
１２月定例教育委員会資料 

 

小学校の校庭等の一般開放について 

 

1. 試行内容 

平成１５年９月から試行的に，佐賀市立小学校の校庭及び体育館を，子どもたちの自由な遊

び場，親子や地域の活動の場所として，地域に開放する。 

開放日は，年間を通して，土曜日又は日曜日のいずれかの日を小学校単位で通年指定し，午

前９時から午後５時までを開放する。 

校庭の開放は，地域の子どもや親子及び一般の地域住民を対象に開放し，だれでも利用でき

るようにする。ただし，地域の公式行事や子ども会等の利用については団体利用を優先する。 

また，体育館は，防犯・安全及び施設管理上，団体利用に限定し，地域の公式行事や子ども

会等の地域の団体を対象に開放する。 

ただし，各学校の事情等により，開放日に，子どもの社会体育団体の対外練習試合を入れな

ければならない場合には，第２及び第４週，又は第１及び第３週のいずれかに限定するなど柔軟

に対応（使用許可）するものとする。 

この開放については，今後，問題点を検証し，再度教育委員会で審議する。 

 

2. 試行状況【資料参照】 
(1) 各小学校での開放状況調査（9/13・9/14・10/4・10/5・11/16・11/22・12/6・12/7 実施）【資料P1】 

(2) 各小学校へ開放事業についてのアンケート調査【資料P2～P4】 

(3) その他各種意見聴取【資料P5】 

 

3. 今後の取り組みについて（案） 

小学校の校庭等の一般開放については，パブリックコメント（市民意見聴取制度）により市

民の意見を幅広く聴取して，最終決定していく。 

 

◇今後のスケジュール 
・平成16年 1 月中旬 社会体育指導者からの意見聴取会 

－パブリックコメントを実施する場合－ 
・平成16年 1 月下旬 一般開放の政策(案)を決定（定例教育委員会審議） 

・平成16年 2 月   一般開放の政策(案)を公表（市民からの意見募集１ヶ月間） 

・平成16年 3 月   提出された市民の意見等の考慮 

・平成16年 4 月   一般開放の政策に対する最終の意志決定（定例教育委員会審議） 

・平成 16年 5 月   意見に対する市の考え方や修正内容を公表（閲覧・回答・報告・広報等） 

・平成16年 6 月   一般開放の政策に対する最終の意志決定に基づき実施 



校庭等の一般開放利用状況調査結果一覧（学校ごと）
9月から12月までに8日間実施

子ども 中高生 大人 子ども 中高生 大人

勧興小 6.0 2.5 2.5 1.0 サッカー・キャッチボール
ブランコ　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

循誘小 10.3 4.7 0.0 5.7 野球・テニス
ジャングルジム　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

日新小 24.7 7.0 0.0 17.7 遊具　等 70.0 3.3 0.0 66.7 ミニバレー大会

赤松小 17.3 12.3 0.0 5.0 サッカー
ブランコ　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

神野小 12.5 4.5 0.0 8.0 自転車・キャッチボール
遊具　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

西与賀小 13.3 5.0 0.0 8.3 個人利用無し 13.3 0.0 0.0 13.3 ミニテニス大会

嘉瀬小 8.5 6.0 0.0 2.5 サッカー
ブランコ　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

巨勢小 9.8 8.3 1.3 0.3 野球
遊具　等 15.0 6.5 0.0 8.5 錦華幼稚園バレー大会

ミニバスケット部練習

兵庫小 4.0 2.7 0.0 1.3 サッカー　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

高木瀬小 8.5 5.8 1.3 1.5 サッカー・ミニバレー
ブランコ・ギター　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

北川副小 5.3 2.7 0.0 2.7 野球・テニス
遊具　等 10.0 0.0 0.0 10.0 バドミントン練習（団体）

本庄小 17.8 14.0 0.0 3.8 ペタンク・野球
遊具　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

鍋島小 5.0 4.7 0.0 0.3 ブランコ・ジャングルジム
小動物観察　等 16.7 0.0 0.0 16.7 ミニバレー大会

金立小 10.8 2.8 0.5 7.5 キャッチボール
ジャングルジム　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

