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第６回学校建設準備委員会会議録

日時 平成 25年 10月 25日（金）午後３時から４時 35分
場所 全員協議会室

出席委員 16名
欠席委員 ３名

傍聴者 17名

--------------------------------- 開 会 --------------------------------

事務局 皆さんこんにちは。定刻となりましたので、これより第６回（仮称）和光市立

下新倉小学校建設準備委員会を開催いたします。最初にお手元の配布資料を確認

いたします。本日の資料は４つあります。

（ ------ 資料の確認 --------- ）

不足のある方いらっしゃいましたらお願いします。いらっしゃらないというこ

とですので、それでは、委員長の挨拶をもって開会となります。

委員長、よろしくお願いいたします。

委員長 皆さん、こんにちは。幸いに心配された台ふう 27号も 日本列島から離れてお

り、ちょっと安心したという状況です。本日は足元の悪い中をご出席を賜りまし

てありがとうございました。当委員会第 6回ということで、第１回は７月 29日と
いうことで委員会のほうを進めてまいりましたが、本日は第４回の協議事項につ

いて頭を整理する意味で報告をさせていただき、また第５回の準備委員会では、

狭山市の入間川小学校を視察していますので、それの報告、またパブリックコメ

ント、さらに説明会・意見交換会での意見内容についても委員の皆様にご協議い

ただく、こういうことを予定しております。そして最終的には（仮称）和光市立

下新倉小学校建設報告書案について、協議していただき、決定していただきたい

と思います。こう考えていますのでよろしくお願いを申し上げます。

それでは、協議に入る前に日本工業経済新聞社埼玉支局の菊池記者から当委員

会について写真撮影をしたいという申し出があります。委員の皆様にご異存がな

ければ許可したいと思います。それでは、菊池記者冒頭だけでお願いします。

（ ------- 写真撮影あり -------- ）
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それでは、協議のほうに入ってまいりたいと思います。まず、レジュメにあり

ますとおり、１の準備委員会の第４回協議事項について説明をお願いします。

事務局 皆さん、こんにちは。事務局室長補佐の長坂です。それでは、説明のほうを担

当させていただきます。よろしくお願いします。着座にて失礼します。第６回（仮

称）和光市立下新倉小学校建設準備委員会、こちらの資料をお手元にお願いしま

す。１ページをご覧ください。

（ ---------- 資料の１ページから４ページを説明 ---------- ）

続きまして、 お手元に狭山市立入間川小学校視察報告書をお願いします。

（ ---------- 視察報告書１ページから８ページを説明 ---------- ）

続きまして、「「（仮称）和光市立下新倉小学校の建設計画について」の説明会及

び意見交換会」となっている資料をお手元にお願いします。（仮称）下新倉小学校

について２回の説明会及び意見交換会を行っています。10月８日 15時から新倉小
学校、10月 9日 19時から坂下公民館で行っています。なお、対象となりました
「（仮称）和光市立下新倉小学校の建設計画について」は、第 4回準備委員会での
審議を踏まえた内容のものとし、稟議の上で 9月 27日に各委員への配布となって
います。資料の構成をご説明します。こちらは 2ページの構成になっています。

（ ---------- 資料の１ページから２ページを説明 ---------- ）

続きまして、パブリックコメントについての説明を行います。10月 2日から 10
月 21日の期間で実施をいたしました。資料の構成を説明します。両面で 5ページ
となっております。意見は原文のとおり受付順に掲載し、回答案を併記しており

ます。また、報告書案欄は先ほどと同様で、こちらは事務局で作成した報告書案

となっていますので、委員会での審議をお願いします。その上で、回答といたし

ます。

（ ---------- 資料の１ページから５ページを説明 ---------- ）

パブリックコメントに対する回答は以上となります。続きまして、「（仮称）和

光市立下新倉小学校建設報告書（案）」をお手元にお願いいたします。各委員には、

事前配布をさせていただき、本日までに沢山のご意見をいただいております。そ

れを踏まえた上での報告書の最終案を本日お手元にお配りしております。本日の
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説明は、報告書の最終案を持ちまして説明していきます。それでは 1ページをご
覧ください。

