
1

第４回和光市市立小学校建設検討委員会会議録

平成２２年７月２６日（月）

401会議室

○出席委員

結城浩一郎 山浦丈夫 安井和男 佐々木一弘 栁下和美 小池義明 木下侑三 亀井義和

○欠席委員

大野孝治 西貴美雄

開会１５時３０分

委員長 上篠審議監

お忙しい中ありがとうございます。第４回の検討委員会ということで、先日政策会議のときに

ですね、報告書案の内部資料を示しました。皆さんのお手元にも全く同じものがあるんですけ

れども。政策会議の中では、意見が出ていない状況で、市長からも意見が出ていない状況です。

これから、用地交渉に入っていくわけですけれども、地権者があっての話なので、政策決定を

したほうがいいかということですが、内部資料で出しているとおり、児童センターが入ってい

ますけれど、併せると 3,800㎡ありますので、それを利用したほうがいいのかなと内部資料が
出ています。ざっくばらんな話、付議事項で政策決定したほうがいいんでしょうか。

委員 木下次長

いままで 3回やってきて、財政的、施設的な面からかなり検討してきていると思うんですね。
ですから、市長も学校は政策決定として建てるんだという意味で、初っ端建てるんだという判

断の元で検討してくれと言われて、協議しているわけですから、もうそろそろはっきり、位置

だとか決めていかなければいけない。この検討委員会でも、何が重要かといえば、やはり土地

だと思うんですよね。土地を重要とすることから、場所をどこにするかを決めていくことが必

要なんだと、いつまでもこの辺ですよという話ではないだろうと、お金の関係でもある程度場

所を絞らない限りは、煮詰めた話ができないんではないかということなわけです。市が一丸と

なって取り組んでいくんだという中においては、場所もある程度まで明示した中で、政策のほ

うでこれで行きます。ということでないと次に進めないじゃないか。用地交渉でね。次のステ

ップとしてどこまでやらなくてはいけないのか、見えないんですよね。全体として、用地交渉

に行くのか。交渉してきた内容をここでまた検討するのか。検討委員会では、場所が決定して、

政策決定がされて、お金の検討も、場所が決定して詳細になってきた段階でもう一度検討しろ

というのか、今ここで、お金の問題、土地の問題ということを話しても後戻りしているのだか
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ら、場所も政策の中である程度決定してもらって、発信していくことしかないのではないか。

委員長 上篠審議監

例えば 8月 11 日の政策会議に挙げたとしても、議事録ができるのは来月ですよね。その前に
用地交渉に入ってしまおうと思っているので、８月の政策会議に位置を特定する付議事項だけ

でしょう。

副委員長 結城次長

建設検討委員会なんで、あくまで建設するという方向でやっているので、今までの経緯をもと

にして、用地交渉に入っていくわけですけれど、あとは、どういう提言ができるかというと、

細かいことになってしまうと組織を立ち上げて、そこに引き継ぐしかないと思います。費用計

算や、複合施設の検討など専門にプロジェクトを立ち上げていかないと無理な話なんで、要す

るに場所の特定を答申するぐらいまでなのかなぁと思います。

委員長 上篠審議監

検討委員会としては、ここが最適だろうと。それで役割は終わりだろうと。

委員 佐々木都市整備課主幹

場所が決まらなければ、話にならない。場所と規模が決まらなければ次のステップに進めない。

委員長 上篠審議監

規模だ、予算だというのは、用地ありきの話だ。

委員 佐々木都市整備課主幹

そこを押さえていかないと、施設はどう使うのか。都市計画決定はどういうふうにするのか。

その他上下水道の開水も含めて決められない。今回調整区域を視野に入れているわけですから、

農転をどうするのかという話も出てくる。制限道路の定義をどうするのかというのも当然出て

くると思います。そうなると、規模を含めた土地が決まらないことには。

委員長 上篠審議監

いずれにしても、下新倉を含めた区域で、最低でも３千坪ということで出しましたから。用地

交渉に行くしかないなぁと思います。

委員 佐々木都市整備課主幹

市全体のお墨付きをもらわないとならない。ここで決めないと次に進めないと思います。行っ

てしまって用地交渉してダメでしたということにはできないと思う。区画整理などは都市計画

決定をしているから行けるというのもあるわけで、政策決定と都市計画決定とは違うと思いま

すが、市の意思として行くわけだから。それがないと。
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副委員長 結城次長

