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（仮称）和光市立下新倉小学校建設準備委員会

第３回 会議録

日 時 平成 25年８月 22日（木）午前 10時から 11時 40分
場 所 全員協議会室

出席委員 16名
欠席委員 3名
傍聴者 11名

開会

事務局 おはようございます。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。開会の前に事務局から 2点ほど申し上げます。
以前の予定の中でお知らせしているとおり、今回から専門コンサルとして㈱大誠

建築設計事務所が同席いたします。準備委員会開催のための資料作成や資料整理

をお願いしておりますが、当委員会には、同席のみとなりますので、予めご承知

おきいただきたいと思います。続きまして本日の配布物の確認をいたします。

------（資料の確認）---------
委嘱書につきましては、7月 29日開催の第 1回準備委員会において市長から交

付を行っておりますが、当準備委員会設置要綱第 3条第 4項により、教育委員会
が委嘱または、任命すると規定されているため、改めて規定のとおり交付を行う

ものであります。委員各位にはご迷惑とお手数をおかけしましたことをお詫び申

し上げます。

それでは、委員長の挨拶をもって開会といたします。

委員長、お願いいたします。

委員長 おはようございます。本日は暑い中、第３回（仮称）和光市立下新倉小学校建

設準備委員会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。本会は第３回目

ということでございますが、第１回目は大変暑い中ではございましたが、事実上

の初顔合わせということで、これまでの経緯について説明が中心ということでご

ざいますが開催をさせていただきました。そして、第２回はですね、朝霞市内の
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小学校をご視察いただいたところでございます。今後、小学校の視察につきまし

ては、１か所のみということではなく、さらに考えていきたいと思いますので、

委員の皆様、特に公募等でご就任いただきました委員の皆様にはお時間等を取っ

ていただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、本日は第３回ということで、実質的な討議、検討ということでござ

います。委員の皆様にはよろしくお願いを申し上げます。

それでは、次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。２として

新設小学校建設の課題と方向性の１の（１）でございます。

これは前回までの検討事項となっておりますが、内容的には、今後の検討事項

ということになってございます。これについて事務局よろしいですか。

事務局 事務局より着座にてご説明申し上げます。

----------（資料の２ページから 12ページを説明）----------
委員長 今、事務局から説明がありましたが、もう一度私のほうで整理をさせていただ

きながら、今後の検討を進めてまいりたいと思います。

２ページにお戻りいただきたいと思います。今後の検討事項ということでござ

いますけど、第１回の資料ではですね、①②③と表題のみ資料には記載されてお

りましたが、表題だけですと内容がわからないということもございまして、今回

はその下に、小さいポツ（・）で情報を入れさせていただいております。

まず、①学校用地の面積による校舎の規模及び回数についてですが、昭和 45年
8月都市計画法上の制限でございます。それから建築上の制限、それから予想児童
数については 540名程度が想定されると。このような想定のもとで今後学校の校
舎のあり方を検討していただくということになります。

②屋内運動場、体育館やプールの規模・位置についてですが、これについて体

育館は、広い意味での災害の避難場所になり得るということで、特にあの地域に

ついては洪水の恐れがありますので、水災害の避難場所の想定もご留意をいただ

く必要があるとこういうことでございます。また、プールにつきましても、敷地

の有効活用を図るということで、プール単独で設置するのはできない、他の体育

館棟等と一体的に建設をすることが、敷地の有効活用を図る上で求められるので

はないかと、こういう情報でございます。

それから③の下新倉児童センター、学童保育クラブについてですが、児童セン

ターについては建築後 28年が経過しているという建物でございます。また、学童
については 9年の経過ということでございます。
それから、④の児童のための通学路交通安全対策と通学区域については、後日

別途検討させていただくということにさせていただきます。

⑤の一般の市民の人が利用できる図書室のあり方についても、なかなか学校図

書と一般図書の整合性をどう図るか、という問題もあると思いますので、後日別
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途検討とさせていただいております。

次に⑥の隣接地に対する音と埃対策について、隣接地についましては産業廃棄

物の中間施設等がありまして、騒音あるいは埃やにおい等もあろうかと思うんで

すけど、その辺の話で、学校の校舎との間のどういう風に、緩衝地帯を設けるか

という内容になろうかと思います。その辺のところを今後検討していただくとい

うことで、この１については、まず皆様に頭の中の情報としての前提条件整理を

させていただくということで、提示をさせていただいております。

とりあえず、ここの部分について今後検討していく重要な前提条件になります

ので、この部分につきましてご質問等があれば確認しておきたいこと等があれば

ご発言をいただきたいと思います。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 前提条件の３のところで「避難所になる屋内運動場が洪水の影響を受けない２

階に配置」とあるが、洪水の見積もりでハザードがあるが、どのくらいで見積も

っているのか。

委員長 事務局。

事務局 今、防災マップ等を見させてもらっている内容では、最高で５ｍと想定されて

いる。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 あそこは地盤は強いところではないし、荒川の沖積平野からつづくエリアだか

ら、果樹園とか畑などが元々あるところだが、荒川、新河岸川を県が治水工事と

か結構やっているので、比較的過去のカスリーン台風、昭和 20年代だが、あんな
ひどい洪水になることってないのですね。ハザードって 100年に１回の大雨が降
ったときの過去最大の洪水被害で描いてますから、そのあたりが妥当な範囲で、

