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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 令和４年度第２回 東村山市総合教育会議 

開 催 日 時 令和４年８月４日（木）午前９時００分～１０時３０分 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者 

（委 員）渡部 尚（市長）、村木 尚生（教育長） 

當摩 彰子、小関 禮子、丹野 麻樹、櫻井 康博 

（ 市 ）教育部長  田中 宏幸     経営政策部長 平岡 和富 

     教育部次長 大西 弥生     経営政策部次長 新井 一寿 

     教育部次長 木下 信久     企画政策課長 小倉 宏幸 

     統括指導主事 鈴木 賢次    企画政策課長補佐 秋山 剛 

     教育政策課長 笠原 貴典    公共施設マネジメント課長 深野 聡 

                     公共施設マネジメント課主査 大野 傑 

（書 記）企画政策課主査 濵﨑 浩太郎   

 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 ４名 

 

会 議 次 第 

 

１.開会 

２.挨拶 

３.議題 

・教育の諸課題について 

「学校施設の再生～学校を核とする施設再生～」 

４.その他 

５.閉会 

会  議  経  過  

１ 開会 

 

２ 挨拶 

  

【市長】 

 ・７月１日付人事異動紹介 

 ・新型コロナウイルスの市内感染状況・医療ひっ迫について 

  国、都の方針は行動制限なしであるため、感染対策し会議等も開催 

市内の諸行事は各団体の判断で開催され、青少対のキャンプを視察した。 

 

３ 議題 

（１）教育の諸課題について 

  「学校施設の再生～学校を核とする施設再編～」 
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【市長】 

 本日の総合教育会議では、第１回目で決定した２つのテーマの内、「学校施設の再生～学校を核とす

る施設再編～」というテーマのもと議論していただきたい。このテーマについては、遠くない未来に市

として取り組まなければならない事業であり、教育委員会と市長部局が連携して行わなければならな

い事業である。 

 単に施設再編として、学校施設に公共施設を複合化するということではなく、１０年、２０年先を見

据えた視点で、学校教育にとっても、市民にとっても、より効果的な施設となるよう再編をしていかな

ければならない。 

 市では公共施設再生のディスカッションペーパーを作成し、これから市民の皆様に議論をしていた

だきたいと考えている。まだ案の段階なので、いろいろ意見をいただき修正し完成させ、現状と課題、

今後の公共施設の再編についての論点がどういったものがあるのか、どういった方向で再編していく

のかについて、市民の皆様とより深い議論をしたい。本日も活発な意見をいただきたい。 

まず、担当所管の公共施設マネジメント課より説明をお願いする。 

 

【公共施設マネジメント課 大野主査】 

 当市では公共施設再生計画において、学校を核とした公共施設の再生を掲げている。施設の複合化や

多機能化を進める上で、建物（ハコ）の話と一緒に、そこで行われるサービスをどのように提供してい

くことが最善かを考えていくことが重要になってくる。 

教育ということで言えば、施設再生によって集約し複合化していくことが、教育の理念や方針に影響

を与えるものではないと考えている。 

 資料１は現在想定している公共施設再生の取り組みに関わるスケジュール（案）、資料２は公共施設

再生ディスカッションペーパー（案）である。 

 今後、施設再生の実行に向け、公共施設再生全体の構想や基本的な方向性を取りまとめた公共施設再

生のアクションプランを策定していきたいと考えている。その前段として市民をはじめ様々な方々と

意見交換をしていく際のテキストやガイドラインとして、ディスカッションペーパーを使っていきた

い。 

 ディスカッションペーパー（案）については、７月中旬に庁内で行った公共施設再生をテーマにした

検討会議や、行財政改革審議会でも説明し、様々な意見を頂いている。本日いただく質問・意見も踏ま

え、修正し最終的に公表していきたい。 

 

