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第 4回学校建設準備委員会会議録

平成 25年９月 25日（水）午後 1時から３時 10分
全員協議会室

出席委員 17名
欠席委員 ２名

傍聴者 18名

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

事務局 皆さんこんにちは。定刻となりましたので、（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。

（ ------ 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、お願いいたします。

委員長 皆さんこんにちわ。本日は足元の悪いところ、ご都合の繰り上げをいただきま

してお集まりいただきましてありがとうございます。本日は、第４回の準備委員

会でございますが、準備委員会としてはある程度の方向性を出していきたいと思

いますのでよろしくお願いします。

それでは、委員会に入る前に皆様にお諮りしたい件があります。実は、傍聴人

の中の方が、当委員会の写真を撮りたいという申し出がありましたので、この件

についてお諮りしたいと思います。特に問題がなければ、委員会冒頭で撮ってい

ただくということでよろしいでしょうか。

（ 「はい。」という声あり。 ）

それでは、冒頭で、現在の段階で撮っていただけますか。

（ ---------写真撮影あり------- ）

写真撮影が終わったということで、議事に入ります。

それでは、資料に基づきまして順次進めてまいります。まず、資料１の「準備

委員会第 3回の会議録抜粋」、それから２の「建築計画の検討事項と前提条件」に
ついて、事務局から説明お願いします。
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事務局 それでは、第 4回（仮称）和光市立下新倉小学校建設準備委員会と書かれた資
料をお出しください。最初に「準備委員会第 3回の会議録抜粋」からご説明いた
します。

（ ---------- 資料の１ページから６ページを説明 ---------- ）

ここまで、資料１の「準備委員会第 3回の会議録抜粋」から、２の「建築計画
の検討事項と前提条件」を一括してご説明いたしました。小学校の視察報告も併

せて行っております。事務局からは以上でございます。

委員長 事務局から説明が終わりましたので、順次確認をしながら進めてまいりたいと

思います。

まず、第 3回の会議録の抜粋ですが、論点となりました「体育館」と「下新倉
児童センター」と「学童保育クラブ」については、この場では各委員さんにおい

て、発言要旨が異なる、あるいはこれが漏れているのではなかろうか、というこ

とがもしあれば、ご意見を賜ればと思います。

この部分の会議録抜粋は、趣旨としては前回の第３回会議の論点に頭の方を戻

っていただくという趣旨でも記載をさせていただいたものです。よろしいですね。

こういうことが、第３回の論点になったということで理解をさせていただいて、

２の「建築計画の検討事項と前提条件の決定」の分野に入ってまいりたいと思い

ます。

今回、建設計画を進めるための前提条件、事務局では案が入っていませんが中

身的に言えば案ということでございます。

まず、①の学校用地の面積による校舎の規模・階数についてということで、前

提条件では、アイウというふうに整理をさせていただいておりますが、この点に

ついてはいかがでしょうか。よろしいですか。

②にまいります。屋内運動場、体育館やプールの規模、位置についてでござい

ますが、これについては、アからエまでありますが、この件についてご意見があ

ればお願いします。よろしいですか。論点となりましたのは、体育館の建築の階

数を１階と整理をさせていただいたところです。プールについては校舎の屋上に

配置していくと、こんな報告書でまとめていきたいということでございます。よ

ろしいですか。

それから③の下新倉児童センターと学童保育クラブについてですが、いずれも

学校校舎内等の施設内に入れていくという報告素案でございますけど、よろしい

でしょうか。

次に④にまいりまして、児童のための交通安全対策と通学区域についてでござ

います。これについては５ページのほうに、今回新たに出てきた分ですね。これ

についてご意見等があればご発言いただければと思います。よろしいですか

次は⑤です。一般の人が利用できる図書館のあり方についてございます。６ぺ
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ージに報告書の方向性の案を記載させていただいております。よろしいですか。

副委員長 ちょっといいですか。

委員長 はい。副委員長。

副委員長 ５番についてですが、図書館の分館的な役割を持ったものと、子供用の図書

室を設置していくことでどうでしょうか、ということなんですね。方向性として

は、市民の方が使えるような分館的役割・機能を持った図書館と、子供用の図書

室を設置していくことでどうなのか、ということの意見をいただけるとありがた

いです。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 今、教育長がおっしゃったお話の真意は、地域コミュニティ―の憩いの場とし