久保泉小 10.8 5.5 0.0 5.3 キャッチボール
ジャングルジム　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

芙蓉小 0.0 0.0 0.0 0.0 個人利用無し 1.3 1.0 0.0 0.3 バザー準備

新栄小 5.8 5.5 0.0 0.3 サッカー・一輪車・ジョギン
グ・うんてい　等 2.0 1.5 0.0 0.5 自転車クラブ

若楠小 8.3 7.3 0.0 1.0 サッカー・野球
遊具　等 0.0 0.0 0.0 0.0 利用無し

開成小 4.3 3.3 0.0 1.0 サッカー・テニス
ブランコ　等 1.3 0.0 0.0 1.3 午前の行事の片付け

平均 9.6 5.6 0.3 3.7 5.7 0.6 0.0 5.1
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H15.12実施

問１ 利用者把握をされている場合は，その資料を提出してください。

問２ 地域行事の実施状況
1 例年より多くの活動があった 1 校
2 例年と同じような活動状況だった 18 校
3 例年より少ない活動だった 0 校
4 その他 0 校

問３ 少年スポーツ団体の練習試合の実施状況
1 例年より多くの活動があった 0 校
2 例年と同じような活動状況だった 9 校
3 例年より少ない活動だった 8 校
4 その他 2 校

問４ 一般開放による新たな利用の有無（体育館で○○グループの活動があった等）
1 新たな活動が発生した 3 校
2 新たな活動は発生しなかった 15 校
3 その他 1 校

問５ 一般開放の方法をどのようにしていくのが適当と思われますか
①開放日
1 土曜日 6 校
2 日曜日 4 校
3 土曜日日曜日いずれかの日 6 校
4 その他 2 校

②開放時間帯
1 これまでどおり 14 校
2 午前 2 校
3 午後 1 校
4 その他 1 校

③開放する場所
1 これまでどおり 9 校
2 運動場のみ 8 校
3 体育館のみ 0 校
4 その他 1 校

・開放委員会で指示していたのでいっさいなかった。

・休みの日に親子や友人同士で遊ぶ姿が見られた。平日放課後も運動場で遊ぶ
姿が見られた。

・放課後の練習が４⇒3日へと減少した分日曜日の練習が増えた

各小学校へ開放事業についてのアンケート調査集計表

9月から12月の学校の校庭等の一般開放試行について各小学校へアンケート調査を実施した。



問６ 学校の立場からの意見

・体協との協力もあり地域の団体の利用が進んでいる。現状のままでよいと考える。

・9月よりの実施ではあったが，子ども達の休日の健全な遊び場として確実に理解
されてきている。
・市報等でもっとアピールすることで，大人の活用も増えてくると思われる。
・ゴミの散乱があるが，マナーの指導が今後必要。
・ 体育館の一般開放となると鍵の管理や備品等の管理について、どのような手だ
てを施していくか（防火防災に対しての責任も含めて）
・一般開放にむけての地域の方々との共通理解

・開放日に特に利用者が多いというわけではなかった。
・かえって閑散とした中遊びに来た子どもが危険ではないかと不安に思うときもあ
る。・いつも開いているという認識が子どもたちに定着すれば遊びに来る子ももっと増
えると思う。社会体育が交互にあったりすると分かりづらい。
･学校パトロール等の体制を考える必要があるのでは。

・一般開放日にたくさんの子どもたちが遊んでいてくれればいいが，少ないようで
あれば安全面上とても心配である。
・一般開放を推進していくならば，もっと地域へのはたらきかけと公民館との連携
が必要である。
・年度途中からの一般開放の方法については，十分共通理解が図れなかった。年度
当初の開放委員会等で再度話し合いをする必要がある。
・施設開放については，無人化となるため，不審者対応やけがなどの安全面の対策
が必要（ボランティア等の対応が急務と考えている）