 （資料１）「公共施設再生の全体スケジュール（案）」について 

 当市の公共施設の再生は、平成２４年度に公共施設の白書を作成してから、１０年を経過している。

この間、ケーススタディブックを使い、市民とのワークショップや出張講座で意見交換を行ってきた。

そこで頂いた意見や庁内検討に基づき令和２年度末に公共施設再生計画を策定した。令和３年度には、

計画の具現化に向けた課題の洗い出しや目指すべき方向性の共有等を、施設管理や施設でサービス提

供を行う所管と行ってきた。 

 特に、施設の複合化や多機能化の実現に向けて、多くのケースが学校を核としたものになると考えて

いる。教育委員会の各課とは多くの検討を重ねてきた。公共施設再生計画の実行に向け、再生する施設

の構想や計画を「公共施設アクションプラン」という形で令和５年度末を目途に公表していきたいと考

えている。アクションプランの公表に向け、市民や庁内でも検討を重ねていきたい。そのための検討ツ

ールの１つが資料２の「公共施設再生のディスカッションペーパー（案）」である。 

 市民との意見交換は、市内全域で今年度実施したい。様々な世代から均等に意見を頂ける方法を検討

中で、定まったら広く周知していく。 

 アクションプランの公表に際しては、いつ頃、どのような優先順位で、どのように複合化・多機能化

を行っていくのか、なぜそのような考えに至ったかというところも説明したい。様々なデータを把握

し、分析し整理していくことが必要である。令和４年度にアクションプラン策定支援業務委託を実施し
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ている。その中では、児童・生徒数の町丁別の将来推定を行い、学校規模がどのくらいになってくる

か、どれくらい必要かを分析し、どの学校に公共施設を集約していくのがよいのか、エリアやコスト面

も含めシミュレーションを行っていきたい。シミュレーション結果を踏まえ、令和５年度の早い段階

で、早期に再生に着手していくべき施設や、その考え方も示しながら、そのエリアで市民と具体的な意

見交換をおこなっていきたい。まず市内全域で意見交換を行った後、優先順位の早い学校のエリアに絞

り、具体的な意見交換を行っていくというステップを考えている。 

 さらに、施設に関わる協議会・審議会等からも意見を伺い市民からの意見、委託によるデータ分析、

庁内検討の結果も踏まえ、令和５年度末にアクションプランとして公表していきたい。アクションプラ

ンの公表後は、全体の施設数も考慮し、できるだけ早期に実行に移すことを想定している。１校目は 

早ければ令和６から７年度にかけて設計を行い、令和８年度には工事に着工、令和１０年度に完成を目

標にスケジュールを立てている。 

 市内には２２校の学校があるので、施設再生を完結させるまでには、仮に２年に１校進めたとしても

４０年かかることになる。その間には人口減少の動向や社会情勢も変わってくる。令和５年度末に公表

するアクションプランも、現在の公共施設再生計画の計画期間である令和１２年度までに着手可能な

設計工事の規模感で作成し、再生計画が１０年スパンで改定されていくので、再生計画の改定に合わせ

てアクションプランも見直し、次期計画期間内には対象施設も選びなおしていくということを想定し

ている。 

 