ての運用も機能としても入れる、あるいは土日夜間等について、例えばスポーツ

施設とか体育館とか、一般市民に開放するということも含めた広い概念という理

解でよろしいですか。

委員長 それでよろしいかと思います。ほかにご意見等ございますか。それではご意見

もないようですので、論点の整理としては以上ということでさせていただければ

と思います。よろしいですか。廣塚委員。

廣塚委員 屋内運動場の「建設計画を進めるための前提条件」で、例えば備蓄品を含めた

防災倉庫の建設を最初から組み込むとかいうものが全然ないのですが、その辺の

検討はあるのですか。それから、防犯上の観点から監視カメラを設置する、これ

は子供たちを監視するのではなくて、大阪の池田小学校みたいな感じものをイメ

ージする形で、外からの部外侵入者に対する防犯の観点から監視カメラをする、

これ、新規に作る建物ですから、そういうことも含めた機能上の配慮というのは、

事務局の方で今申し上げた２点について検討されたのかどうかお伺いしたい。

委員長 事務局。

事務局 基本的には今後の検討はしてまいります。体育館については避難所としての役

割機能を備えた施設として整備してまいりますので、それに付随する施設として、

備蓄倉庫については検討してまいります。また、防犯上につきましても、学校内

が児童において一番安全な空間であるべきだと思いますので、防犯カメラの設置

ということも、この委員会の方向性をいただいたうえで設計する段階では検討し

ていくことになります。

委員長 星野委員

星野委員 一般利用の図書館が併設ということで、つるせ台小学校の視察をされたという

ことで、学校側と一般との管理上の部分での問題点ということのお話を伺ったと

いう経緯はあるのか。

委員長 事務局

事務局 学校施設を一般の人が利用できる施設としても整備してまいりますので、児童
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が使う空間と一般の人が使う空間の区分けができるような配置というのは、当然

今後検討していくことになると思います。ただいま報告した、どちらの学校につ

きましても、例えば東台小学校であれば特別教室ゾーンと普通教室ゾーンは戸で

仕切られていたりとか、つるせ台小学校であれば、入り口が全く校内に入らず図

書館に行けるよう設置されていたりして、それぞれの整備理念に基づいた対策が

見られていましたので、新設小学校についても、基本像を創っていく中で検討す

ることになります。

委員長 星野委員

星野委員 管理上で問題が起こっているということはなかったということですか。

事務局 はい、そのとおりです。

委員長 よろしいですか。ほかにご意見ご質問等があればどうぞ。石田委員。

石田委員 一つ確認ですが、今の図書館のコミュニティーゾーンということで、これはあ

くまでイメージ図が描かれているということで、広さと施設の中身等については

今後検討していく中で考えるということでいいのですか。

事務局 はい、そのとおりです。

委員長 よろしいですか。ほかに、東内委員。

東内委員 前回の議論を踏まえまして、担当所管として児童センター等が併設になったと

ころはうれしく思います。１点確認で、その先の話になってしまうかも知れませ

んが、児童センターの関係でＡ案Ｂ案Ｃ案となっていますが、少しわからなかっ

たのが、自分は基本的にはＡ案がいいかなと思いますが、Ａ案Ｂ案Ｃ案でグラウ

ンドの面積に変更がないという理解でよろしいでしょうか。

委員長 事務局。

事務局 変更ございません。

委員長 鈴木委員。

鈴木委員 注の６のところを見ると「小学校の敷地としては 13,000㎡での計画で行う」。
それで全部図ができていますよね。ただ「未買収となっている隣接地については

引き続き地権者との間で確保に向け努力する。音と埃に対しても検討する」とな

っていますが、もし、未買収がうまくいったとしたら、土地の形状が違ってきま

すよね。でも、もう建物はこの計画で行くということでよろしいのでしょうか。

委員長 事務局

事務局 建物としては、この方向で行きます。

委員長 よろしいですか。報告書としてはこの建物の形状でいくというでご理解をいた

だくのがいいのかな。その方向で取りまとめるのがいいのかな。鈴木委員。

鈴木委員 もし、そういうことが早急に可能であれば変更が可能かなと思うのですね、そ

の辺はどうなのでしょうか。もう、これで行くということでいいのでしょうか。

委員長 何かありますか。山﨑委員。
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山崎(悟)委員 方向性を決めていく一つの諮問を受けて答申するわけですから、確定という