津波については私も専門書を読んで検討したが、マックスで１ｍか２ｍ位である。

その下流に水門があるので、東京の湾から 30ｋｍぐらいしか離れてないが、水門
でかなり減衰するので、１番条件の悪い時でもそんなに津波に関しては、東北の

イメージとは地形が全然違うので、そういうことだと思います。ただ、１番気に

なるのは地盤自体がそんなに硬いところじゃないところで、地盤強化の手立てと

か、そのあたりをどう考えるのかというのが一つと、俗にいう避難所になること

から、体育館が２階にあるのはまずいと思う。２階にあることと１階にあること

のメリットとデメリットを考えたときに、２階では災害援護者の負担とか考える

ときに、建物全体を地盤強化してかさ上げすることで１階に建設すべきであり、

そのあたりについては技術的に検討する余地があるのではないかと思う。

委員の方に一番イメージしてもらえるのは、この間の６月 30日の市の防災訓練
で新倉小学校を使わせてもらいましたが、新倉小学校は体育館が２階にある。あ

あいう２階にあることのメリット、デメリットがあると思う。あそこに沢山の高
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齢者を含めて、障害がある方を含めて避難所、東日本を見てもらうとわかるが、

避難所になったときに、あそこで、下りたり上がったり、食事を運んだり、トイ

レに行ったり云々することを考えると、避難所となる体育館が高いところにある

のは条件的にはいいもんじゃない。そういうこともトータルで検討する必要もあ

るのかなと思う。

委員長 事務局。

事務局 今の話のなかで、体育館を２階に想定するという話の中では進めてきているが、

設計上、こういう形ができるだろうという予想で描いているので、今後場所が２

階でなくてはいけないということではない。水害に対し１ｍ、２ｍぐらいのもの

であるとか、そのような条件がはっきりしてくれば、１階に体育館・避難所をも

ってくるということも考えていく必要があると思う。次に、地盤のことだが、ま

だ、細かく調査を行っていない。地盤改良を視野に入れて検討をしていかなくて

はと考えている。

委員長 今、廣塚委員から、避難所となりうる体育館について、２階ということについ

ての端的な意見ではないかと思うが、避難所として使われた場合、２階では一般

の方、高齢者等が使用しづらいのではないか、避難所として難しいのではないか、

食料品を上げる、あるいは防寒寝具等を上げるというときに、非常に難しいので

はないかというご指摘であったのではないかと思う。そういうことも含めて、当

委員会では、今後意見書をどう取りまとめていくかで意見を集約をしたいと思う

が、その辺いかがか。

石田委員。

石田委員 今、廣塚委員から意見が出たが、合わせてその関係で言わせてもらえば、前提

として事務局案では２階に作って避難所とするということは、そこ自体が想定す

る水位が５ｍというのであれば、完全な孤立なんですね、通常そういう水害が想

定される場合は高台に逃げると、逃げた後も自由になるということが前提なので、

前提条件の考え方が少し違うのではないかという感想を持った。

委員長 石田委員がすぐ近くに高台があるから、５ｍの水位が上がるようなときは、高

台にある避難所を利用する方向に動くという理解でよろしいか。

石田委員。

石田委員 そうである。

委員長 中村委員。

中村委員 今の避難所の話だと思うが、この時にこの避難所には来てはいけないというこ

とになるのではないですか、そういうような区別をうまく市民の方にＰＲするな

り、洪水のときはこの避難所はだめだが、地震の時にはいい。そんなようなオー

ルマイティーな避難所でないと、たぶん避難所として受け入れられないのではな
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いかという気がした。素人判断だが、そのような気もした。