どのタイミングで公表するかというのも、とてもデリケートな問題だと思うんで。

委員 佐々木都市整備課主幹

こう聞くと、都市計画決定と政策決定が一緒になってしまっているというのが 即座に公表で

きないこともあると思うんですよね。すべてのことを即時オープンにすることが正しいことで

はないということがある。

委員長 上篠審議監

地権者回りして、ここだけ特定しているんじゃないよ。最低でも３千坪用地が確保できるかど

うかなんですよ。という前提でいくのか。

委員 佐々木都市整備課主幹

用地交渉で、ここじゃなくていいんだということで話ができるわけではない。

副委員長 結城次長

公表できる段階ではないので、地権者のところに行って、先に情報を入れておいて、顔を繋い

でおくしかないのかな。

委員長 上篠審議監

それを市長にやってもらいたいんだが。市長がああいう状態だから。

副委員長 結城次長

検討委員会では、ここが最善の場所ですということで提案を出して、政策決定を受けて用地交

渉に当たっていくということになるのでは。

委員 佐々木都市整備課主幹

ものすごく早く終わった事例を見てきましたが、それは、町長さんが先頭になって事業を一緒

にやっていきましょうよと。二百何十人の地権者を市長が回って、それから担当が動いたと経

緯があったそうです。今回小学校やるといった第一人者が出て行ってもらわないと意味がなか

ったよね。

委員長 上篠審議監

やっぱりトップが動かないと…。

委員 佐々木都市整備課主幹

やり方としては、切り札を最後まで取っておくというのもあるんでしょうけどね。

委員長 上篠審議監
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いずれにしても、８月１１日の政策会議で、検討委員会としての位置の提案という形で出させ