よりは委員会としての意見をもって、教育委員会と市長へ答申していくわけで、

最終的な決定はそこでされるわけですから、そういうことも含んで、今後この土

地利用については、また検討する余地があれば検討するという方向にしておかな

いと、これで何かに使うとか、想定では委員会としてはこの方向でいきたいとい

うことを決めればいいと思います。

委員長 事務局よろしいですか。

事務局 今回地権者と交渉をやってきておりますので、交渉をやめるということができ

ない状況があります。今回この 3,000㎡の土地を敷地から外させていただいたとい
う理由には、以前から話をさせていただいた内容になりますが、今後相手方の条

件によっては成り立つということもございますので、その後のことの内容で進め

ていけるよう、検討していきます。今現在の計画としては、13,000㎡の中で計画
していくしかないという方向になりますので、この内容で進めていきたいという

ふうに考えております。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 準備委員会の性格を考えると、ここのところは買収の可能性はほとんどないの

で、この形でこういう悪影響の条件も含める形で計画を進めますと、この委員会

の諮問として求めておられると理解するんですけど。それをまだ買収の可能性が

あるという話になると、委員会の基盤となる第 1ファーストステージの設定の前
提のところ自体が変わるのではないですか。

委員長 よろしいですか。田中委員。

田中委員 前回も発言させてもらったのですが、土地が決まらないと今言った配置計画の

すべてその辺が違ってくると思うので、この前確認したときは 13,000㎡で決める
と。ですから、まだ用地買収の余地という話となるとその根底が崩れてきます。

この前は 13,000㎡でやるんだということを言われたように思いましたけど、そこ
を最終的に確認させていただきたいと思います。

委員長 事務局

事務局 前回 13,000㎡で行うということを決定させてもらいましたので、そのとおりや
らせていただきたいと思います。

委員長 よろしいですか。そうしますと、この報告書の注６の、なお書きの未買収のと

ころの記述がない方がいいという意見があるのですが、いかがですか。よろしい

ですか。ちょっと委員長として勇み足のところもありましたけど。よろしいです

ね。この部分のなお書きのところから努力するまでを削るということです。ほか

にご意見ありますか。よろしいですね。それでは、ないようですので、論点整理

としては以上ということで終了させていただければと思います。

次にまいりたいと思います。３の「前提条件からの方向性と提案について」で
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すが、この点について説明お願いできますか。