 （資料２）「公共施設再生ディスカッションペーパー（案）」について 

 「公共施設再生ディスカッションペーパー」は市民と意見交換していくためのツールと、施設再生の

検討を行っていく上での課題や論点が多数あるので、地域で活動している方々や、施設運営に関わる

方々、庁内の各部各課と共有していく役割がある。施設再生を進める上ではケーススタディブックがあ

り、学校中心に再編をした場合どうなるかといったことを市民と意見交換した。ケーススタディブック

で意見交換したものを基に「公共施設再生計画」をつくり、学校を核とした施設再生ということ、複合

化・多機能化を進めていくということを、東村山市の施設再生の基本路線として固めてきた。ディスカ

ッションペーパーは、実現に向け意見交換をしていくということで作成しており、アクションプランで

その答えを結実させていきたいと考えている。 

 ０１ は、公共施設の更新問題の概要や、東村山市はどのような思いで施設再生に取り組んでいるの

かといったといったことを示している。 

 ０２ は、当市の公共施設の老朽化が進んでいること、現状を維持していくには大きな財政負担が生

じるといったことを掲載している。 

 ０３ は、当市の人口ビジョンに基づいて、人口減少や少子高齢化が進んでいること、今後も加速し

ていくことが予想されることを記している。 

 ０４は、過去１年間の公共施設利用状況のアンケート結果を掲載している。利用が少ないから施設や

サービスが不要ということではなく、公共施設に求められているものが時代の変化と共に変わってき

ていると捉えている。行財政改革審議会等でも「利用率が低い＝不要」ということではないことを、よ

り明確に示せるとよいという意見をいただいており、加筆修正を加えていきたい。 

 ０５は、ディスカッションペーパーを作成した目的を載せている。施設再生は統廃合等ネガティブに

受け取られがちだが、時代や社会情勢の変化に合わせ未来に向けても東村山市で暮らす方々の生活を

より良くするためのポジティブな取組みだという考え方に共感してもらえるよう記載している。 

 ０６、０７は、東村山市のこれまでの取り組みを示している。令和２年度末に作成した公共施設再生

計画で固めた今後の施設再生の軸となる学校を核とした公共施設の再生という考え方を説明してい

る。学校を核とした公共施設再生は、学校の建替えの際、学校敷地に他の公共施設を集約し複合施設と
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して建替え等を行っていくものである。将来世代に負担を残さず、より良い公共施設を引き継いでいく

という東村山市の公共施設の理念に沿っているものである。市内全域に子どもが歩いて通える距離に

ある学校施設、施設全体で東村山市の公共施設の６割を占める学校施設を中心に複合化していくこと

が最善の策と考え設定している。どの施設も学校と集約するものではなく、他の計画や事業と整合性を

取りながら市内全域でバランスよく柔軟に施設再生を進めていきたいことも同時に示していきたい。 

 

～ 学校を核とした施設再生の事例紹介 ～ 

① 京都市立京都御池中学校 

 地元要望による学校統合を契機に校舎を整備し、小学校・中学校・保育所・高齢者デイサービス・行

政機関・賑わい施設（カフェ・レストラン）が入った複合施設になっている。 

 小学６年生から中学３年生までの４学年が入っており、小学校が施設分離型になっている。１～５年

生は別の施設に通っている。カフェやレストランが併設されているが、セキュリティ面で入口や内部動

線の区分けをしている。京都市担当者に伺ったところ、このセキュリティの確保の仕方で問題が起きた

ことはないとのことであった。 

 ② 志木市立志木小学校 

 公民館と図書館を学校と複合化している施設である。こちらは地域でセキュリティをつくっていこ

うという、あえて児童と公民館・図書館利用の動線を明確に分けずに地域全体で児童を見守るという方

針を取っている。施設運営の方々、公民館図書館の職員も含め見守りをしていくという考え方で、見通

しの良い・目が届きやすい施設にしながらセキュリティを確保していくタイプである。児童と学校以外

の施設利用者が接触しやすい場所には警備員を常駐している。施設としては、公民館の中に小学校の音

楽室を設置し、学校利用がない時は公民館で利用したり、図書館の児童書のコーナーは学校に近い部分

に寄せて子どもたちは行き来ができるようになっている。 

 