（ ---------- 報告書案の１ページから９ページを説明 ---------- ）

報告書案の説明は以上です。パブリックコメントに対する回答案及び報告書案

について、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上となります。

委員長 はい、ご苦労様でした。それでは順次協議のほうを進めてまいりたいと思いま

す。まず、第 1でございますが、第 4回準備委員会の協議事項についてご確認を
させていただければと思います。「意見に対する方向性と決定事項について」でご

ざいます。この結論または方向性についてご確認をお願いしたいと思いますが。

（しばらく各委員が確認。）

特に、この内容でよろしければ次に進めさせていただければと思いますが、よ

ろしいですか。

それでは、これを踏まえた本日の協議ということでよろしくお願いします。

次に、説明会の内容でございます。１/２ページ、２/２ページについてでありま
す。これについては、順次重要なことでございますので、確認を一つづつさせて

いただければと思います。

まず、１の周辺の交通安全対策でございます。説明と回答、これについては当

日このように回答したということですが、これに関してご質問等があればこの際

お願いできればと思います。

（しばらく各委員が確認。）

よろしいでしょうか。次が学校施設の安全対策についてです。これに対する説

明回答について、確認等があればご発言をお願いします。

（しばらく各委員が確認。）

次にまいります。３、施設の整備要望に関してでございます。これについて説

明回答について、確認等があればご発言をお願いします。副委員長。

副委員長 よろしいですか。これまでの話の中で、オープンスクールという捉え方とオー

プンスペースという使い方があります。これの用語整理をしておく必要があると

思います。オープンスペースというのは、学校の教室から連続的に広がる学習空

間という捉え方なのです。これは別に学校建設用語でも、専門用語でもなんでも

ないのですけれど、一方、オープンスクールという言葉もよく使いますね。オー

プンスクールというのは、子供たちの能力とか、適正に応じて個別の教育計画を

立てて、開放された空間で自主的な学習ができるようにしていく、という捉え方

なのです。ですから、我々が使っていく用語としてはオープンスペースを取り入

れていくという捉え方をしていただければと思います。
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委員長 次にまいりたいと思います。２/２ページの方へお願いします。建設予定地に関
してでございます。これに対する説明回答について、確認等があればご発言をお