事務局 それでは資料の 7ページ「前提条件からの方向性と提案」について、

（ ----------------- 資料に基づき説明 ----------------- ）

案についての説明は以上でございます。計画案により基本的なイメージをつか

んでいただき、前提条件から経過の方向性について、今回準備委員会でご審議い

ただき、決定をいただきますようよろしくお願いいたします。事務局からは以上

でございます。

委員長 ただいま事務局から、前提条件、計画の方向性について、整理していただいた

ものを説明していただきました。この件について、ご発言等があればお願いしま

す。石田委員。

石田委員 今説明があった歩道の関係ですが、これは 13,000㎡の中で歩道を考えるという
ことですか。

委員長 事務局。

事務局 そのとおりです。

委員長 よろしいですか。そのようで、のことのようですが。田中委員。

田中委員 運動場のトラックはどのぐらいの大きさなのでしょうか。

委員長 事務局わかりますか。

事務局 今の予定ですと 150ｍ以上と計画したいと思います。
委員長 田中委員、今の説明ですと 150ｍ以上ということで、確たる数字が出ないようで

すがよろしいですか。

田中委員 校舎が基本的には３階だと、場合によってはほかの特別教室あるいは保育クラ

ブとの関係で４階の可能性もあるという説明でしたけど、その中で校庭を最低限

どのぐらい確保するかということも重要だと思いますので確認させていただいた

のですが、基本的にはそういうことも含めて 150ｍは確保したいということで理解
してよろしいですか。

委員長 事務局。

事務局 今の予定では、最低でも 150ｍは確保したいと思いますが、これからの基本設計
の中で、どれぐらいのトラックが確保できるか詳細に検討していきたいと考えて

います。

委員長 ほかにご意見等あればお願いします。石田委員。

石田委員 地域的な関係で話が戻るのですが、水の関係でこの辺全体の盛り土とかは考え

ていますか。

委員長 事務局お願いできますか。

事務局 盛り土の件については、今後検討するということでの答えしか出ないのですが、



7

どのような高さにするか、盛り土がいいのかもあるので今後検討させていただき

たいと考えています。

石田委員 盛り土にすると、逆に調整機能をどこかに設けなけなければならないので、全

体がまた狭くなるので、その辺は慎重に考えていただきたい。自分のところも合

わせてその調整機能が必要になってくるので、その辺も考えていただきたい。

委員長 洪水の調整機能ということですね。事務局わかりますか。ほかにご意見ありま

すか。丸山委員。

丸山委員 8ページの（３）のところで、ケの「職員室管理室については児童の安全を守る
ことのできる配置とする」とありますが、ここに保健室とありますが、多分管理

棟の中にできると思うのですが、場所としては保健室は、校庭に面したところに

出入り口が面していた方がいいというのが一つで、それから、駐車場の話がでま

したが、救急車が入ってきたときの動線が、保健室の横につけられる形を考えな

ければいけないと思います。

副委員長 基本的に救急ですから、（図を差して）この入り口から入っていいんですね、救

急ですから。保健室に行くにはここを使ってもらえばいいのですね。

委員長 丸山委員

丸山委員 プールのことですが、先ほど、つるせ台小学校の写真を見ていて、視察報告書

５ページに、屋上にプールがあって真ん中に柵があるのですが、高学年用と低学

年用の境だと思うのですが、市町村によっては大きいプールの脇に小プールがあ

るが、本市の場合それがないので、高学年と低学年が続いて使うときには、水を

急いで抜いたりとか、足したりの作業をしなくてはならないので、非常に水がも

ったいないということなのですが、この 1,000㎡の中に小プールとか浅いところを
作ったりという計画はないのでしょうか。

委員長 その辺についてお願いします。

事務局 低学年、高学年のプールの使い方もありますので、プールに関しては、今現在

計画する内容がありませんので、今後その内容を含めて検討させもらいたいと思

います。

委員長 その辺の意見が報告書なりで反映できればと思いますけど。ほかに。山崎岩男

委員。

山崎岩男委員 ８ページ、建築計画案の説明事項ウの「隣接地における音やほこり対策に

ついては、現場の状況を確認し、基本設計の中で防音壁や樹木などの対応で計画

する」と、ありますが、産廃業者とコンクリート破壊業者との話は進んでいるの

でしょうか。

委員長 事務局お願いします。

事務局 今のほこり対策を行う場所の事業所との交渉は現在も話は進めさせていただい

ております。今回の計画は当然 13,000㎡ですので計画をするためには、交渉をす
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る必要はないという形になると思いますが、今までの経緯を踏まえますと、交渉

はしてますが、最終的には、今現在の交渉はできなくなるという判断のもとで今

回の計画をさせていただいております。

委員長 わかりますか。いまの説明で。

副委員長 交渉した結果を。

事務局 今までの方との交渉した結果、13,000㎡の土地の計画で進めさせていただきた
いと思います。

委員長 山崎岩男委員今のでよろしいですか。

山﨑岩男委員 はい

委員長 方向性と提案については、ほかにご意見がなければこの案で、次に進めさせて

いただきます。次に、準備委員会としての報告書の素案について説明をお願いで

きますか。事務局。

事務局 それでは、４の準備委員会報告書(素案)についてのご説明をします。
この資料については、別冊で仮称和光市立下新倉小学校報告書素案といったも

のを委員各位には事前に配布しております。本日の審議内容を当報告書の案とし

て、これを対象にパブリックコメント及び意見交換会を実施いたします。今回、

準備委員会でご審議いただき、報告書案として決定くださいますようお願いした

いと思います。

スケジュールにつきましては、パブリックコメントを 10月 2日から 10月 21日
の期間で行い、意見交換会は 10月 8日、9日で行います。詳細につきましては今
後の予定ということで、次の説明でお知らせをいたします。なお、本日の審議中

