
平成２４年５月教育委員会会議（定例会）会議録 

１ 日 時  平成２４年５月２３日（水）午後 1 時 30 分～午後 2 時 26 分 

２ 場 所  所沢市役所６階 ６０２会議室 

３ 出席者 ［委員］冨田常世委員長、守谷靖委員長職務代理者、京谷圭子委員、 

吉本理委員、佐藤徳一教育長 

      ［事務局］山嵜裕司教育総務部長、平塚俊夫学校教育部長、斉藤雅 

裕教育総務部次長、齋藤敏男学校教育部次長兼学校教育課長、 

則武辰夫生涯学習担当参事兼生涯学習推進センター所長、村川 

裕昭教育センター担当参事兼教育センター所長、北健志教育総 

務課長、北田賢司教育施設課長、浅野浩一社会教育課長、内堀 

耕介スポーツ振興課長、冨田一成文化財保護課長、仲法寛所沢 

図書館長、市川雅美教育総務課主幹兼教育企画室長、末廣和久 

教育施設課主幹、沼田芳行学校教育課教育指導担当主幹兼健や 

か輝き支援室長、阿部美和子保健給食課副主幹、倉持美樹生涯 

学習推進センター主査 

      ［書記］大部稔之教育総務課主査、鈴木明彦教育総務課副主幹 

４ 前回会議録の承認 

５ 会議の傍聴者 別添のとおり（１名） 

 ６ 開 会 本日の議案は、議案第６号の１件と、追加議案第７号の合計２件。 

７ 議 題 

●議案第６号 所沢市立所沢図書館協議会委員の解任及び任命について 

資料に則り、仲所沢図書館長から説明がなされた。 

  以下、質疑。 

（佐藤教育長） 

  新委員の高野校長は、校長、教頭、指導主事と色々な経験を持っており、 

特に読み聞かせ等読書活動にも熱心でございまして、図書館協議会委員に 



適任ではないかと思われます。 

※ 冨田委員長の採決により、出席委員全員が賛成し原案どおり可決された。 

●議案第７号 所沢市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

資料に則り、浅野社会教育課長から説明がなされた。 

  以下、質疑。 

（佐藤教育長） 

  藤野委員の経歴などご紹介いただきたい。北田委員については私ができる 

と思いますので。 

  （浅野社会教育課長） 

藤野委員につきましては、地元富岡地区協力会の役員をされているというこ 

とで、ここで役員の改選がございまして、新たに協力会の役員として推薦を 

いただいたものでございます。 

  （佐藤教育長） 

    北田委員におきましては、先ほどの高野委員と同じように、市内の校長それ 

      から教頭経験も長く、また指導主事の経験もあり、英語科の専任ではござい 

    ますが、幅広く公民館運営に携わっていけるのではないかと思います。 

 ※ 冨田委員長の採決により、出席委員全員が賛成し原案どおり可決された。 

【 傍聴者１名途中入室 午後１時４１分 】 

 ８ 協議事項  

  ●学校施設耐震化完了後の教育施設整備について 

       資料に則り、市川教育総務課主幹兼教育企画室長、北田教育施設課長、則 

   武生涯学習担当参事兼生涯学習推進センター所長、冨田文化財保護課長か 

   ら説明がなされた。 

    以下、質疑。 

  （冨田委員長） 

       トイレについてですが、古いものは配管が細いと思われます。管を換える 

       際、下水につながるまでの間の他の配管などは一緒に直すのですか。それ 

       とも１系統から先のつながっている部分まででしょうか。 

   （北田教育施設課長) 