・開放はしているものの，運動場利用者の数は少ない
・地域リーダー，レクリエーションリーダーとの必要性があるようです
○安全性について
・利用者は少ない。３～４人の子どもだけで遊んでいることが果たして安全な遊び
場といえるかどうか疑問である。
・地域団体による学校開放事業があっており，無人の状態ではないが，それでも安
全とはいえない。
○利用について
・土曜日に地域団体主催で各種行事を計画しているが，土曜日にスポーツクラブの
活動，習い事で予定があり，参加できる状態にある児童は少ない。
・学校や大人の考え方で土曜日を開放日として設定したが，果たしてこれでいいの
か分からない。
○これからの活用
・近くの保育園へ案内を出したい。
・誰がどんな目的で利用できる場所なのか，ねらいを示して案内すべきだと思う。

・これまでも，学校行事，地域行事を優先した社会体育利用であり，特に土・日を
一般開放しなくてもよいように思われる。（Ｈ１４には学校での子どもの安全を高
めるために社会体育等の積極的利用をお願いした経緯がある。

・校庭等開放については、今回の試行期間においての活動内容で、さほど問題はな
いように思うが、管理上においては市の担当課におけるリーダーシップが必要だと
感じる。ただし、利用人数が少数に限られる時には、利用団体等からの苦情や使用
許可の申請が増えていくのではないかと考える。

・広報が不足している
・月曜日にゴミ，タバコの吸殻等が散乱（マナーの不徹底が目立つ）

・体育館の開放については，備品や利用方法及びシューズ等の問題があり，実際に
は心配な面が多い。また，校区外の方からの問い合せについては断っている。（責
任者の資質がとわれて来るように思う）



問７ その他気づいた点，保護者や地域から指摘・要望された点

・スポーツ団体からの使用のお願いは多い（練習及び試合）
・年間を通して試行し，啓発しながら傾向を見ていく必要がある。（4～８月は団
体の申し込みが多い）
・不審者への対応をどうするか今後の課題。

・門扉をきちんと閉めること（駐在所より）
・　「土曜日は一般開放されている」ということをもっと広く広報していく必要が
あるように思われる。
・逆の点から，部活動の利用団体にも，趣旨を説明し，協力を依頼しているが，や
や過熱気味の土，日の活動にブレーキをかけるまでには至っておらず，「対外試合
の前日だから」ということで特例使用の申し込みが予想以上に多い。
・運動場に隣接する住民から下記のとおり通報あり
・開放日の夕方，中学生がけったボールが台所の窓ガラスに直撃し，ガラスが割れ
た。（土日にこのようなことが起きている）今夏に高いネットが新設されたが，
もっと東までフェンスを伸ばして欲しい（平常日にこのようなことがないのは，こ
の場所でのボールをける遊びを禁止しているからだと思われる）
・開放日のマナー等を掲示するなどの対策が必要と思われる。

・ＰＴＡ会長より：あまり利用者はいなかった。
・社会体育関係者より：ゴルフの練習をしている人がいた。※禁止の貼紙をしまし
た。

・屋外のトイレの整備やロッカー等の設置などの要望があっている。

・体育館の一般開放の問い合せがあった
・子どもたちを不審者等から守る安全対策面の指摘

・運動場の少年野球の利用をお願いする要望があった。９月からは，普通の練習は
遠慮していただいた。公式の練習がある頃には練習時間確保のため土曜日利用の希
望があり，これまでの施設利用申請書対応でもいいと思う。

・熱心に練習されるクラブチームからは，施設を使う回数の制限になっていると強
い反対の声を聞く。
・一般開放のため土日のスポーツ団体の利用調整を施設開放委員会でやることに
なっているが，実際には学校側が何回も連絡を取ったりしなければならず，非常に
事務的な負担となっている。
・運動場の遊びについても大変少なかった。
・現在の子どもの休日の過ごし方が大変不活発なのではないだろうか
・日曜日が一般開放になった分，練習日が一日少なくなった。
・指導者が，日曜日しか休みが取れず，この日が練習日からはずされると困る。
（少年サッカー部）

・運動場の開放は，従来どおりで特に問題は起こっていませんので，これまでどお
りでいきたい考えです。
・体育館の使用に関しては校区の大会等に使用されている程度の使用です。