委員長 わかりました。とりあえず本日はこちら（Ａ-Ｃ図）を進めていく前提としての
情報提供なので、ただいまの１のページは事前の情報提供ということなので、今

後そのようなことについては、レイアウト等の意見を言うような中でまた方向性

をまとめていきたいと思う。ほかに、何か確認事項ありますか。

廣塚委員。

廣塚委員 突発的に起こる地震と、水害というのは、タイムスパンの関係で少し性格が異

なる。わかりやすく言うと、ゲリラ豪雨で云々というのは都市型の災害としては

重々理解しているが、いわゆる荒川、新河岸川が上流で大雨が降って逐次水位が

上がってきていわゆる河川災害が起こるという場合は、市の防災計画でも消防団

を通じて連絡をしたりいろいろするが、このような状況はこことここが水害の時

はここが避難所だと、防災計画で区分している。それから市民の方への周知の仕

方については、当然消防団とか自治会を通じて我々市のネットワークでいろいろ

注意水位とか段階があるが、それに従ってあらゆる情報ツールを使って周知させ

ていただくとともに、消防団が回ったり、市の職員が回ったりするので、今おっ

しゃってる話というのは、何でもかんでもオールマイティーな防災避難所という

設計をしてはいない。今回は新設なのでそういう前提に立ちながら、リーズナブ

ルな形にしていきたいと思う。

委員長 ほかに。小林委員。

小林委員 Ａ案からＣ案まであるが、この運動場を２階にしてこれを前提にして決まった

ような感じで、想定してあり、また、○△×と比較表（12ページ）を見てもＡ案
を押す方向で進めているという印象しか受けないが、これでＢ案とかＣ案が提示

されているのは、「Ａ案でいいか」、「Ｂ案もある、Ｃ案もある」という提示の仕方

ではないように感じる。

委員長 副委員長。

副委員長 そういう受け止め方をされると、非常に難しいなと思うが、あくまでもこれは

案ではない。図を描いてみただけだ。これからそうさせてもらっていい。案だっ

たら、そういう捉え方ができるが、この敷地の中で作るとしたらこういう図が描

けるよね、この図を描いた場合に、既設の学童保育クラブ、児童センタ―をどう

しようかと話し合ってもらって、あくまでこれは図である。この図がないと全く

話にならないので、これを元にしながら、Ａ図のどこに課題があるのか、Ｂ図の

どこに目が留まるのか、そういう検討をしていただければ全然問題ないのであっ

て、これから、そういうものを元にして設計に入っていくわけですから、これは、

まだ設計とかいう段階ではなく、絵を描いただけというご理解をいただければあ

りがたい。

委員長 参考ですが、この場は委員会としての意見書を出すということで、実際はこの
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報告書が出た後、手続き的に言えば基本設計というのをプロポーザル（企画提案

型）での契約方式で各設計業者からいろいろな案を提案してもらい、その中から

選んでいただいて、そのうえで詳細設計をしていただくという流れになっていく

のかなと思っている。この場では、さまざまな意見を集約していきながら、委員

会としての報告書をまとめたいということです。よろしくお願いします。

田中委員。

田中委員 これからの話ということになるのかなと思うが、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案が出てきた

中で、Ａ案というのは、要するに既存の施設に制約されないもので、敷地を利用

して一番いいものができると、Ｂ案、Ｃ案に比べれば当然これはいいものになる

と、どうして、既存の施設を取り入れるかということになると財政的な問題であ

ると思う。今の段階で、既存の施設を取り壊して併設させる場合は当然費用が増

加すると、その費用がどのぐらい増加するのかということをなしにどれがいいか

と言ったら、Ａ案に決まっているのではないかと思う。その辺の概算費用がわか

るものがあるのか。

委員長 事務局。

事務局 概算費用というものは出ていない。概算がこのくらいになるということが示せ

ないと最終的な結論は難しいと思うが、今現在はそこまでの積算はしていないと

いう状況である。

委員長 田中委員。

田中委員 予算の枠がない中でどこまでやるのかというと、施設等、建築計画ではいいも

のがいいということになるので、その辺をどういう風に考えるか。その辺の資料

がないと判断が難しい。これを壊してやるか、あるいはこの程度であれば、より

良い施設にするため、これだけ投資しましょう。というような話が然るべきかな

と。その辺がやはり判断の大きな材料かなと思う。その辺も合わせて可能な限り

検討の中で加えるということが必要かなと思う。

委員長 東内委員。

東内委員 今日の資料の論理構成ということだが、まず今委員長が言われたとおり、建築

計画を進めるための前提条件について議論といったところが、多分今日の本旨だ

と思うので、事務局が説明したようにＡ案、Ｂ案、Ｃ案、今田中委員が言われた

ようなこともあるが、私の所管のところからいくと、児童センターの方向性とい

うのは、現在の利用者の動向とかを含めるという観点もあるが、基本的にはＡ案、

Ｂ案、Ｃ案は小林委員が言われる危惧もすごくわかる。ただ、前提条件を付加す

るのか内容を変えるのかで、多分Ａ案、Ｂ案、Ｃ案を見ていかないと、議論にな

らないと思う。そうすると私は、５の「隣地からの騒音や粉じんの対策に配慮し

た構造とする」の次に、６として「児童センターを内部包含型の新設型に持って

いく」という前提条件を付けるとか、既存を生かすとかをこの委員会の審議で図
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っていったほうがいいと思う。そういうことも、プールについての各論も載って