   状況にもよりますが、配管については全部改修し、集約した下水までの管 

   も古いところは改修する必要があると思います。 

   （冨田委員長） 

      低学年は家と違って、みんなが洋式を使うという経験も必要だという人も 

       いて、そういう事も大事だと思いますが、洋式を１つ造るにしても、子ど 

       も達は、非常に学校でトイレに行きづらいというのが現状のようです。だ 

       から、かなり必要性が高いものだと感じています。予算厳しき折ですが、 

       ぜひ繋いでいただけたら有難いという感想を持っております。 

     これは総合計画や実施計画などに載っているのでしょうか。それとも、こ 

       れから載せるのですか。どんな見通しで、今後進めていくのか教えていた 

       だきたい。 

  （市川教育総務課主幹） 

    いずれの事業につきましても、現在まだ実施計画に載せるには至っており 

       ませんが、ご検討いただいた結果をもちまして実施計画に載せたり、財政 

       部門と調整を図っていくということになります。 

  （佐藤教育長） 

       ワンフロアの値段で２００万円の差があるのは、ウォシュレットを入れる 

       か入れないかの差ですか。それとも別の理由ですか。 

  （北田教育施設課長） 

      学校によって規模と広さやトイレの数がさまざまですので、８００万円か 

       ら１０００万円位の幅をもっております。 

  （佐藤教育長） 

    ウォーム便座は洋便座全部に付いていて、ウォシュレットはなしという仕 

       様でしょうか。 

  （北田教育施設課長） 

    両方とも見込んでおりません。 

  （佐藤教育長） 

    公民館と図書館全部をウォーム便座に換えた教育委員会としては、本元の 

       学校にウォーム便座が入らず、ヒヤッとしたと言われては、せっかく全て 

       のまちづくりセンターである公民館部分のトイレをウォーム便座に換えた 



       訳ですから、整合性がとれなくなってしまうと思うのですが。 

   （北田教育施設課長） 

       ウォーム便座の方は検討してまいります。 

   （山嵜教育総務部長） 

    ただいま教育長から貴重なご意見を賜ったのですが、これらに関するご意 

       見等を教育委員会でご検討いただき、教育委員会として一体の物を今後、 

       市長部局と協議させていただくという思いで今回、協議事項とさせていた 

       だきました。 

  （佐藤教育長） 

    和式トイレを残す理由は、この前説明を受けたのですが、特に女生徒の中 

       で「だれだれの後に入るのは嫌だ」という話を聞いたことがありますが、 

       市役所の多目的トイレに全て入っている便座の上に掛ける紙シートのよう 

 なものは、全然想像していないのでしょうか。例えば、和便器を全て洋便 

 器にして、いくつかに紙シートをつけておくということは想定していませ 

 んか。和便器を残す時代かどうかと思いますが、どうでしょうか。確かに 

 嫌がることは嫌がるのですがね。 

   （京谷委員） 

       紙シートと拭くもの(クリーナー)ではどちらの経費がかかりますか。 

  （北田教育施設課長） 

       そのデータは取っておりませんので、資料はございません。 

   （吉本委員） 

       バリアフリー化ですが、車椅子に対応した設備を入れるという考えでよろ 

 しいでしょうか。 

   （北田教育施設課長） 

    その通りです。身障者用のトイレを考えておりますので、手摺り等も全て 

       設置してあります。ただし、全ての階に設置できませんので、１階には全 

       て障害者トイレを設ける予定です。２階からはエレベーターのない学校も 

     ありますので、全て１階のフロアに設置する予定です。 

  （佐藤教育長） 

    １階の多目的トイレには、赤ちゃんの駅にあるオムツ取替えシートが設置 



       される予定ですか。 

   （北田教育施設課長） 

    今、駅などにあるように「だれでもトイレ」ということになりますので、 

       そういうものは備えてあります。 

   （守谷委員） 

    縦１系統になるということは、特に必要なのは低学年だと思うのですね。 

       低学年が使いにくいと考えていると思うので、学校の教室配置にもよると 

     思うのですが、そのあたりも考えて実施していただければ有難いと思う。 

   （佐藤教育長） 