・いいことだと思う。
・地区で管理する人がいた方が望ましい。
・これまで以上に啓発を行っていく。

・本校においては、少年野球やミニ・バスケットボールの利用団体から土曜日およ
び日曜日の使用許可についての希望は多いように思う。

・日曜日，て学年の子ども達が２，３人で遊びに来ていたところ，知らない男の人
に声をかけられたという事案がありました。
・児童生徒や地域への開放を呼びかける反面，児童生徒の事故，犯罪被害の防止等
も配慮しなければならず，矛盾する面があります。
・交通量の多い校区なので，子どもたちの安全を考えた場合，遊び場の確保という
観点では意義が深いと思う。
・しかし，校舎の裏側など人目につかない場所も多く，不審者・変質者の出没を予
防するという点では不安が残る。



学校の校庭等の一般開放試行中に聴取した意見等

日時 発言者 発言内容 備考・事務局所見

7月15日 市民 小学校の頃は過度な練習は体にも精神的にも良くないのは解りますが、か
といって大きな網で「市内小学校全面禁止！」はどうかと思います。

7月15日 市民 力のあるチームは土曜日に市外に出て練習するでしょうし保護者の負担も
増えます、また土日しかコーチが指導できないチームは練習時間が半分に
削られる事になります。

7月22日 保護者 午前中又は午後，第２・４週と第１・３週，又はスペースを分ける等で共
存するのはどうか。

8月6日 市民 老人が自由に利用する場合に危ないからといって自由に利用できないとき
は，誰かがその調整をするべきではないか。

8月13日 市民 「学校はあまりつかわれとらんやっか」とか「少年スポーツを邪魔するの
か」等のクレームにはめげずに信念をとおしてください。

8月14日 市民 先日、話を聞いた所では、「まだ決まっていない」「現場の声をもっと聞
いてから」という事だったのですが、どうも行政の決定過程に不信感を抱
かせます、このままではボランティアで頑張っているコーチも少なくなる
でしょう！

8月 団体会長 開放時の事故については，教委が補償するのですか？それとも個人利用者
責任なのですか？通知文にはっきり書きたいので教えてください。

利用者責任と回答

9月10日 社会体育
指導者

決定までの経過は，利用者の意見を聞いていなく，とても無謀です。

9月10日 社会体育
指導者

社会体育活動は，１９校区それぞれ違うので，一律規制するのは無理があ
る。
学校施設開放委員会に問題提起をして，各校の開放委員会で方針を決めて
もらうほうが良かったのではないでしょうか。

9月10日 保護者 学校は日ごろ，学校に入るときに受付し，名前札をつけている。このよう
な状況で，方や，学校を自由に利用してくださいというのはどうか。どこ
が，安全なのでしょうか。

9月10日 保護者 利用にあたって，保護者の責任というのはおかしいのではないでしょう
か。

9月10日 保護者 スポーツの過熱ということに対しては、この開放によってどうなるわけで
もなく，試合のために他のグランドに行くだけである。このほうが，よっ
ぽど過熱してしまいます。

スポーツ活動の過熱
を抑制するのに，こ
の事業を行っている
のではないと回答。

9月10日 保護者 スポーツの過熱の抑制は，各団体に指導していくのが本当ではないでしょ
うか。

スポーツ活動の過熱
を抑制するのに，こ
の事業を行っている
のではないと回答。

9月10日 社会体育
指導者

社会体育に参加していない８割の子どもたちの個人利用の推進というのは
理解できます。

9月10日 社会体育
指導者

社会体育についてはその需要が多く，こどもの週末の活動に寄与してい
る。それ以外の子どもが本当に学校で遊ぶのかは疑問です。

9月10日 社会体育
指導者

対外試合の場合は特例で利用できるとあるが，このことは間違っている。
練習と試合を関連させ指導しているので逆に練習が必要なときもある。

9月10日 保護者 開放委員会も年に一回しかやっていない。
今後，この開放委員会のあり方についても議論すべきではないか。
校長が会長というのも，問題であり，学校利用は地域の団体で自主的に運
営するのがいいと思う。

9月10日 保護者 子どもが，家でパソコンをしているのは，遊ぶ場所が無いからということ
ではない。

１２月 市民 一般開放といっても，特定の団体が年間で押さえて自由に利用できないの
ではないか。