願いします。山田委員。

山田委員 ５番の下新倉児童センターで地域の方がグランドゴルフをやっておられますが、

今後はどうなりますか。

委員長 事務局よろしいですか。これはどちらですか。山田委員、今順次確認をさせて

いただいておりますので、意見に対する回答ということで、今の児童センタ―の

件につきましては、次のパブリックコメントのところで確認させてもらいます。

次の場面でお願いします。（しばらく発言を待って。）よろしいですか。

次は、意見交換会についての説明回答については以上とさせていただきます。

次に、パブリックコメントについてでございます。これについては回答の案と

いうことです。当委員会において、協議をお願いしたいと思います。ナンバー１

の回答案、交通安全対策についてでございます。「新設小学校の周囲の道路と予定

地外周の歩道について」ということでの回答でございます。これについては、こ

の案ということでよろしゅうございますか。

山田委員。

山田委員 この歩道は、学校敷地内に作るということですか。

委員長 これまでの議論ではそのような協議であったと思います。よろしいでしょうか。

次に、２にまいります。新設小学校の起工が一つの区切りというような考えで

どちらかというと、行政的な判断ですので協議ということでなく了承ということ

でお願いできればと思います。よろしいでしょうか。

次にまいります。３の省エネルギー化に対する回答でございます。「省エネ機器

の導入及び太陽光パネル、緑のカーテンなどについての環境に配慮したものとし

ていきます。」このような内容ですが、よろしいですか。

次に４にまいります。地域交流ができるエリアの設置要望です。これについて

は、「地域に開放できる多目的スペースを配置していきます。」ということでござ

います。これについては、次の報告書の案にこのようなものを反映し記述してい

くということになりますので、先ほどの事務局の説明ではその分の説明が入って

いたというふうにご承知をいただいているものと考えておりますけど、これでよ

ろしいでしょうか。（しばらく発言を待って。）

はい、次にまいります。５番、下新倉児童センター、学童保育クラブに関する

回答でございます。「体育施設やグランドについては、既存施設として残すよりも

新設小学校に併設することで、総合的に使いやすくし、地域開放も視野に入れて

利便性を図ってまいる。また、駐車場については、学校用駐車場との併用により、

収容規模の向上を図り、人と車との分離ができる配置にしていきます。」こんな回

答案でございます。山田委員。
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山田委員 さっきの話ですけど、意見の中にありますとおり、地域の皆さんがグランドゴ

ルフを行うに、あの広場を使わせてもらっているのだが、今後はグランドゴルフ

ができるのか、できないのか。

委員長 パブリックコメントの回答案としては別ということで回答を。事務局よろしい

ですか。グランドゴルフについて。

（「７番のときでいいです。」という声あり。）

よろしいですか。では、５番については、このままでよろしいでしょうか。

（しばらく発言を待って。）

はい。次は６番にまいります。「学校施設として児童が活用しやすいものとして

いきます。なお、洪水時の避難所として指定はされていませんが、浸水対策も考

慮したものとしていきます。」このような回答でございます。よろしいですか。

（しばらく発言を待って。）

次、７にまいります。「保育クラブについては、仮設計画をしていきます。児童

センタ―については、工事期間中の利用について、今後対応を検討してまいりま

す。」ということです。

（「じゃ、私の聞きたいことは、これから検討ということですか。」という声あり。）

委員長 事務局お願いします。

事務局 グランドゴルフの件だと思いますが、今後、事務局としても、検討するという

形で回答させていただきます。

（「はい、じゃ、よろしくお願いします。」という声あり。）

委員長 回答案については、事務局にお任せいただきますか。失礼しました。事務局と

いうより、委員長、副委員長に一任ということでよろしくお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。

（「はい。」という声あり）

次は、８番でございます。産廃施設、中間処理施設に関する回答でございます

が、また、交通安全対策に関するものも含まれております。よろしいですか。中

村委員。

中村委員 遅れてきて申し訳ございません。この周りですね、うちの方でも毎年交通安全

の改善要望ということで出させていただいてはいるのですが、徐々にではありま

すが改善はされてはいるのですが、ここの道路は、通学路になっているのに、バ

リケードをわざわざ外してまで通る車がいて、警察にも何年か前にお話をして時

間帯に立ってもらうこともしているのですが、なにせ、抜け道になっている。ど

うしても昭和通りが混んでいて、笹目通りに出るのに時間がかかるから、一本こ

っちのこの道が抜けてくる車が多いのです。ですから、周りに歩道を付けるにし

ても、昭和通りからのアクセスについても、もう少し配慮をいただいて子供が安

全に通学、登下校、もしくは終わった後も遊びに行く、学童に来る、児童センタ
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ーに来るのに安全なように歩道の拡充を重点的に、あと車両が通行できないよう

