借りて基金に当てるということはで

きるの。

副委員長 結城次長

それはできない。

委員長 上篠審議監

例えば 1件承諾をもらったとして、1億として、市のほうでは金がないから民間で金を借りて
買うのか。

副委員長 結城次長

2年 3年後に具体的な計画があるならば借りられますよ。

委員長 上篠審議監

だったら、公社が買って、市が分割で払うということはできるのか。

委員 安井次長
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そういう場合、税金の関係で、例の税の控除の関係が。

委員長 上篠審議監

開発公社で買ってもらって、普通財産として総務課で管理してもらって、最後にまとめて行政

財産とするのが流れなのかなぁと考えています。

委員 木下次長

はじめの 2億、3億ぐらいはなければ話にならないんじゃないか。

委員長 上篠審議監

通帳に残高がない通帳持って、この車いいねというようなものだ。だから、基金は基金で積ん

でもらって、公社のほうで買収していただく。というのがいいのかな。今後は、7月 14日の
政策会議で中間報告をします。市長には、市長が自分から発信しなければ始まらないよと、こ

の間も伝えました。

委員 木下次長

よしやろうという意思決定の判断をもらわなければ、この先はなかなか進まないよな。

副委員長 結城次長

概算でもいいから、23年度の実施計画に出さないと。

委員長 上篠審議監

実施計画には、この額を載せていくしかないか。

副委員長 結城次長

資金計画は、分かりやすいものを作るしかない。

委員 木下次長

今度委員長のほうから、報告してもらって、財政面のことも出てきているので、ゴーサインを

出してもらわなければこれ以上進まない。

委員長 上篠審議監

それでは、委員のほうから何かありますか。こちらからは、7月に政策会議で中間報告をしま
して、最終的な報告書案を作りましたら委員のみなさんにお配りして見ていただきまして、赤

字訂正をしていただきまして、7月を終わりたいなと考えております。8月の末までには報告
を出していきたいなと思います。

委員 木下次長

中間報告の内容と政策会議での結果を各委員に報告してください。ゴーサインを出してもらわ
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ないと、いくら検討したって。議会が終われば予算が始まって、どこでどうするのか。

委員長 上篠審議監

公社で買うとなると、実計は教育総務課でやるのか。

副委員長 結城次長

財政との調整になるので。

委員 木下次長

できるだけ早く、地権者に打診できるようにしなければ。また、打診するのはどこでやるのか。

委員長 上篠審議監

では、またメールを使って連絡をしますので。次回は、予定どおり 7月 23日 3時 30分から行
いますので、よろしくお願いします。

閉会１６時４５分