にいただいたご意見の反映が完了できなかった事項や、パブリックコメント実施

前までに、委員の皆様からいただくご指摘やご意見の取り扱いについては、委員

長に一任くださいますよう併せてお願いしたいと思います。

それでは、報告書案の 1ページから、内容の主なものにつきまして順次ご説明
させていただきます。

（ ------------ 素案を朗読 -------------- ）

以上で内容の説明を終わります。事務局からは以上でございます。

委員長 本日審議いただきました、こういう図面は反映されるのですか。補足して説明

をお願いできますか。

事務局 素案に対しまして、今回委員長が言っております配置図案を載せるか否かとい

うことは、事務局としては素案の中のもので、すべて終わらせたいと考えており

ますので、イメージとして市民の方に示すということは今回は考えていないとい

う状況になっております。
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委員長 それでは意見等があれば発言をお願いします。東内委員。

東内委員 ちょっとわからなくなったんですけど、素案レベルなのでこうなのかなと思っ

たのですが、今日議論してきて下新倉児童センターの併設のことや学童クラブの

ことがありますよね。で、準備委員会の報告書の素案なんだから図面はともかく

その辺というのは、その他の事項なのか、それが記載されないと児童センターの

こととか学童保育クラブのことを審議したが、報告書の中に一切記載されないと

いうことになるのは如何なものかと思うのですが、その辺を説明していただきた

い。

委員長 事務局お願いできますか。はい、山﨑(悟)委員。
山﨑(悟)委員 まず、様式の決定なのですけど、準備委員会の報告書というのは意思決定で

すよね、これをこの形で、パブリックコメントと意見交換会で出してしまうので

はなく、この中身について、例えば下新倉小学校建設の準備委員会で検討された

案として、学校施設整備案及び全体計画案について市民の方にパブリックコメン

トだったり、意見交換会を行うのはわかるのですが、この最終的な報告書自体の

形で素案と言いながらも、ここで最終的に意思決定で諮問されたもの答申された

形のものを出すというのは様式的には違うのではないかと思います。それと、今

東内委員が言われたように、この内容ですと児童センター等のことが省かれてい

るので、どこまでのものを出すのか、中身の部分のものをもう少し検討された方

がいいと思います。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 山﨑(悟)委員からもありましたけど、今後の予定を見ていると第 6回の準備委員
会 10月 25日が最終で、これは教育委員会に対する準備委員会としての答申とし
て、今山﨑(悟)委員からも出された内容を、パブリックコメントとして出し市民の
方からこういう意見をもらいました、これについてはこういう回答をもって対応

したいと思います、それの最終報告を第６回準備委員会でやるのであれば、パブ

リックコメントの始まりの 10月 2日の学校視察の意味合いというは一体なんなの
ですか。で、今日ここで、最終的に出すのか２日にやるのかわかりませんけど、

パブリックコメントを出すとか、市民の方に説明会をするのであれば、ここの委

員会の総意としてこのペーパーを出しますという決議を受けて、それを提示する

性格のものではないのですか。図面がないということは、議論のテーブルに乗ら

ないと思います。折角、大事な子供たちの小学校を作ろうとしているのに、角に

産業廃棄物業者がある、いろいろな委員の方が、それが問題だねと言われていて、

それを市民の方に提示をしない。それでは、本質的な議論も何も取れないと思い

ます。この委員会ってなんなのですかね、一体。

委員長 事務局お願いできますか。

事務局 事務局の考え方としては、進め方を説明させていただきますけども、今回の報
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告の素案という形で準備委員会で揉んでもらい、意見をいただいてある方向性を

決めてもらうという形で考えております。今回の後のプロポーザルとか意見交換

会の内容につきましては、素案をまず案という形に代えたものに対して意見をい

ただきたいなと考えてましたけども、その中には当然、委員の言われてます配置

図、どんなものができるのかというイメージでも配置図とか、どういうことをや

っていくのかという、文書だけだとなかなかイメージもわかないし難しいのかな

と事務局も考えております。そのために、はっきりイメージを出すことによって、

それが確定されていてそのままの物しかできないのではないか、と思われるのも、

事務局としては誤解を招くものもよくないという判断のもとで載せないように考

えていましたけれども、今の委員の意見でそういう配置的なものは必要だと考え

ますので、今回出させていただいている案に関しては計画案ですから、これに対

した報告書案の素案の中に入れて示させていただきたいと思います。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 パブリックコメントとか市民の方の意見を聞くステップの前に、この委員会の