に、減らすような方向とか、そのような感じのことを配慮していただければなと

思うのですけど。私もあそこの交通事情はちょっと厳しいのかなと思っています

ので、道路安全課を含め警察の方と交通量調査をしていただき、どんなものかを

見ていただきながら、より良い学校にしていければなと思っています。

委員長 この件について、委員にご意見。はい、副委員長。

副委員長 基本的には、あそこに学校ができると当然周りの環境整備をしていかなければ

なりませんよね。通学路の指定もしていかなければいけません。その際に、スク

ールゾーンを設けなければなりません。これは、地域の皆さんのご理解をいただ

きながらやっていくしかないわけですけれども、そのような配慮をしていかなけ

れば、安全は確保できないと思います。（しばらく発言を待って。）

委員長 回答案について、ご意見はよろしいでしょうか。若干、今警察という意見もあ

りましたので、表現として、関係行政機関という表現を入れたいと思いますが、

よろしいですか。はい、鈴木委員。

鈴木委員 警察、関係機関はもちろんですが、学校建設に近いところの自治会に対しての

説明会とか、自治会の考えも聞く必要があると思うのですが。

委員長 副委員長。

副委員長 ですから、先ほど申し上げた「地域の連携の中で」というのは、そういうこと

も含まれているのです。

委員長 この辺については文面の修正についてはご一任願います。

次に、９にまいります。市民への開放ということですが、ご意見等ございます

か。中村委員。

中村委員 グランドの地域開放というのは、先ほどのグランドゴルフは平日に行われてい

ると聞いたことがあるのですが、平日だと学校という立場では、今度は逆に使え

なくなるのではないかと思いますが、その辺をうまく既存でグランドを使ってい

た方々、グループにも配慮というのは必要ではないかと思うのですが。

委員長 この件について、いま、中村委員から平日における利用ということなんですが。

ご意見があればと思います。副委員長。

副委員長 率直に申し上げて、今の面積でいつでも昼間使える施設が校内に作れるかとい

うと、これはできないと思います。そもそもが学校建設ですから、そこに地域の

方が利用できるものをどう複合的に作るかということですよね。ですから、空い

ていれば使えるというのは、当たり前のことです。平日グランドゴルフができる

ことが担保できるかというと私は難しいと判断しています。これに代わる活用が

図れればこれに越したことはない。

委員長 では、回答案についてはこれでよろしいですね。次は、ナンバー10です。これ
については、中身が下新倉児童センターと中学校建設に分かれますので、下新倉
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児童センタ―の現状維持についての回答記述ですが、この件についてご意見あり

ますか。特によろしければ、中学校建設について検討をお願いします。

中学校建設については、当委員会の検討事項にはなっていない部分もあります

のでので、そういうことでご了承いただければと思います。

次の 11にまいります。下新倉児童センタ―と学童保育クラブの学校併設に関し
ての回答案でございます。この件について、このままでよろしいでしょうか。

（しばらく発言を待って。）

次の 12にまいります。12番についても当委員会の協議事項外の部分もあります
ので、その点も考慮に入れながら」見ていただければと思います。よろしいです

か。はい、なければ以上にさせていただきます。山﨑悟委員。

山﨑悟委員 4/5ページのところで、「平成 21年 11月の政策会議」ということになると具
体的すぎる。何の政策会議だかわからない。例えば、「市の方針として」とか、そ

ういうふうに置き換えないと、この会議は何なのかとわからなくなるので、直し

た方がよろしいかと思います。

委員長 その辺のところは配慮して文面の方を修正していきたいと思います。

星野委員。

星野委員 手続き的な話ですが、委員長に一任の部分がございますので、ある程度、案文

ができたところで、各委員にもお知らせいただきたいと思いますので、お願いし

ます。

委員長 承知しました。ほかにご意見ありますか。なければ、意見交換会及びパブリッ

クコメントに関する回答、それから確認については以上とさせていただきます。

次に、入間川小学校の視察について、参加されていなかった委員もおりますので、

これについてご質問があればお願いします。

後でも結構ですので、次の報告書案について協議に入りたいと思います。これ

について、順次検討してまいりたいと思います。まず、冒頭から３の学校施設整

備の基本的方針までを一区切りにしたいと思います。この部分についてご意見を

賜ればと思います。2の学校施設整備の基本理念が 3点ございます。それから基本
的方針がやはり 3項目あります。その 1項目の中に「省エネ自然エネルギーの導
入といたものを書き加えております。また、」学校施設整備の基本方針の中では、