てもらって、用地交渉に入ると。

委員 木下次長

中間報告ではないけれど、先ほども言ったけれど場所の特定というのがメインで、財源的なも

のも大野さんから聞いて、安井さんのほうからも財政的なものも聞いてある程度分かっている

んだけれども、何しろ土地が大事ということで、打診させていただかないと先には進めないん

じゃないかという話だよな。実際進めるに当たっては結城さんが言ったように、建設の詳細に

ついては委員会を作っていかなければいけないと思うんですね。それには、土地の手立てが付

くかということが、一番でっかいと思うんだよね。検討委員会では、施設面、財政面からもこ

こがベストだろうという中では特定していかなければならないんですよと。公表するかどうか

は、影響があるから。検討委員会では、土地の手立ての打診のなんと言うか、相手の出方は伺

いますよということだよね。後は、市長さんが出て行かないと理解が得られないだろうという

ことだよね。

委員長 上篠審議監

今月の政策会議に出していて、これ以上話が進まないんだよね。もう一回念押しで。

委員 木下次長

検討委員会としては、相手方に打診していきますということだよ。市長報告して、とりあえず、

それで一度は終わりだよ。そういう結末にしていかないと。

委員長 上篠審議監

用地さえ手に入ればね。

委員 木下次長

いつまでもというわけではないんだから。土地があったって２年。

委員 小池建築課長

基本設計で１年半から２年、工事で 2年の４年。場所が決まってからでも４年はかかる。

委員 木下次長

これから先、土地を決めて５年以内で完結しないと間に合わない。５年以内であれば、財政的

においてもこのくらいですよ。一番ピークというのは分かっているわけですから。

委員 小池建築課長

これから、また何とか検討委員会を立てたらまた１年だよ。間違いなく。

副委員長 結城次長
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いま市民参加がはやりなので。

委員 木下次長

ある程度だぶってやれるとはあるんじゃないか。平行してやれることもあるんじゃないの。都

市計画の問題についても。

委員 小池建築課長

どこまで、この検討委員会で求められているのかということを確認したいんだけど。ある程度

素案的なものも作りましたが、これをもって、この中でも言いたいことはあるんだけれど、中

間報告ということであれば、再度中間報告ということで確認させていただいて、方針を決めて、

次は用地に着手するよというように筋書きをきちんとしておかないと。

委員 木下次長

検討を進めてきた結果、今後次に進めるためには、地主さんと出方などをお伺いするという形

で進めて行きたいと。

委員 佐々木都市整備課主幹

半分ぐらいが賛同したら強行してやるのか。１割２割しか賛同しないのであれば、場所を検討

しなおすのか。

委員 安井次長

交渉の話の切り口が重要だと思います。それにはやっぱり、トップの意気込みを見せないと。

委員 佐々木都市整備課主幹

逆に選択肢がなくて、どうしてもここを取得しなければならないとなれば、どうしたらいいか

ということになるんだ。都市計画決定し、収用するまでのカードを切るのかということになる

と思います。

委員 安井次長

なぜ、そこでなくてはいけないのか。そこの理由付けを明確にする必要がある。これだけの地

域の中でここに絞った説得性が肝心だ。

委員 木下次長

そこを選定した理由は明確にしていいわけですよ。第２案はどこ、第３案はどこということで

はないわけだ。現実として協議した中で出ているわけだから。

委員 佐々木都市整備課主幹

そこでだめにならないようにうまくやって…。
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委員 栁下道路安全課主幹

やり方としては、場所を決めてやるしかないですよね。動くためには、決定がないと動けない。

委員 木下次長

後は、ダメだったらというようなことはあまり考えないでいいと思うんだよね。ここなんです

よと。それは、この後出てくるいろいろな課題の中で対応せざるを得ないし、後退はないと言

っているんだから。

委員長 上篠審議監

理由は、3,800㎡の私有地ぐらいだよね。

委員 木下次長

学校の面積で、最低でも 10,000必要ですよ。白子小学校の地域内から限定して絞ってきてい
るわけですから、市街地にはまとまった土地がない。調整地区を見たときに、レインボーの方

だと遠すぎちゃう。

委員 小池建築課長

白子小学校がパンクしちゃうから、学区内でなおかつ新倉小学校も入れてということで、だか

らそこなんだということを報告書に入れて位置づけすべきだ。

委員 木下次長

新設校の基本方針のところに、それを入れなければいけないのかなぁと思います。地域性の適

正バランスが大事なんで、当たり障りのないことしか書いていないから。基本方針としては、

市内全体では 8校でも、バランスが悪いんだよということだから、地域バランスの是正をメイ
ンに入れて押さえていかなければ本来弱いかなぁと思います。これだと、学校は、こういうの

を造りますよ。こういうのを造りますよ。といっているだけだ。

委員 小池建築課長

この位置だということを入れないと、何ゆえこの位置だということを。経過では、入れている

んだけれど。

委員 佐々木都市整備課主幹

地権者側からすると、基本方針を見たときにこれにうたわれているから、あなたのところなん

ですよと説明を受けたほうが、気持ち良く納得する。

委員 木下次長

現実、政策会議をやって親方も動かないという状態じゃあ。方向性をつくっていかなけりゃし

ょうがないでしょう。いつまでも議論ばっかりして、こうなったらいいね。こうなったらいい

ね。と言っていてもしょうがない。審議監に打診してもらって用地交渉に入るしかないでしょ
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う。