 ０８は、令和５年度末を目途に進めている公共施設再生アクションプランのイメージを示している。

具体的には、今後複合施設として再生を進める上で、建替え時期やエリアで新たな複合施設のサービス

水準等に差異が生じないよう共通的な基本構想や計画の骨格等を策定していこうというものがアクシ

ョンプランの主たる内容である。このページを作成した意図は、市民にも今後行う意見交換がどういっ

たゴールにつながっていくのか、アクションプランはどういったものなのかということを共有し具体

的な意見交換を行っていきたいという目的である。 

 ０９は、アクションプラン公表までのスケジュールである。資料１で説明した内容と同じ。 

 １０は、今年度市内全域で市民との意見交換を行いたい現段階でのイメージである。市内全域を複数

エリアに分け開催し、様々な世代から意見を頂ける方法を検討していきたい。 

 １１は、施設再生を行う上での方向性や、解決しなければならない課題、検討しなければならない論

点を、意見交換の段階から市民や関係者にも共有したいという目的で作っている。論点については、意

見交換や検討が進んでいく過程で更に増えていくものと考えている。施設再生そのものが数十年先に

向けて継続して取り組み続けていく事業であることから、解決すべき課題等も時代の変化等に合わせ

変わっていくものと考えている。そういう意味では、ディスカッションペーパーは現時点の課題を共有

していくということで、意見交換の参考になればと考えている。 

 本日いただく意見等も含め、今までいただいた意見を反映し、ディスカッションペーパーは 9 月頃

の公表に向け進めていきたい。 

 

【市長】 

 令和６年度から具体的にターゲットを絞り学校の建て替えをするということで、学校施設を中心に
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公共施設の更新が具体化する時期に来た。本日は試案の段階だが、今年度中にディスカッションペーパ

ーを用いて、各地域で市民的な議論を巻き起こし、一定の合意を形成した上で、５年度には公共施設再

生アクションプランを策定し、６年度から具体的な設計工事と考えている。 

 本日は、スケジュールやディスカッションペーパーの概略を担当所管から説明したので、意見をいた

だきたい。 

 

【委員】 

 この事業に補助金はつくのか。 

 

【市長】 

 学校施設は文科省の補助金がつく。公共施設の種類によって、国や東京都から補助金がつくものがあ

る。 

 

【委員】 

 事例の２校は何年前にできたのか。日本ではこの２例だけなのか伺う。 

 

【公共施設マネジメント課 大野主査】 

 整備された時期については、京都御池中学校は平成１８年、志木小学校は平成１５年である。 

 施設再生全体が各自治体で進んでいるため多くの事例がある。本日は、長く実績があり、よく事例と

して紹介される２例を紹介した。近隣市では立川市の小学校が図書館や集会機能等が複合化されてき

た例がある。小平市でも小学校を中心に公民館や集会所を複合化することの住民説明会が開始されて

いる。 

 

【委員】 

 事例の２校は、それぞれの課題を解消していると思う。地域での広がりはいかがか。 

 

【公共施設マネジメント課 大野主査】 

 この学校ができたから、その地域に広がっているかは現在把握していないので継続して勉強してい

きたい。 

 自治体によって課題があり、解決すべき事も変わってくる。東村山市も考えなければならない課題が

ある。いろいろなものを参考に勉強しながら進めていきたい。 

 

【委員】 

住民や保護者の立場から、あそこの学校ができたのに自分の地域の学校はまだということを、どのよ

うに説明責任を果たしていくのか。課題を十分に掌握した上で進めていくべきことだ。 

市の予算だけではできないことの中で、金銭的にやっていけるかしっかり考えていただきたい。学区

域の見直し等いろいろなことが起こってくると思う。総合的に勘案し、最初の学校を定めてほしい。 

 

【市長】 

 重要な論点になると思う。ディスカッションペーパー１３頁に「学校施設の建替えや改修の順番はど

う決めるのか」とある。これは大きな課題だと受け止めている。建物の標準使用年数・到達時期、近隣

の公共施設の標準使用年数・到達時期等いろいろな事を総合的に勘案し順番を決めていく必要がある。 

 公共施設再生は学校を中心に考えているが、市役所の庁舎・中央公民館・市民スポーツセンターも、
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相当な年数を経過している。１０～２０年ぐらいのスパンの中ではそれらの建物の工事も考えていか