総意としてこのペーパーでご意見を賜ります。という決裁がいるのではないです

か。

委員長 では、その点についてお願いします。

事務局 そのことについては、今委員が言われたとおりだと思います。今回の委員会の

中で素案というもので出させていただいた中身の物を、今度「案」という形で出

すことができるものを委員会の中で決めていただいて、それを案としてパブリッ

クコメントとか意見交換会に反映させていきたいなと思います。

委員長 はい、田中委員。

田中委員 確認ですが、この報告書を今日は素案で、これから案にして、それでパブコメ

を案に対してパブコメをやるのですか。そのパブコメをやる主体というのは、こ

の委員会が出したものについて市民の皆様に意見をもらう形なのか、本来ここは、

諮問機関的な形になっていると思うのですが。ここで、報告書は報告書として準

備委員会の総意として教育委員会に出すというものと、この委員会が報告書を出

す前に市民の意見を聞いて、その中に意見を反映した報告書として出すのか、ど

ちらで出すと考えているのか、そこを確認させてもらいたい。

事務局 事務局の考え方ですと、報告書案を元に市民の方に示して市民の意見を聞いた

うえで最終的には準備委員会の意見もありますけども、市民の意見をまとめて最

終的な報告書として、進めていきたいと考えています。

委員長 田中委員。

田中委員 そうすると、準備委員会がパブリックコメントを行うという形になるのですね。

その報告書の中に反映させるとなると、市がやるのではなくて。

それともう一つ、報告書となると、報告書というのは今までいろいろ議論しま
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したですよね、この中で。先ほども議論した、方向性というものを定めた、こう

いうものが報告書の中に入ってこないと、市民の方は委員会で何をやったのか、

今までの議事録と資料との整合性がなかなか取れない。だから、一例として、児

童センターの取り扱い、これは併設するのだということが出てましたけど、市民

の方がこれ取り扱いがどうなるのか。施設そのものの詳細なことが出ていますが、

その前提として、いろいろな議論されたことが書かれていないので、この委員会

の報告書とすると、ちょっとどうなのかなという疑問が残ります。その辺ははっ

きりさせて、最終的にこの委員会が総意として報告書として報告するんだという

ことであれば手順がちょっと違うような。その辺は吟味された方がいいと思いま

す。

（ ------------ 休憩 ----------- ）

委員長 ちょっと、事務局との間の行き違いもありまして、今整理をさせていただきま

した。まず、パブリックコメント案については、これまでの第４回までの案でパ

ブリックコメントを出させていただくということでございます。報告書につきま

しては、本日までの意見を踏まえ 10月 25日委員会において、最終案を取りまと
める方向で進めていきたいと思います。廣塚委員。

廣塚委員 パブリックコメントあるいは市民から意見を伺う前に、これを市民に提示しま

す、というのをこの委員会で表決はとらないのですか。それは委員長預かりでや

るということですか。市民に出すペーパーはこれです。とかというステップは踏

まないのですか。

委員長 それでは諮りたいと思うのですけど・・・、

( ----------- 休憩 --------- ）

どうもすいません。いろいろと。問題点を整理いたしましたので、報告をさせ

ていただきます。まず今パブリックコメント案につきましては、まずこの場で決

定していませんでした児童館の取り扱いについてですけど、10ページについては
議論の方向としてはＡ図ということで意見集約をしていただいていますので、Ａ

案で決めさせていただいて、そのうえでパブリックコメント案については至急本

日の議論を踏まえてこの資料に基づいて作成し、各委員に送らせていただきます。

それでご意見をいただいたうえで、10月２日に出させていただきたいと思います
が、そういう方向でまとめたいと思いますがよろしいですか。副委員長。

副委員長 よろしいですか、前提条件のところで話し合いをしていただいて、児童館の扱

いについて意見をいただきました。その際に、基本的にこのＡ図ということを示

したわけですけど、この方向でよろしいかどうかということの意見をまだ十分い
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ただいていないということもありますので、委員の方からいただいてその方向性