いるし、児童センタ―をどうするのかということは、前提条件として記していか

ないと、またあとでそれだけが遅れるような状況にもなっていくと思うので、そ

ういう中では、所管関係からいけば、アンケート調査をやるかどうかは別として、

Ａ案、Ｂ案、Ｃ案の説明があった中では、Ａ案の中でいくのであれば、前提条件

の中に６として加えていただきたいということを、意見としては申し伝えたいと

思う。

委員長 事務局。

事務局 今回の建築計画を進めるための前提条件に書かせていただいているＡ，Ｂ，Ｃ

というパターンを、求める根本的な条件を示さないとその差がわからないという

ために出させていただいている。今委員の言われたとおり、最終的に何を目的に

やっているのかというと、下新倉児童センターの扱いをどのように判断していく

か、取り込んでいくか、残していくのかが一番大きな課題と思っている。前提条

件の中に６番として必要かなと思うので、このなかに入れて今後検討していくと

いう形で進めさせていただきたい。

委員長 山﨑委員。

山﨑委員 今いろいろとお話が出たが、元々、今の児童センターの敷地を含めて学校敷地

とするということで進めてきたということであれば、東内委員が言われたように

包含した形で、また、もう 28年も経っているということで、それを単独でおいて
おいたとしても、いろいろコストもかかってくるでしょうし、また、意匠の問題、

景観の問題も出てくると思うので、そこだけが古い建物で、多少修理を加えてと

してもやはり、一体化した中で、今後児童センターがどこまでその機能で今後や

っていくかは別として、複合施設として考えて新たに包含してあれば、児童セン

ターとして活用した場合も、何か違う活用ができるということも出てくるので、

一体的に見たほうが私はいいと思う。

委員長 事務局としては、今の山﨑委員の意見があるわけだが、児童センターを既存で

利用する場合の課題を説明できるものはあるか。

事務局 児童センター、学童保育クラブの配置図があるが配布してよろしいか。

委員長 東内委員。

東内委員 それは、次の各論でいいと思う。とりあえず、この委員会の方向性として、前

提条件に児童センタ―を包含していくのはどうかということが前提条件になって、

そのあと所管課の協議とかで各論になって、そのときに児童センターの併設につ

いてはどうなのかという課題については、また、いろいろな議論があって、方向

性としては、前提条件に出さないと話は進まないので、前提条件になくて各論に

入るというのはちょっと違うので、そこはしっかりやらないと、例えば基本設計

の副委員長が言われた案の次の段階の、基本設計の第 1案みたいなところの話も
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できないわけだから、そこは各論を進めないで、包含性で行くのかいかないのか

ということを前提条件に記すということを、合意いただくのがいただかないのか

をやっていただいたほうがいいと思う。

委員長 廣塚委員。

廣塚委員 今、東内委員が言われたように、一番最初の前提のところで、既存の施設を残

すのか残さないのか、それは当然費用と工期がどれぐらいかかるのかという試算

をしないと、全く絵に描いた餅になる。コンセプトだけの概念だけでどうなんだ

ということで、事務局がどこまで数値を出せるか出せないかは別にしても、少な

くても当然経費、概算金額でいいから、100万円かかるのか１億円かかるのか、そ
ういうのがないと比較の要因が出てこない。だから、分析がない。だから、絵に

描いた餅になる。だから聞いていてわからない。

ただ、こういう地形で絵を描きましたという説明だけだったら、何を求めてお

られるのかなという感じが正直した。

委員長 事務局。

事務局 今の意見の中では、分析するための資料がない、また解体するための費用、概

算でもないとわからないということですので、資料を作りたい。

委員長 よろしいですか。今後の再利用する場合の課題、廃止する場合の課題等を整理

するということでお願いします。ほかにご意見はありますか。

中村委員。

中村委員 第１回を欠席し根本的なところだが、せっかく地図を見ると四角い地形だが角

が欠けている。あそこについては聞きかじりしかないが、代替地とかという方法

で、あそこをうまく利用できるような方法がないのか。なるべく外気を取り入れ

るとか、粉じんを対処した構造にするとかということを考えていくと、相反する

ようなことだと思う。そこの産廃のところの窓をなくすとかいうことが書いてあ

るが、そこが真っ暗になって、もし停電したときに、外光を取り入れられないと

なった場合、そこにも窓を付けたほうがいいと思う。なるべく照明をつけなくて

もいいような明るい学校にしたいということを考えたときに、そこの窓を付けた

ほうがいい。外気を取り入れないとしたときに、でも、屋上にプールがある。臭

い、騒音、粉じんの中でプールを使わないといけない。体育館についても、冷房

が入る体育館などはほかにはない。総合体育館ぐらいなものだが、そこで子供た

ちが暑い中やっているときに、外の窓を開けてやったとき、音がうるさくて先生

の声が聞こえないとか、集中できないということも考えられる。また、避難所に

なったときも、そういうときは工場も操業していない思うが、開放できないよう

な窓だったらいらないし、どうやったらできるかと言ったら、産廃の業者に屋根

をかけてもらうとか、屋根かけるなら市のほうから予算付けるとか、もう少し、

譲歩するなり、業者の方とお話をするとかできないか。いい方向でできないのか。
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最初に戻ってしまうが。そこが一番気になっている。あと、学級数のところで３

×６クラスとなっているが、特別クラスのことを考えているのかというところが

気になった。白子小でも第五小でも増えていると思う。あとでプレハブを建てて

グラウンドが狭くなったということがないよう、欠けた土地を手に入れるように、

もう一度話をしてもらいたいということを提案できるか。

委員長 事務局。

事務局 今まで長年にわたり地権者の方と交渉を行い、土地に関する問題は今まで大変

重要だったということで、大変難しくなってきている。その中で、今回の２か所

になるが、地権者とは交渉を行ってきている。ただし、その中で今言った事業を

やっている者が、産業廃棄物中間処理場及び該当する事業を行っている方ですの

で、その内容で、手続き的な話と、代替地を希望しているということもあり、代

替地の確保の問題や手続き的な問題もあり、現在、市では大変難しくなってきて

いるという状況であるので、今回の敷地から外させていただいている。ただし、

２か所の地権者に関しては、今後協議が進めば、交渉しないというわけではなく

て、例えば、代替地を希望している方が、土地を売っていただけるというような

状況になれば、市としてもその土地を確保できる条件もあるが、今現在は、どう

しても代替地を希望しているということなので、今現在は難しい状況になってい

る。

委員長 今の説明でわかりますか。

中村委員。

中村委員 代替地というのは難しいと思うが、ああいう業界なので、公共施設から何ｍ離

さないといけないとか細かいところであるとは思うが、その辺で市がせっかく作

る大金を付けて建てる学校だから、２年とか３年というスパンではなく何十年、

百年経って、おじいちゃん、おばあちゃんが行った学校に行くんだという、地域

に根付いた学校を作るのであれば、少しその辺を行政側が譲歩するとか、まぁ余

地はあるといわれているが、もっと積極的に方向性を考えられたらなと思うが、

言われている内容はわかる。代替地がないから移転できない、代替地があればい

つでも移転できるよということだと思うが、うまい代替地を難しいとは思うが、

うちの工業団地の中とか、そういうところをうまく条件を緩和してあげて、中に

入ってもらうとか、そういうことができないのかなと思うが、よろしくお願いし

たい。子供たちのためなんで、なるべくなら、いい学校を作りたいというのは皆

さん同じだと思うので、やっていきたいなと思う。

委員長 事務局よろしいか。

事務局 はい。先ほども言いましたが、地権者とは交渉を進めていきたい。そのために

は、工夫をしながらやっていきたいと考えているが、やはり今現在は難しい状況

ではあることをご理解いただきたい。
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委員長 委員長の立場で説明的な発言をするのはちょっと、とは思うが、一応、この産