なくてはならない。財政的な制約があることから、安全に現状のものを使っていただきながら可能な範

囲で優先順位を決めて進めていく。全体的な流れについては、市民と議論し大きな意味での合意はいた

だいていきたい。 

 

【委員】 

 東村山市が他市区と差別化し活性化していくには、公共施設再生に向け若い人を東村山市に取り込

んでいくことが大きい。そのためには、子育てがしやすいことが一番だと思う。若い人たちにとって何

が不便なのか見直すきっかけになる。こうしたことを見直したので東村山市に是非住んでほしいとい

うＰＲもやった方がよい。東村山市は駅の近くに保育園が少なく小児科も少ない。車を持っていない共

働き世代は子どもを発熱外来にどうやって連れていくかという問題もある。公共施設再生に当たって

は、その場所に集約するのが、若い人が住みやすいと思う。保育園も兄弟が分かれないようにできると

良い。今後、児童数が少なくなっていくので他学年の子どもと関わることが少なくなるが、集約するこ

とで関わりが持てる良さも出てくるのではないか。 

公共施設再生の際、図書館・公民館は大切な役割だと思うので、事例紹介にもあったように取り入

れ、活用していくとよい。公共施設再生に当たっては、若い人たちが子育てする時に、東村山市が良い

と思われるような施設再生にしていかれればよいと思っている。 

 

【公共施設マネジメント課 大野主査】 

 単に施設を集約するだけではなく、施設再生をしていく上では、東村山市の価値を向上させていきた

い。 

 

【市長】 

 非常に良い論点だと思う。若い世代に魅力的な地域づくりを、公共施設を核としながら、子ども関連

の施設を集約するということも大きな力になると考えている。施設再生担当職員は子育て中の職員が

多いので、そういった視点でこれからも公共施設再生を進めていきたい。 

 

【教育長】 

 ５月に全国教育長会が開催された。私は「教育行政」を選び、文部科学省の研修で学ぶ機会があっ

た。文部科学省が教育行政において２つ大きな課題として位置付けていた。 

 １つ目は、学校の適正規模・適正配置の問題である。地方の人口減少、特に少子化ということについ

て課題があり、先行事例を学ばせていただいた。 

 ２つ目は、就学前の教育である。虐待等いろいろな事件・事故もあり難しい課題である。 

 そのようなテーマで話を聴き、学校の適正規模・適正配置ということについて、当事者にとって子育

てしやすいまちづくり、東村山市の魅力を発信して多くの人々を呼び込むということは大事な視点だ

と思う。子どもたちの意見をこれから聞いていく機会も大事だと思うが、市民である保護者がどういっ

た期待を学校に寄せているのかを、しっかり受け止めながら考え、計画に関わっていきたい。 

 うまく進まない自治体の事例として、いろいろな組織の情実を受けて組み立てられず、長年議論して

も先が見えないものもあった。最終的に学び舎として、どのようなものを創っていくのか。東村山市の

教育において、どういった環境を創ってあげれば心豊かに子どもたちが育っていくのかというところ

を研究していきたい。その条件が見えてきたところで、市内でも地域の条件を鑑みたときに、公共施設

の何を組み合わせることができるかということが、具体的に異なると思う。限られた予算の中で補助金

を活用しながら、充実した施設になることを考えていければよい。市民サービスの視点はとても大事



 

7 

で、公共施設としてどのようなものを組み合わせることができるのかを整理できればと思っている。 

 

【市長】 

 そうした視点も踏まえ、事務局で検討を進めてほしい。 

 