地域コミュニティーの中心として、また、生涯学習の場としての活用と、あるい

は災害時の地域の災害拠点としての役割、さらに地域のシンボル性の高い緑と景

観に配慮した小学校と。こういうのが、基本的な考え方が入っておりますけど。

山﨑悟委員。

山﨑悟委員 2ページ目の「学校施設整備の基本的方針」の(1)で、下線部分を追加してい
るのですが、前段の部分との内容とここにつなげるのはちょっと無理かなという

ところがあるので、これは逆に「自然エネルギーの導入」ということで、下の方



8

の基本的留意事項で 1項目設けるなどした方が、上は具体的でない方がいいと思
います。

委員長 ただいまの意見についていかがですか。よろしいでしょうか。それでは、また

以下の記述については、４の基本的留意事項の方へ移すということで整理したい

と思います。ほかにご意見ございますか。（しばらく発言を待って。）なければ、

次に４と５学校施設整備の基本的留意事項と全体の基本的配置計画にまいりたい

と思います。これについて各委員のご発言をお願いします。

（しばらく発言を待って。）

よろしいでしょうか。なければ次にまいりたいと思います。次に 6ページにま
いりまして、学校施設の平面計画につきましてということでございます。この中

では、普通教室の中にオープンスペースとしての活用、教室間仕切りの設置など

が、追加されております。(6)のプールの部分では、屋上に屋根付のものとして一
般開放できる施設と、それからちょっと順序が逆になりましたが、屋内運動場に

ついては、災害時には避難所としての役割が果たせる施設、このような部分が追

加記述しております。以上の点についてご発言があれば、よろしくお願いします。

はい、星野委員。

星野委員 「プールは屋上に屋根付きのものとし」という部分については、委員会の中で

も協議していないので、たまたま前回、視察した中で太陽光、太陽熱の自然エネ

ルギーを使った部分での配慮ですが、ここについては、そういうものを屋上にあ

げたほうがいいのか、各委員のご意見を伺った方がいいと思います。

委員長 これは、入間川小学校の施設の中で、非常に有効性があるということで、地域

開放にも有効性のあるということでの結果、あるいはパブリックコメントでも同

じような「地域開放してほしい」という部分での記述でございますけれども、各

委員いかがでしょうか。副委員長。

副委員長 一つはね、この屋根付きのものにするというのは、地域にプールがあると本当

に地域の要望というのが受け入れられると思うのです。そういった中で、今回の

視察を通して、こういう方法もあるんだなということが確認できた。また、パブ

リックコメントの中でも、こういった意見もあったので、今回このようなものを

載せてどうだろうかということなのですけど、全面がポリカーボネートの強化プ

ラスチックの樹脂で覆われている。当然暑ければ開閉できるということで、利便

性があるのかなということなのですね。また、4月中旬から 10月ごろまで活用で
きるということもありましたので、そうすると地域に開放できるメリットが高い

かなと思います。学校のプールというのは基本的に 2か月ぐらいしか使っていな
いのですね。授業ではね。大体 5月下旬から 6月の初めに水を開栓して、6月 7
月の中旬まで、あとは夏休みの水泳教室ということなので、それを考えると使用

頻度は高まると思います。こういう施設にすればですね。それからなんといって
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も水はきれいだということです。ごみが入らない。そういったメリットも感じま