業廃棄物等を移転するには、都市計画法上の問題とか産廃法とか、違う法律での

設置許可が別途必要になる。仮に代替地があったとしてもそっちの許可が得られ

ないということもあるので、基本的に関係法律でもって設置困難な場合もある。

そういう中で、この２つの施設についてはなかなか移転が難しいということでご

理解いただきたい。今の法律の中では、新たな代替地の中で設置許可を得るのは

難しいという性格のものであると、ご理解をいただきたいと思う。新たに市とし

て、場所を探していかがか、ということも現実的には難しいとご理解をいただき

たいと思う。

丸山委員。

丸山委員 今のお話ですと、産業廃棄物処理場については今の段階では無理だが、将来的

に移転が可能になったときに、仮に市が買い取ったときに、学校用地として何に

使えるかというと、結局デッドスペースになると思う。その辺が将来的にどうな

のかということがある。将来的な展望があるなら、それを見越した校舎配置を考

えた方がいいのかなというのが一つと。その産業廃棄物処理場の脇にプールがあ

って、給食室があるというのはどうなのかなと疑問を持つ。以上です。

委員長 事務局。

事務局 今の一つの問題として、産業廃棄物処理施設の脇に給食室とプールがあるとい

う話だが、これは、こういう位置は想定であって確定しているものではない。今

後こういうパターンの中ではできるなという話の中では持ってきているが、ゾー

ン的な話は変わることもあるなと思っているので、委員会の中で変えることがで

きる、今後検討していきたいと考えている。次に、産業廃棄物業者の敷地を仮に

市が買える状況になったときの、敷地利用の展望ということだが、今現在は大変

困難なので、先の予定は考えていない状況である。今後、買えるような状況にな

れば、検討する必要があると考える。

委員長 田中委員。

田中委員 敷地の確認だが、敷地は建設の大元になるが、この敷地で建設をするというこ

とではないのか。今まで、努力されて交渉をしてきたという経緯のなかで現在取

得できない土地があるという状況の中で、13,000㎡でやるということではないの
か。まだこの後も交渉を続けるのか。要するに学校用地として取得する予定があ

るのか確認したい。

委員長 事務局。

事務局 今は 13,000㎡で敷地の確定をしたと考える。この予定地で建築確認とかそうい
う手続きは進めていきたいと考えている。先ほど言った産業廃棄物施設の敷地に

ついては、学校予定地としてはこの形で進めていくが、当初はこの産業廃棄物処

理施設も学校予定地として計画の中に予定していたので、今後もこの敷地を予定
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地に入れられるかの計画も考える必要がある。

委員長 副委員長。

副委員長 いいかな。あくまでも 13,000㎡ということでね、これから設計に入っていくと
いうことだ。経過の中で、設計の段階で土地が確保できれば変更してもいいと思

うが、あと何年というスパンの中で厳しい状況にあるわけなので、ここで判断し

たわけで、13,000㎡の中で考えていくということは、ご報告申し上げたことだ。
委員長 田中委員。

田中委員 その確認だった。これで計画を進めるということでよろしいか。

委員長 はい。一応 13,000㎡を前提にご検討をいただくということである。
川野委員。

川野委員 先ほどから出ている学童保育クラブ、児童センターを敷地内に作るかどうかと

いうことを話題に入れてよろしいか。

委員長 事務局。

事務局 はい。

委員長 川野委員。

川野委員 実は東日本大震災が起きたときに、学童保育クラブが敷地内にある学校、新倉

小と下新倉学童保育クラブのように、学童保育クラブが離れている学校での子供

の対応、引き渡し、子どもが地震を体験した後、どのように心を落ち着かせるか、

家庭との連携、地域との連携、それらをすべて含めると、学校と学童保育クラブ

が同じ敷地内にあるということは、非常に有効であると実感した。1点です。2点
目は、今ある施設を活用するかしないかという話ですが、予算的なこともあるか

と思うが、現在ある施設を利用し、新たな施設を配置しようとした場合に、後に

支障が出るということが、私もいくつかの学校を経験して多々あった。例えば、

施設同士の連結についてとか、児童、生徒、外部の方が入ってきたときの動線と

かです。もし、予算上で許される、かつ可能であれば、まだ 9年しか経っていな
いが今後 10年 20年、30年後を考えると、新たに施設を設置できたら、いいと感
じている。これはあくまで予算上の関係もあるので、事務局の皆さんのご苦労も