       「明るく清潔な学校トイレ」の資料にある、真ん中の丸い部分は何ですか。 

    それから、その下の写真で座っている部分はベンチですか。 

 （北田教育施設課長） 

    丸い部分は手洗い部分です。また座っている所はベンチです。 

   （佐藤教育長） 

       丸い部分の向こう側に見える２ヶ所の鏡は手洗いではないのですか。 

   （北田教育施設課長） 

    両方手洗いです。 

   （佐藤教育長） 

    廊下のコーナーで生徒たちが座って、お話したり本を読んだりというのは 

       よく見るが、トイレ内で座ってというのはあまり見ない気がする。 

   もうひとつの案件だが、こちらはおおよそでも幅広くでも、予算がどのく 

    らいかということを少しは言わないと、全くなしというのは変ではないで 

     しょうか。せっかく一方は予算もやっているので。 

   （則武生涯学習担当参事） 

    これにつきましては教育委員会で、教育施設整備検討委員会というものを 

       設けまして、これはあくまでも内部会議でございますが、耐震化完了後の 

 教育施設整備の中で、各施設の大まかな計画を出してみました。その中で、 

 試算したものでは設計と工事費を含めまして、１４億９０００万円を見込 

 んでおります。 

  （佐藤教育長） 



    この絵で言うと、どの部分を指しているのでしょうか。外の部分も含むの 

       か、３階の渡り部分も入っているのか、駐車場スペースも含むのか。何を 

       指してその値段と言っているのでしょうか。 

   （則武生涯学習担当参事） 

    あくまで絵はイメージ図ということですが、屋根にソーラーパネルと書い 

       てある収蔵庫並びに展示スペースを含んだその建物をいいます。 

   （佐藤教育長） 

    渡り部分も入れず、その前や駐車スペースも入れないということでよろし 

     いでしょうか。 

   （則武生涯学習担当参事） 

    構造的に渡りというものが実際に可能かどうかの検討も必要になりますが、 

       予算としては建物全体のものです。ただ、歴史的構造物の移築は、また別 

       予算で考えております。 

   （冨田文化財保護課長） 

    歴史的建造物の復元に係る経費でございますが、概算ですが設計の経費を 

       除きまして１棟１億円程度を見込んでおります。 

  （山嵜教育総務部長） 

    従いまして、収蔵庫に関しましては、全体で２０億円弱というような予算 

       額が考えられることになります。 

  （吉本委員） 

      これは学校の耐震化工事が終った時点での予算ということですよね。今、 

       耐震工事で、年間どれくらい使っているのですか。 

  （山嵜教育総務部長） 

    年度によって違うのですが、２３年度は一番多額でございまして、１３億 

       円くらいだと思います。ただ、これについては補助金も含んでおりますの 

       で、市の単独予算としましては４億から５億円くらいのレベルではないか 

 と思いますが、記憶の範囲内で申し訳ありません。耐震後の工事につきま 

 して、４億、５億がそのまま全部使えるかといいますと、他の部局も予算 

 を見込んでおりますので、その中でどれだけ教育施設に充当していただけ 

 るか、そのためにもこちらでもしっかりとした計画を立てておかないと、 



 総合政策部あるいは財務部と協議できないものですから、このような形で 

 早めに準備をして、２６年度からのスタートに繋げていきたいと考えてお 

 ります 

  （吉本委員） 

       すんなり来る訳ではないということを前提に考えて、検討していかなけれ 

       ばならないということですね。 

  （山嵜教育総務部長） 

    吉本委員がおっしゃられたように、同時にこれに自校給食があります。こ 

    れは次回の教育委員会議でお諮りする予定でございますが、３つの事業が 

       同時にできるとは財政的にも考えられないものですから、優先順位も含め 

       て、検討していただければと思います。 

  （冨田委員長） 

    校舎の耐用年数は、普通何年くらいですか。 

  （北田教育施設課長） 

    ＲＣの建物は５０年から６０年になります。 

  （冨田委員長） 

    市内で一番古いのはどのくらい経っていますか。 

  （北田教育施設課長） 

    一番古いのは三ヶ島小学校で、ここで改築しますが５５年位になります。 

  （守谷委員） 