【委員】 

 私のイメージは、（学校数）２２か所に「ひがっしーの森」ができるというような構想や、そうした

アドバルーンが必要ではないか。 

 「ひがっしーの森」は市民の居場所であり、それぞれの世代に応じた支援があり、お互いに助け合う

ような構想をつくっていくのがポイントではないか。 

将来の見通しはつけにくいが、東村山市の長期に亘っての課題は何か。学校教育で「いのち」を大事

にしてきたし、今後も大事なことだと思う。自殺者の人数を調べると東村山市は少なくない。家族以外

にも支えがほしいのではないか。 

 小学校に児童館が併設されることは合理的だと思うので、児童館・公民館・保育園・図書館を入れ

る。保育園、中学校にプールやジムを入れる等、収入を得るために民間も入れた方が良い。 

市民の居場所つくりも必要ではないか。「市民の家」のような、高齢者や子育て世代など誰が行って

もよい施設にする。誰もが利用でき、世代間のつながりが持て、人と人をつなげるような専門職を置

き、そこで東村山市民として助け合いの機能を設けるなど、「ひがっしーの森」の中に学校を核として

作っていくイメージはどうか。ここで問題は、学校が好きということが前提である。不登校の子ども

や、学校が嫌いとなるとこの森に入りたくなくなる。どの子も学校が好きという心豊かな教育や、自分

たちが作っていく学校というコンセプトで子どもたちを育てていくのは教育委員会の仕事だと思う。

学校を核にして市民みんなが集える場所をつくる構想はどうか。 

 

【市長】 

 アドバルーンも必要ではないかということだが、事務局はいかがか。 

 

【公共施設マネジメント課 大野主査】 

 「ひがっしーの森」については、そうしたものが今後重要になってくると考えている。地域の皆様と

意見交換させていただく中では、大きな指針となるようなものを作り上げていく中に、市民との意見交

換したことが反映されるとよいと考えている。その中で作っていきたいコンセプトとしては、施設再生

計画などで掲げてきているので、他世代交流や居場所づくりや、年代や地域で専用のスペースとして作

ってきたものを、いろいろな人たちが相互に使える多機能化を目指すところは、公共施設再生計画の中

でも掲げているところである。 

 担い手としての民間活力も重要になってくる。資金面でも補助金や市の財政だけでは難しいところ

があるので、公民連携というところも使いながら両者が成立するような再編が必要になってくる。 

 化成小学校・秋津小学校・第二中学校がケーススタディブックのモデルとして意見交換させていただ

いている。あくまでモデルとしてどうかというところだったが、いろいろな意見をいただいた。概ね前

向きな意見であったが、一方で心配だという意見もいただいた。地域としてニーズがあるのか、入る商

業施設を担う民間事業者の需要があるのかといったところが、再生においてはキャッチしながら進め

ていければと考えている。買物難民のような地域には、積極的に導入していくエリアとしての効果もあ

ると思うので、精査しながら進めていきたい。 

【委員】 

 施設再編の中で、小中学校を統合し数を減らしていくのか。 
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現在、東村山市内で通学時間が最長は、どれぐらいなのか。子どもたちを過疎難民にすることなく、

一番守らなくてはならないのは育っていく子どもたちであることを踏まえてこの計画を実施していた

だきたい。 

  

【教育政策課 笠原課長】 

 現在、低学年だと通学時間で３０分程かかる児童もいるものと認識している。市内の通学路の中には

安全面で課題がある箇所が存在することも認識しており、市と警察とＰＴＡをはじめ関係機関と連携

しながら、安全確認作業も毎年度行っている。将来的には通学路の変更も検討していく必要性は認識し

ており、この点については公共施設の再編とは別に考えていかなければならない。 

 東村山市公共施設再生計画の当面の考え方においては、小学校１５校・中学校７校について統廃合と

いう考えは示していないように、基本的には「学校を核とする再生」と位置付けている。ただし、今後

エリアによっては児童・生徒の数が増えてくる地域もある一方で、減少してくる地域もあると予想され

るので、ご質問の通学時間については、まずは学校の統廃合の視点ではなく、将来的な人口減少も視野

に入れた柔軟な学区域編成の検討も含め、公共施設再生の視点と整合性を図りながら、安全安心な通学

路についても考えていく。 

 