あるので何とも言えないが、意見としてお伝えします。体育館が 2階にある学校
を 2校経験している。どのような課題があるか、後にしますか。

委員長 ぜひ、ここでお願いします。

川野委員。

川野委員 教育活動上のお話をします。今後新しい施設を作るということで、どこまで

施設の防音や強度を図るかというと、私も想像ができないが、基本的に 2階に体
育館があり、その階下に教室がある場合は、教育活動には適しない。常時、体育

館を使用しているわけではないが、かつて経験した学校においても教室数が足り

ないために、体育館の下の階を普通教室として使えないかといわれたが、ばかな
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ことを言わないでくれとお断りした。教育活動の中で良い環境が作れない。

2点目、2階にあるということで、課題になるのは、児童や人間の動線です。予
想では 400人の児童、または市民が集まる場合、どのように 2階の体育館に移動
していくかである。その時間、または、通常の教育活動の中で 600人、400人の
児童を体育館に収容していくときに、どのように動線を使っていくか、日常な教

育活動のなかでは、非常に大きな場面になる。また、体育館にいるときに災害が

起きた場合、どう避難をさせるか等 2つの学校を経験しているがやはり、実際に
は難しい。経験した 1校は 800名の学校でした。もう 1校は 600名程度の学校で
あるが、動線に非常に頭を悩ますという状況がある。

委員長 教育的な見地からのご意見をいただいたところですが、事務局発言はよろしい

ですか。

事務局 設計をする上で対応してほしいというご意見ですね。

委員長 川野委員。

川野委員 そうです。学童保育クラブや他施設との共有ということでは、東日本大震災の

時の状況をお話しさせていただいた。

委員長 とりあえず、このレイアウトの件についてはこの辺にさせていただき、次の新

設小学校建設の課題と方向性について進めさせていただきたいがよろしいか。

石田委員。

石田委員 この委員会はあくまで聞くだけなのですね。

委員長 その点については、また後でまとめさせていただいて。

石田委員。

石田委員 この委員会は、例えば前提条件がありますよね、これについても提示を受ける

だけで終わりですね。

委員長 この件については、今日のご意見をいただいたうえで、事務局としての案を次

回出せますか。

副委員長。

副委員長 ちょっといいですか。冒頭に申し上げたように、図に描いたものを元にしてい

ただきながら、既設の学童保育、児童館をどうしていくのかという問題、これが

一番大きいはずです。それによって面積をどう確保するか前提となるので、絵で

すからどう配置するかまだこれからの問題であって、Ａ図的な考えでいけるのか、

Ｂ、Ｃ図なのかという方向性を決めていただければ、次に持っていけるのわけで

す。廣塚委員がおっしゃった問題はもっと先の話として揉んでいかなければいけ

ない。今日出せる状況ではない。あくまで今日は絵を描いた段階ですから、これ

から皆さんで揉んでいただいて、設計に入る前にまとめたものを持っていないと、

設計業者にもそういう意向が伝えられない。そういった意見の集約をしていきた

いということである。委員会としてはこのことが大事である。あとは残すかどう
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かということは行政の問題であるから、予算が絡むことなので方向性としては。

委員長 東内委員。

東内委員 前提条件は前提条件で、例えここで確定したとしてとして、今副委員長が言う

ように、あとは各々が持ち帰ってあとはどう政策判断しようかということをやっ

ていくべきだと思う。私は今日、前提条件の中に 6として、児童センターのこと
を入れるかどうかをはっきりしたい。ただ、その中に概算でいいから、例えば、

建て替えと新規併設した場合の費用対効果だとかいうものが、本来あればいいの

だが、そこはなくても、ポイントとして、児童センターとか学童保育クラブを含

んだところを学校敷地として 1万何千㎡としてやっていこうとで、最大有効利用
するわけだから、だとしたら、既設を残した場合にはグランドが使いづらいわけ

ですよね。それが今日意見集約されて議論されていくので、案としたら、私は 6
のところにそれは載せてもらいたいですよ。前提条件が決まっていろいろな所管

だとか市の政策判断もこの委員会を受けて、では 2階の体育館をどうするのかと
か、というのを次に詰めていけばいいと思うので、前提条件だけは、委員会で 5
まで確定し、6まで資料がないのだとしたら、その部分だけ次回までどうだという
ふうにしていかないと、政策判断だとかほかの委員の考え方なんかがまとまって

いかないと思いますよ。

委員長 次回の委員会では、先ほど児童センターの今後の課題を出してもらうことにな

っていますので、その資料を出していただいたうえで、東内委員が発言あったよ

うなことを踏まえた取りまとめというのも必要かなと思うのですけど、また皆さ

ん特に公募の委員さんについては、ご意見等がありましたら、次回の委員会まで

にお願いしたいと思うのですけど。

石田委員。

石田委員 この 4ページの前提条件だが、いまいろいろ意見でた中で、3番目の体育館を２
階に配置するというのが前提条件に入っていて、これは各委員の意見を聞くとよ

くないというような意見が、ほぼそうだったと思うが、それをもし修正するなら、

ここで修正してもらわないと、次に進めないと思うが。

委員長 事務局。

事務局 今の意見に対しまして、前提条件的には委員の意見を基に考えてみると、2階に
するだけが洪水を受けないための前提条件にならないわけですから、2階に対して
は取り消させていただいて、避難場所としては１階でもできる形で計画していく

という形のものにさせていただきたいと思う。ですから、２階の配置図について

は前提条件から取り外させていただきたいと思う。

委員長 ですから、１階ということで変更してまたいろいろ検討して、問題点等があれ

ば次回お願いします。

川野委員。
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川野委員 先ほど言った意見ですが、体育館が２階にあると必ず悪いという意味の意見で