が決まれば、これから作ろうとする施設が児童センターと学童保育クラブが併設

されたものということが見えてきますので、その辺のところを確認していただけ

ればと思います。

委員長 そうですね。今、副委員長からのお話がありましたけれども方向性として、今、

意見がなかったわけですけども、Ａ図の案で委員会として決定していきたいと思

いますがよろしいですね。意見があればその前にいただきたいと思います。東内

委員。

東内委員 担当所管としてはＡ案Ｂ案Ｃ案といったところで、基本的にはＡ図の方を担当

としては評価しこれでいけたらと考えています。理由としては、一般開放部分と

学校管理部分、併設プラス同一機能ですよね。そういったところが効率性と効果

性、ただし委員からの意見があったように、管理性に留意があれば十分可能だと

思います。Ｂ，Ｃ案で行くと、どうしても築年数という問題とかいうのも絡んで

くるので、できればＡ図でいっていただけたらと思います。その間の児童センタ

ーの閉館といった問題は所管と対応してまいりますので、ぜひお願いしたいと思

います。

委員長 ほかにご意見ありますか。田中委員。

田中委員 先ほどの確認ですが、今、報告書を各委員に意見を求めてパブリックコメント

用に案をつくるということで理解してよろしいですね。それで、その案について

パブリックコメントで意見を求めて、その意見をまたこの委員会の中で議論した

うえで、最終的な報告書に盛り込んで完成ということで、それで最終的に教育委

員会に報告という形でやられるということですね。

委員長 それでいいですね。最終的に 25日に決定をしたいということです。よろしいで
しょうか。最終的な確認ですけど、児童センターと学童保育クラブの取り扱いに

ついてはＡ案ということでこの委員会としての方向性を決めたいと思いますがよ

ろしいですね。パブリックコメント案については事務局から見通しはすぐにとは

いかないですか。田中委員。

田中委員 報告の中身については、今まで議論した内容も含めて報告書に記載するとい

うことでよろしいですか。この今の報告書素案があまりにも、今までの議論した

中身が端折られて、全く触れられてないことが多々ございますので、こういう内

容も入れるということでよろしいですか。

委員長 はい。その辺についてはですね、パブリックコメント案を踏まえ、その辺が出

てきますので、私と副委員長の間である意味一任をいただいて、最終的な 25日の
案には出していきたいと思っています。

副委員長 １点だけ。今回の学校建設にあたって、一つは児童センター、学童保育クラブ

が併設されるということ、この中身については今後の検討課題となります。あく
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までも仮称下新倉小学校建設というところで、小学校を作るということがメイン

になってきているんですね。ですから今回こんな内容になってきているのかなと

思います。児童センター等はそこに併設していくということですので、所管との

これからの連携の中で具体的な設計の段階で進めていく。狙いはあくまでも、小

学校建設ということですので。

委員長 一応確認させていただきますが、この報告書案につきましては本日までの議論

について反映させていただくと、こういうことでございます。よろしいですか。

ご発言があれば。それでは、５の今後の予定についてお願いします。

事務局 資料の９ページ、今後の予定ということでご説明させていただきます。第５回

準備委員会、こちらの事前にもですねご連絡をさせていただいたのですが 10月２
日学校視察を予定しております。視察先については、狭山市立入間川小学校でご

ざいます。市役所玄関に午後１時 30分に配車する予定です。事前準備の関係もあ
り、当日参加が難しいという方がいらっしゃれば、今お伺いします。

（ -------- 「委員長」という声あり。 -------- ）

委員長 石田委員。

石田委員 委員会として、基本的な方向性が決まって、あとは、設計で反映していくとい

うことなんで、今から委員会が見に行く必要性があるんですかね。事務局があち

こち見てきて設計に反映させていくのはいいのだけれど、委員会としては方向性

がほぼ決まっちゃったわけですから、じゃ、これからプールは下にとかいう話に

はならないと思うのです。どうなんですかね。皆さんお忙しい中来ていただいて。

委員長 副委員長

副委員長 第６回まで準備委員会がありますので、やはり準備委員会の委員に見ていただ

くということが必要だと思うのですね。事務局ではこれから数回予定しています。

多くを見ることによって、さまざまな改善点が出せますので。また、委員会とし

ては１校しか見ていませんので、ぜひ見ていただいて第６回の準備委員会にも反

映していただければと。そのうえで、確かに石田委員がおっしゃるようにどこを

そう見ればいいかというのがあると思うのですが、新しく作られた学校というの

はある意味同じような施設になっているのですね。ですからそういう面では無駄

足になっていますという懸念もあろうかと思いますけど、やはり一人ひとりが見

ることによって、こんなところにこんな改善があるんだというのが出せるのかな

というふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 確認させていただくのですが、今の副委員長からの発言と連携しますけども、