した。

委員長 山﨑悟委員。

山﨑悟委員 ここでは、プールについての施設ということで、あくまでも敷地の有効活用

として、建物の中に含めるということで、単独でプールを外に置くのではないで

すよ。と言ってるのがここの意味なのか、いま副委員長が言ったように全部を含

めると、一般開放できる施設とまで言ってしまうと、ほかのところでも一般開放

するところがあるので、あくまでこれは「土地の有効利用として建物の中にプー

ルを作ります。」まででいいのか、それとも屋根というのが次の手法であっていく

のかというこの文書の捉え方が、ここだけ細かくなってしまうと、今星野委員が

言ったように、その辺はいかかでしょか、まだ議論されていないということにな

ってしまうと思います。

委員長 ちょっと記述的のこの部分はあいまいなところがありますので、整理が必要か

なと思いますが。ほかに意見ございますか。副委員長。

副委員長 今、山﨑悟委員から意見があったように、まず屋上に作るというのは、そもそ

も土地の有効活用というのが大原則ですので。

（「はい。その部分は理解してますので」という声あり。）

委員長 この部分は、山﨑悟委員のご発言がありましたので、文面の方をちょっと整理

をさせていただいて、報告書に入れてまいりたいと思います。ほかにご意見はあ

りますか。（しばらく発言を待って。）では、次にまいります。8ページですが、防
犯・交通安全対策と８はまとめ的なものでございますので、併せてご意見をいた

だければと思います。中村委員。

中村委員 防犯ということで、私が先ほど先走って言っちゃいました交通量の状況把握と

か、歩道確保ということで、この辺に具体的に記載されていますので、これを元

に安全で子供が安心して単独でも行ける、そういうような楽しい学校にしていけ

ればいいかなと思います。外周だけではなくて、周辺地域にですね、歩道なり信

号等、必要なものというのはこの交通安全対策の中に入れていただければいいか

なと思います。

委員長 ほかに。最後になりますので、発言が漏れたというものも含めまして、各委員

でご発言があればと思います。小林委員。

小林委員 歩道を設けるというのは賛成ですが、歩道を設けると宣言しておけば安心しま

すが、どの程度の幅のものを設置するのか、それから、ガードレールが設けられ

るのか、段差がついたものなのか、今後説明会をなされる場合も、その決定した

時点で説明会をなさっていただきたいと思うのですね。「今後検討していきます。」

そういう答えは、保護者としては欲しくないのです。そういう答えがどんどん出

てくる説明会には保護者としては出席もしたくはありませんし、そこで答えが聞
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きたいというのが、本音なんですね。ですので、歩道のこともそうですし、周辺

の交通安全対策のこともそうですし、説明会をなさる場合は関係各所の道路安全

課、それから警察も同席の上でいろいろな意見を交換していただければいいなと

思います。省エネとか、クリーンでエコな学校を作るとかそれは、専門家がやれ

ば素晴らしい学校ができると思うのですね。でも、私たちが求めたいのは、子供

の安全でありまして、それに尽きると思います。ですので、道路の確保、安全確

保ですね。これに付け加えるのは自転車ですね。自転車に乗って夕方遊びに行き

ますので、自転車専用のレーンが作れるスペースはないと思いますが、そのあた

りの安全確保もお願いしたいと思います。新倉小学校前の氷川神社通りですけど、

あそこも頻繁にダンプカーが通るのです。スピードを出して通るのです。本当に

怖いのです。ですけど、何十年も言い続けているのですけど、「あれは、大型車じ

ゃないのだ。ダンプカーを止めるには宅配業者も引っ越し業者も通さなくなる。

ダンプカーを止めることはできない。」生活道路ですので、そういう結論しか返っ

てこないのですね。道路安全課から。私たちは中学校高校を卒業しまして、小学

校のことはどうでもいいというわけではなくて、これから新しい小学校のＰＴＡ

なりが発足すると思いますが、そういう組織がまた同じような問題提起をしなく

てはならないというような小学校にはしてほしくないのです。今後、遺恨を残さ

ないような計画案をいろいろな部所の垣根を越えて、いい学校を作っていただき

たいと思います。

委員長 副委員長。

副委員長 今、小林委員からお話がありましたことを真摯に受け止め、そのことが本当に

これから作る学校に生かされていかなければ、地域の方の安心も確保できないと

いうふうに思います。これは、教育委員会だけでできるものではなくて、関係課

との密接な連携の中で成し得るものだと思いますので、これから具体的な計画づ

くりの中で詰めていきたいと思います。

委員長 大変貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。ほかにご意見あり

ますか。言うべきところで、発言を逃したというようなことでも結構ですので。

関根委員いかがですか。

関根委員 準備委員会は大体まとまってきているのですが、建設に関して、先日、和光新

聞に「土地が心配だ。」ということが書かれていて「委員は知っているのか」とい

うことが書かれていた。あそこの地盤が緩いというイメージが強いので、建てる

上でそこをしっかりやっていただきたいなと思います。避難所にも使うというこ

とですので。そこが液状化みたいなことになるのは困るのでお願いしたいと思い

ます。

委員長 これは行政に対する要望ということですね。山﨑委員いかがですか。

山﨑委員 防犯交通安全対策ですか、学校ができると周辺が時間規制されるわけですね。
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水道道路にその時間に大型規制をするということができないのですか。