はない。体育館が２階にあったときに、その下をどう使うかという工夫ができる

と思う。場合によっては駐車場、その他。ただ、これについて通常子供たちが常

時活用するものとしては、不適格だということである。だから、それは、必ず２

階が悪いという意見ではないと、その下をどう使うかが問題だとということと受

け取っていただけたらと思う。

２点目、先ほど動線のお話をしました。たまたま私がいた学校２校は、児童数

に合わせてそこへの動線が、２か所しかない。ところが先日、朝霞市立朝霞第五

小学校を視察したときに、体育館への動線が工夫されていた。２階、３階におい

ても、プールにおいても、もちろんあの学校の体育館は１階ですから、別の動線

があったが、動線を工夫することと、体育館の下をどのように活用するかという

ことによって、決して２階の体育館が良くないということではないので、誤解の

ないようにお願いしたい。

委員長 よろしいですか、事務局。それでは次の議事に進めたいと思います。

２の新設小学校建設の課題と方向性についてお願いします。

事務局 ２としまして、新設小学校建設の課題と方向性につきまして 13ページをご覧い
ただきたいと思います。ここから 16ぺージまでは、第１回準備委員会の資料の中
で３つの基本方針、「楽しさや夢のある学校施設と学習環境」、「安全で安心かつ優

しく快適な学校施設」、「地域の生涯学習や街づくりの拠点にもなる学校施設」に

関連する整備計画を掲げておりましたが、それぞれに対しまして、事務局で検討

した方向性をお示ししたものとなる。

それでは順次ご説明をさせていただきます。

（--------資料を朗読して説明----------）
以上となります。質疑要望ご意見等があれば、お願いしたいと思います。

委員長 事務局の説明が終わりました。今後の小学校建設の校舎等の施設の中身につい

ての考え方を示したものであろうかと思います。これについて新たにこういうも

のが必要であるかとご意見があればご発言をいただきたいと思います。特にこの

辺について、川野先生、丸山先生、鈴木先生、何かお気付きの点があればご発言

をいただければと思います。はい、よろしくお願いします。

鈴木委員。

鈴木委員 ２つ質問があるのですが、１つは、２番の「安全で安心かつ優しく快適な学校

施設」の中の、方向性の①にエレベーターの設置があって、通常使用２基とある、

給食用１基とあるが、従来市内小学校では、児童が使うエレベーターというのは

ないのだが、この通常使用というのが、子供たちが通常使うという意味なのか。

というのが１つ。それともう１つは、先ほど東内委員がおっしゃっていましたけ

ど、大きな３番の「地域の生涯学習や街づくりの拠点にもなる学校施設」という
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ことで、この施設の中に、児童センターや学童保育クラブを一体として考えると