最後の第６回の準備委員会の会議の目的は、パブリックコメントで賜った意見と

か市民との意見交換会で賜った意見の集約。そして委員会として市長にこういう

形で答申をしますということについての最後の表決の会議の性格です。そこのと
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ころについては、今、副委員長がおっしゃった新たな学校視察をするという、こ

の狭山市の入間川小学校が何かこれに反映するような、今事務局が一生懸命苦労

されてベースを作られ、パブリックコメントを投げようとしているところに、付

加するような要素ってあるのですか。

委員長 副委員長

副委員長 とにかく多くを見てもらうということで意見反映はできると思うのです。

やはり、準備委員が学校建設に当たって沢山の予備的な知識を得るということで、

目的もそこにあるわけであって、準備委員会がここで第 6回が終わるわけですけ
ど、その後基本的な設計に入っていくわけでしょ。そういう中でもさらに細かい

部分での調整が必要になってくるかと思います。委員会という組織はなくなるわ

けですけど、見ていただくことによって、意見を寄せていただくことはできるわ

けです。そんな位置づけでいかがでしょうか。

委員長 ほかにご意見ありますか。今、説明が途中になりましたが、よろしいですか。

事務局。

事務局 次に、パブリックコメントの関係と意見交換会についてご説明します。対象に

ついては、先ほどの議論を踏まえたものに差替えたいと思います。パブリックコ

メントの募集期間につきましては、10月 2日から 10月 21日当日消印有効とさせ
ていただきます。結果の公表は 11月と予定しております。意見交換会につきまし
ては 10月 8日火曜日、新倉小学校、15時 30分から、9日水曜日、坂下公民館 19
時からを予定しております。第 6回準備委員会については 10月 25日金曜日、開
催時刻が 15時からに変更になっております。場所は、本日と同じこの部屋で行い
ます。

委員長 田中委員。

田中委員 パブリックコメントで括弧書きで、｢個別の回答は行わない」というと市民参加

条例でいうパブリックコメントにならないですね。ですから、これは意見聴取と

か別の言葉を使わないと、和光市でやっているパブリックコメントでは｢個別に回

答する」というのが、条例、規則、運用で決まってますので、パブリックコメン

トというのはまずいと思います。

委員長 事務局。

事務局 その辺については後で確認します。ありがとうございます。

委員長 石田委員。

石田委員 意見交換会の出席者、これは誰を予定していますか。

委員長 事務局お願いします。

事務局 委員長、副委員長、それに教育委員会から教育部長、学校建設準備室事務局か

ら参加します。以上です。

委員長 ほかにご意見ありますか。山崎岩男委員。
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山崎岩男委員 意見交換会で 10月 8日と 9日ですよね。保護者に参加してもらう、これど
ういう連絡事項をとっているのですか。

委員長 はい。事務局お願いします。

事務局 こちらにつきましては、パブリックコメントを実施するための所定の方法によ

り行います。パブリックコメントや意見交換会を実施する旨のポスターを学校内

に掲示したりすることを予定しています。

このほかに、保護者への配布物による通知も検討していきます。

委員長 副委員長。

副委員長 掲示だけではなかなか周知できないと思うのです。学校に来なければわからな

い。配布物という形が例えば白子や新倉小の保護者あるいは、自治会とかそうい

う形でやらないとなかなか周知できないと思うのですが、そういう方向はどうで

すか。考えていますか。

事務局 そういう方向で検討します。

委員長 石田委員。

石田委員 これから学校ができれば、そこに通う児童ができる。で、そういう人の親が一

番気になっていると思います。そういう方を、まだ通学区域が決まっていないか

ら特定できないわけだけど、かなり慎重にやったほうがいいと思います。

委員長 ほかにご意見ご質問あればお願いします。よろしいですか。

ないようですから、本日予定されている議案につきましては以上で終了いたし

ます。以上でこの会議を閉じたいと思いますがよろしいですね。以上とさせてい

ただきます。ありがとうございました。