委員長 これについては田中委員お願いします。

田中委員 建設部の立場から申しますと、交通規制というのは、ご存じのとおり基本はそ

れぞれの公安委員会の権限になりますので、今交通安全のことでご要望が出てい

ましたけれども、日常にもそういう要望をたくさんいただいております。必要な

ものは関係機関に要望しておるところですが、今言った例えば大型車の規制とな

りますと、規制した場合の社会的影響ですね、その規制した大型車をどこに逃が

すのかと、途中まで来てそこでストップしてＵターンして帰るわけにいかないの

です。そういうものを交通全体の中で、公安委員会あるいは警察もそういうこと

を考えた中で、必要な規制をすると、基本的に道路は自由に社会活動、経済活動

のために使用されている中で、交通安全上必要なものについては規制をしていく

ということの中で、今言ったそういうことを全体に考えると、なかなかそれが実

現しないというのが現実なのです。ですから、その辺をお子さんなり、お年寄り

なり交通弱者といわれる方を含めて、どうやって交通安全を確保していくかとい

うことは大きな課題になると思いますので、今後具体的に大型車規制が必要だと

いうことになれば、この部分についてはこう規制して、こう流してほしいとかそ

ういうことを含めて、関係機関とそれぞれ協議して対応を図っていきたいと、来

年とは言わずに今から、学校の位置は決まっておりますので、その辺は随時、今

後資料を集めて対応していきたいと思います。

委員長 よろしいでしょうか。山田委員、いかがですか。

山田委員 学校の地盤の高さはまだこれからですか。

委員長 地盤の高さですか。これは設計段階、全体としての学校配置をどうするか。今

後予想される洪水などを含めての検討になると思いますので、具体的には設計段

階の話になると思いますが、当然配慮された設計になるとお考えいただければと

思います。（しばらく発言を待って。）ほかに、ご意見等があれば。川野委員。

川野委員 この委員会に出ると、いつも私からの話題を出すのはもっと後になるのかと、

具体的な学校建設が始まってから、教育活動を進める上ではどのような教室配置

がよいのか、どのような子供たちの動線がよいのか。また、教室は廊下に対して

向い合せるのか、そういう細かい内容が頭に浮かんできます。ですから、そこに

入るまではという意見を皆さんに言っていくかということが実際上はあります。

ただ、今、田中委員がおっしゃったように、学校が開設されてから地域の交通安

全について、または安全確保について実施するのは非常に難しい。物的なものに

ついても、もう建ててしまうと削ることができないということで、我々も含め、

できれば警察各所と連携してこの時期から、時期を決めて周りを整備していくと

いう方法ができたらなと思います。この後、我々の出番かなと思っています。具

体的な建物と、教育活動の関わりを考えております。あとは、地域の方々に十分
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に理解していただく必要があると思います。先日、新倉小学校で説明会をされた