【委員】 

 平成元年１２月の中学生アンケ―トで、「これからのまちづくりで必要と思うことは」の問いに、「必

要な時に適切な医療が受けられるまち」「安心して子育て出産ができる」と中学校３年生が回答してい

る。再編につながるような質問として、「将来暮らしたいまちのイメージは」の問いに「安心で安全な

まち」「自然と都市が共存したまち」「ホッとするまち」「人を大切にする思いやりのあるまち」が多く

選ばれている。自由記述のキーワードで多いのが「まちづくり」「緑・公園・水辺」「防犯・防災」「コ

ミュニティ・地域活動」となっている。居場所の裏側には、自分が役に立っているということが大事な

のではないか。 

 

【市長】 

 今後、時代を担う子どもたちの意向も踏まえということになろうかと思う。 

 

【委員】 

 ディスカッションペーパーを拝見し、公共施設マネジメントを踏まえて組み立てられたものだと高

く評価する。世代間の交流や子育ての充実というのは、そのとおりだと思う。現時点では、公共施設な

ので、お店やレストランまでいくと安全面がどれぐらい担保されるのかという心配がある。学校施設を

核としてということなので、子どもたちの学習・生活の場であるという学校ということを第一に考えて

いただきたい。 

これから学習方法も変わっていくであろうが、例えばホールがあり子どもが学習の場として活用し、

市民もホールとして活用できると考えられると思っている。学校が変わる話をしたが、変わらない部分

も大きい。求められるものも変わってくるし不確定な要素もある。小中連携もそうだし、学級編制の人

数も３５人になっていくが、国際比較でいうと日本は多い。学校の先生方の働き方改革としても、不登

校問題でも、子どもたちと向き合う時間など考えても、３５人で安定してはまずいという想いもある。

その中で、どれぐらいの学級規模になるのか探っていくのは大変である。学習指導法も変わるし、教科

担任制になり教科ごとの教室移動など、学校がどう変化していくのか見定めないといけない。 

 サービスの提供と併せて、財政運営は大事である。限られた財政の中で考えていかなければならない

という縛りがある。これをディスカッションペーパーにもう少し反映できないか。想いは次々出てくる
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が、財政的な制約もあり、何を優先するか考えていくことだと思う。 

学校は災害時の避難場所という役割も求められている。医療的な部分と学校が併設したものがある

と、避難場所としても安全であると思っている。 

 

【市長】 

 学校を核としてということですが、学校の建替えに合わせ、周辺に更新時期が同じような時期に建替

える公共施設がまずはターゲットになる。やみくもに何でも学校につけるという話ではない。子どもた

ちの学習環境として第一にどういった学校づくりをするのか。そこに子育てに資する公共施設や他世

代交流などいろいろなことを考えていく必要があると捉えているため今後よく検討させていただきた

い。 

超長期的には、人口減少の中で統廃合は避けられない時期が来るとは思うが、令和１２年度までのアク

ションプランを想定しているので、その期間では当市の場合は学校の統廃合としては課題になってこ

ないと思う。 

 各校にあるプールをどうするか、給食の在り方検討会も教育委員会で設置していただいている。小学

校給食は完全自校方式だが、調理室が学校以上に老朽化し学校の建替えを待っていられないような状

況も出てきている。全体の青写真を描くことも重要だが、場合によったら局面で対応せざるを得ないと

捉えている。 

 教育委員会を含めて市の考え方は改めて示し、教育委員の皆様のご意見も踏まえ、今後の公共施設の

再生に取り組んでいきたい。 

 以上で議題は終了させていただく。 

 

４ その他 

 

【事務局：企画政策課 小倉課長】 

 次回の総合教育会議は、１０月４日（火）午前９時～ 会場はマルチメディアホール 

 第３回総合教育会議は、昨年改定した教育施策の大綱について令和３年度の取り組み状況を各担当

所管より報告する。 

 

５ 閉会 

 

 