いうことである。であれば、なぜ、ここの中の大きな柱の中に下新倉児童センタ

ー、まさに生涯学習の拠点になる大きなことだと思うが、そのことが方向性の中

にも、放課後児童クラブのことは触れられているが、下新倉児童センターのこと

は触れられていないが、なぜ触れられないのかの２点です。

委員長 事務局お願いします。

事務局 ２番目の「安全で安心かつやさしく快適な学校施設」の中でのエレベーターの

設置についてのご質問から回答します。通常使用２基としたのは、一般開放ゾー

ンと、児童学習ゾーンを明確にしていこうということで考えており、視察先の朝

霞第５小学校でも１階と５階を開放ゾーンにしていたことで、一般開放を視野に

入れた場合に、一般開放の方にはエレベーターで目的地まで行ってもらう、とい

った状況で１基を考えた。もう１基は、障害がある児童がいた場合には、その生

徒に使ってもらうということでもう１基、合わせて２基というような想定をした。

給食配膳用も１基入れて全部で３基という形で考えている。

３番目の「地域の生涯学習やまちづくりの拠点にもなる学校施設」の中で、３

番の放課後児童クラブの設置について、学童保育クラブと児童センターは別棟に

なっており、学童保育クラブについては先程のプランでも説明したが、そもそも、

新設学校の中には学童保育クラブは取りこむと、併設していくということを前提

としている。

児童センターについては、取り込むのか、既存のまま残すのか、一部残すのか

想定しうる３パターンを描かせていただいた。

委員長 鈴木委員。

鈴木委員 その中に下新倉児童センターも一緒に入れるということなので、そのことも同

じ敷地なので、大きなねらいの中に入るのかなと私は思ったものですから。

委員長 星野委員。

星野委員 鈴木委員が言うように、下新倉児童センターも設置をするということもその方

向性の中に入れていただいて結構だと思う。その中でどういったものにするか、

学童保育は校舎内に入れるよ。でも、これは中に入れるのか、それは今後別途協

議するというように入れたほうがベストだと思う。ただ、方向性が入れるか入れ

ないかで大きい問題となるので、ここに学童保育クラブの設置ということであれ

ば、下新倉児童センタ―の設置を入れて、中に入れるか、外に入れるかは後の話

として、この方向性としてはやるのではないか、ということを鈴木委員も考えて

いるのでないかと思う。

委員長 事務局。

事務局 わかりました。ただ今のご指摘の下新倉児童センターの設置については、その

中に入れていく方向で検討していく。
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委員長 東内委員。

東内委員 論理矛盾というか、私は前提条件に６を加えるよう言ってますよ。そこをあり

きで、そこをしっかりしてないからこうなるわけでしょ。そこは次回でもなんで

も構わないですから、はっきり論理構成やってくれということなんですよ。前提

条件も本来皆さんに承認もらいたかったですけど、そこをどういう風にやってい

く、だからここにも書く。校内なのか、敷地内なのか、ということで進むという

方向しかないです。では、書かれなければ児童センターはどこか敷地外のどこか

土地を設けて、また出ていくんですかという話になるのだから、ですから、前提

条件のここはきちんと結んでもらってやっていただきたいというのが、担当部長

としての意見である。

委員長 事務局いいですか。ほかにありますか。関根委員さんご発言いかがですか。

関根委員 先ほどエレベーターの話が出ていたが、朝霞第５小学校に視察に行ったときに

もエレベーターがあって、児童は使わないのかと聞いたら、けがをした子とかは

先生と一緒に使うけど、児童だけでは乗ってはいけないというようなお話をして

いたが、なんか小学校にエレベーターって、確かに障害のある子には必要かなと

思うのだが、私たちは普通に考えて小学校にエレベーターはいらないかなと思う。

委員長 副委員長。

副委員長 はい。まぁ１基がいいか２基がいいかという話になるんですけど、基本的には

各学校にエレベーターがついている。バリアフリーということで付けるようにし

ているわけで、給食と共用で例えば骨折した児童が移動するのにそこを使う。と

いうことでは現在使っている。新設校が通常使用で２基必要かということは、こ

れからもっと検討しなければいけないかなと思う。要するに、給食と併用できる

かどうか。一方では地域開放する場合には１階からそのまま開放ゾーンまで行っ

てもらわないと、途中に教室の方に行かれてしまっては困るという部分もあるの

で、そういう意味では設置は必要かなと思う。

委員長 川野委員。

川野委員 賛成意見もあります。ぜひこれはということで、１点目、図書室とコンピュー

タ室の一体的なラーニングセンター、これはぜひお願いしたいと思う。今後の教

育活動でとても重要なことである。

２点目、エレベーターについて、ぜひ設置をお願いしたいと思う。エレベータ

ーの活用につきましては、学校の責任者校長が教職員と確認をしながら、示して

いけばいいと今考えている。なぜエレベーターが必要か、これから通常学級の中

に多くの条件を持ったお子さんが入学してくる。学校経営者としては使用を制限

をする。これは当然のことだと思う。

３点目、一人ひとりの教職員、児童に、どういう事故が起きるかということは

予測できない。私も教頭時代に半年間松葉杖を突いて勤務するということがあっ
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た。子供たちもどのよう怪我をするか、怪我をした場合移動にエレベーターはや

はり必要である。かつ、給食用のエレベーターと人間が移動するときに、使うエ

レベーターは区別する方針を校長はとると思う。それは、衛生上のかかわりです。

エレベーターをどこに設置するかということを今後教室が決定してからのことに

なると思うが、エレベーターの設置はぜひお願いしたいというのが学校経営して

いる者の希望である。

委員長 ご意見としていただいたものということでよろしいですね。ほかにございます

か。

小林委員。

小林委員 ３番目の地域の生涯学習の②、体育館に災害用マンホールトイレを設置すると

あるが、朝霞第５小学校を視察したときに、避難された方に十分対応できる地下

タンクがありましてすごく感銘を受けた。今の２階に体育館を設置するという条

件で進められて、この災害用トイレを体育館に設置するというのは合点がいかな

いと思うが、その点はどうか。

委員長 事務局。

事務局 体育館の周辺にということでお願いします。朝霞第５小学校も玄関の付近にあ

ったと思いますが、その周辺を想定したいと思うのでよろしくお願いします。

委員長 委員長の立場で発言するのも恐縮ですけど、災害用のマンホールトイレ、体育

館の中だけでなくて、やはりその大きく集まるところは、事情さえ許せば必要か

なと思う。ほかに意見ありますか。

山﨑岩男委員いかがでしょうか。

山﨑岩男委員 素晴らしいこの学校施設の理想をテーマにですね、この間朝霞第５小学校

に行って、素晴らしい学校に感銘を受けました。また、設計段階でもっと素晴ら

しいものがあるかもしれないが、いろいろこの間の学校をそのまま下新倉小学校

に当てはめるわけには、今ちょっと敷地とかの問題もあると思うが、素晴らしい

学校が実現できればいいと思う。

委員長 はい。ありがとうございます。ほかにご意見がございますか。

丸山委員。

丸山委員 次回、第４回「有効な学校用地の活用と校内配置」というところがあるが、細

かいところで私の意見もあるが、今日は述べないで、そこで発言する場があるの

か。第４回準備委員会はそういうことでよろしいか。

委員長 事務局。

事務局 今、この場で事務局案として出したばかりなので、17ページに質問用紙という
ことでつけさせていただいた。後程ご一読いただき、何かありましたら、９月５

日までにご意見をいただき、可能であれば第４回に反映させていきたいと思う。

委員長 ほかにご意見ありますでしょうか。特にないようでしたら時間も押し迫ってき
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ておりますので、本日はこの程度にしたいと思いますがいかがでしょうか。

それでは、ご意見等があれば９月５日までに各委員にはよろしくお願いしたい

と思います。

以上で、第３回の準備委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうござい

ました。