委員 小池建築課長

他にないんだったら、そこだということを方針に書くしかないんじゃないか。

委員 安井次長

我々が一丸となってやっていくということでしょ。その一丸となってということが良くわから

ない。一丸なのか。二丸なのか。

委員 小池建築課長

方針 は、こんなことより最低限必要な施設を造るというようにバチッと書いちゃったほうが

いいような気がするんですが。学社共用みたいなことをあまり盛り込まないほうがいいと思い

ます。

委員 安井次長

施設方針は、これでいいんだけれど、建設方針みたいなものを位置づけていくみたいなことの

ほうがいいのではないでしょうか。

副委員長 結城次長

地域住民を巻き込んでいかないとなかなか、あとあと出てきちゃうんで。そういう条件があっ

て、消去法で最終的にここになったという方法で、要するに話し合ったことだと思うんですが。

北側地域に将来を展望した新設校の設置が望まれるというのではなくて、絶対にやらなければ

ならないというふうにしたほうがいいのではないか。

委員長 上篠審議監

経緯のところにストレートに場所を入れてしまうということですか。こういう南北格差とか、

学校状況のこともあって、ここに造らなければならないんだと。

委員 木下次長

学校施設としては整っている。が、社会情勢などでバランスが崩れてきているんだから、今の

現状にあった配置ができなくなってきている。地域間の格差の中で、こういった検討委員会を

設けて、適正規模、適正配置などを重視した中で検討した結果、場所的には、面積的には、こ

のくらいがいいというのが出てきている。将来的には、北側地域にも学校のみならず、公共的

な施設も必要ですよということでうたわれているということで捕らえればいいんじゃないか。

通学区の変更などはここではうたえないことだから。権限がないんだから。

副委員長 結城次長

基本的には、施設の偏在と人口の偏りが出てきているということで、学区の変更や学校選択制

などでは限界があり、新たに学校を建設するしかないという形なんでしょうね。それをしなけ
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れば根本的な解決にならないということでいいんじゃないですか。

委員 木下次長

政策会議は、今度は 8月の 11日。意見が出ないのなら、地域住民に打診しないと。あえてし
ないと。

副委員長 結城次長

最終答申には、無理かと思います。ここまで決まりましたということで、最終答申と 11間に
合わないと思います。今の状態がこれで、これから用地交渉にかかる展開が進まないのでとい

う説明をすれば。

委員長 上篠審議監

もう一回中間報告という形で。

委員 木下次長

このまま待っていても円滑に進まないんだから、悠長に待っていられないんだから。

副委員長 結城次長

ひとつひとつのことにもう少し肉付けしていったほうがいいのではないか。

委員長 上篠審議監

11日のは、今の状況を付議ではなく口頭で言うか。

委員 木下次長

検討委員会では方向付けを出しているのだから、言われているより先を行こうというわけだか

ら、打診していきましょうよということで。そうじゃなきゃ先に進まないということで。そう

いう形で 11日に出してもらって、どうですか委員長。だってね、いまさら 5年とか待てば財
源がどうのこうのというわけではないわけではないでしょう。どうにもならないことをやるん

だから。

委員長 上篠審議監

加筆があれば報告をもらうということでいいですか。

委員 木下次長

あと、こういうものがあればいいんじゃかいかというものがあれば、審議監の方に出してもら

えれば。それをまとめてもらって、こういう形で出すんだけれどもとしてもらえれば。

委員長 上篠審議監

今月 30日までに、意見があればメールでください。報告ですが、7月 16日の金曜日に陳情代
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表者の吉田さんのところに行って、20日に新倉の桜井さんのところへ行ってきました。二人
とも陳情者なんですが、地権者ではないので、こういう形で動いていますということを話して

きました。その中で、吉田さんが複合施設のことも言っていました。少子化で子どもがいなく

なってしまうことがあるだろうと。学校施設だけというよりは、福祉施設を備えた複合的な施

設のほうが、理解が得られやすい。

委員 木下次長

下新倉のところは過去にだまされたということが強烈だったなぁ。保育クラブは今年度中に出

て行ってもらうといっていた。仮で造っているんだから出て行ってもらうとのことでした。

桜井さんのところにいった時も白子小学校の保護者のほうに報告をしておいたほうがいいの

ではということを言われた。新倉小学校はそれほど熱くなかったらしい。

委員長 上篠審議監

加筆だけよろしくお願いします。次回予定は、8月 27日ですが、議会の関係と重ならないよ
うに早めに連絡をします。ありがとうございました。

委員 木下次長

次回のときは、8月 11日の結果がわかるんだな。

閉会１６時３６分