ときに、手紙を配布させていただいたのですが、学校からももっと投げかければ

よかったと思っています。一般の方が非常に少なかったという状況でした。地域

の方々自治会との話し合い等で、意見を吸い上げる、そういう部分も非常に大切

になっているのかなと思います。以上です。

委員長 副委員長。

副委員長 今、川野委員からも発言があったのですが、基本設計ができてですね、その中

で現場の先生方の意見というのが非常に重要になってくるわけです。実際に使う

のは教師集団ですから、そういう中で現場の声を聴きながら、修正していくとい

う取組みをしていかなければならないなと思っておりますので、またそのときに

はいろいろな角度からご意見をいただければと思います。

委員長 鈴木委員。

鈴木委員 学校の中身については、これからだと思いますが、ただ、ひとつ大きく違って

いるのは、基本的方針の(3)として、「地域コミュニティーの中心として、また生涯
学習の場としての活用を積極的に推進する」というあと、防災ですね、その基本

的なことを準備委員会として出すわけですので、ここでいうと、次の基本的留意

事項の(4)「施設の地域開放の要望に応えて地域開放の対象となる施設部分の時間
帯、必要とする施設機能を設定する。」という部分については、これは教育委員会

ではなくて市全体の関係するところの中で、先日の入間川小学校などでも。市の

管轄は夕方 6時から 10時まで職員も配置して鍵もそこで管理して、地域の方にも
たくさん使っていただくということをしていましたので、これは、教育委員会以

外の関係のところで、これも準備をしていかなければならないのかなというふう

に感じています。そのことが地域の要望を伺うということで、地域の方々からた

くさんの意見をいただかなくてはならないことだと思います。私からは以上です。

委員長 今回は市長部局の部長である委員も、委員として出席しておりますので、その

辺よろしくお願いいたします。丸山委員はよろしいですか。

丸山委員 内部のことについてはいろいろ考えがありますけれど、まだ、ここではまだそ

の段階ではないので、その時になったら提案します。

委員長 一応、各委員には、最後までの報告書案について協議検討いただいたわけです

が、特に意見がなければ以上とさせていただいて、文案等については私どものほ

うで、副委員長と案を作らせていただき、また、必要に応じて各委員の協力をい

ただきながら、文案については詰めていただきたいと思います。そして、最終的

には、各委員に送付するということでご了承いただきたいと思います。中村委員。

中村委員 最初からの話になるのですが、代替地について、もう 13,000㎡で進めていくと
いうのは決まっているのですが、これから先、もし、うまい方法が見つかって、

うまく校地にできるというようなチャンスを、またさらに見つけていけないかな
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と思うのですが。もう、どう考えても四角の部分がもったいないという気がして、

これを取り込めるような、諦めるのではなくてもう少し学校建設が着工するまで、

まあ、設計が始まったら無理だと思うのですが、その辺のところでもう一度チャ

ンスを探せないかなというのが、私の最後の意見で、難しいとは思うのですが、

もう、これで終わりだよというのではなく、まだ、もうちょっと時間があるから、

ぎりぎりまで粘ってみるというようなことを最後に発言させていただいて。

委員長 はい。ありがとうございます。例の土地の件についてはですね引き続き現時

点においても、協議なり何なり話があれば、今後努力していくということでお願

いします。よろしいでしょうか。なければ報告書案については協議のほうは以上

とさせていただきます。ここで私から一言ごあいさつさせていただきます。大変

短期間、当初は 7月 21日ということでございますけども、おかげさまをもちまし
て準備委員会の報告書案の取りまとめをすることができました。ご協力をいただ

きましてありがとうございました。教育長よろしくお願いします。

副委員長 それでは一言、御礼と閉会のあいさつを申し上げたいと思います。今、委員長

のほうからもありましたけれども、去る 7月 29日に第 1回の準備委員会を開催さ
せていただきまして、本日の第 6回準備委員会まで、本当に各委員の皆様には公
私共に大変ご多用の中、出席をしていただきご協議をいただきまして、心より感

謝申し上げたいと思います。限られた時間での協議でございましたけれども、お

かげさまで本日までの協議の中で、新設校建設にかかる大まかな方向性について

共通理解並びに確認ができたのかなというふうに思います。また、最後に報告書

としてまとめることもできました。本当にありがたく感謝申し上げます。今後は、

この報告書をベースにして、本市の最優先課題でもありますので、全庁的な連携

の下に具体的な取り組みが推進できればと思っております。委員の皆様には本当

にお世話になりました。ありがとうございました。

委員長 どうも、ありがとうございました。

午後 4時３５分閉会