    トイレの現況が洋式化率２３％となっておりますが、平均的にどこの学校 

    にも課題なくできている等の状況はいかがでしょうか。 

   （末廣教育施設課主幹） 

    洋式化率２３％につきましては、全ての学校の総数に対する割合でござい 

       まして、多い学校と少ない学校がございます。一番多い学校は松井小学校 

 で洋式化率約７０％、他の学校につきましては２０％程度、古い学校につ 

 きましては２０％を切る状況でございます。ちなみに、率の高い学校につ 

       きましては、松井小学校が約７割、北小学校が約４割、和田小学校が 

       約３割、東所沢小学校が約２．５割という程度でございます。 

  （守谷委員） 



    手付かずのところもありますか。 

  （末廣教育施設課主幹） 

    毎年、身障者対応や和便器が古くなった所につきましては、なるべく洋便 

       器に取り替えるような工事をしておりますので、全く洋式便所がない学校 

       というのはございません。 

 （吉本委員） 

   これはどちらも市の単独予算でやるのでしょうか。国からの補助金等はあ 

 るのでしょうか 

（山嵜教育総務部長） 

    学校のトイレにつきましては７分の２の割合で国庫補助が付きます。収蔵庫 

    については現在、社会教育施設等についての取り組みがございませんので、 

    補助金はございません。 

 （北教育総務課長） 

   この件に関しましては、次回は自校給食について、またご説明させていただ 

      きたいと考えておりますが、この３点につきましてお気づきの点があれば、     

      教育総務課までご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしま 

      す。 

 （冨田委員長） 

   また次回、給食についての話もあるということですので、何かありましたら 

   教育総務課までお話いただければと思います。 

９ 報告事項 

○放射線関係について（学校教育課） 

○所沢市中学生海外文化交流派遣事業について（学校教育課） 

１０ その他 

・教育委員会 6 月定例会： 6 月 29 日（金）午後 3 時～    602 会議室 

・教育委員会 7 月定例会： 7 月 25 日（水）午後 1 時 30 分～ 602 会議室 

 （佐藤教育長） 

   せっかくイメージ図がありますので、沼田学校教育課主幹から報告がありま 

      したクリーンセンター以外の生涯学習推進センターの保管場所の特定と、東 



    口が開設予定ですので、位置的なことを委員さんにお知らせしたほうが良い 

    のではないかと思います。 

 （沼田学校教育課主幹） 

   イメージ図ではプールの位置が右上の方にございます。このプールのさらに 

      右側に、上のほうに縦線の入った建物がございます。ここに現在使用してい 

ない更衣室がございますので、ここのコンクリート建屋内に保管されており 

ます。       

（則武生涯学習担当参事） 

    東口を改修するという件でございますが、イメージ図で言いますと、右側に 

    あります蒲鉾型の建物が体育館でございます。この奥の部分を使いまして、 

  県道に接続する道を今年度、改修する予定でございます。体育館の北側にな 

  ります。 

（山嵜教育総務部長） 

  沼田主幹の補足ですが、プール脇の更衣室というのは基地に面しており、民 

家がないという状況と、生涯学習推進センターの利用者が立ち入らないとい 

うことがございましたので、この場所にさせていただいたという次第でござ 

います。 

 （冨田委員長） 

   プールはこのままずっとこのようにしておく予定ですか。 

 （山嵜教育総務部長） 

   現在のところ事業の計画は立っておりませんが、今後、市長部局からはプー 

      ル以外で使用したいというような声もございますので、多目的に色々な利用 

策を検討していきたいと思います。プールとして利用することはないだろう 

と思われます。 

 （冨田委員長） 

   どこの県や自治体でも困っている汚染された土壌は、今後どのような処理が 

   なされていくのか。 

 （山嵜教育総務部長） 

   この件は、国のほうで保管や処理の基準が示されるまでの仮置き場という位 

      置付けで、西部クリーンセンターと生涯学習推進センター更衣室に保管して 



   いますので、国のほうでの指針なりルールができましたら、それに沿って処 

   分して参りたいと思っております。 

１１ 閉 会 午後 2 時 26 分 

 

 


