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平成２８年第２回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成２８年８月３日（水）東村山市いきいきプラザ３階マルチメデ

ィアホールに招集した。 

○出席委員は、下記のとおりである。（６名） 

 渡部 尚、町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 子、森 純 

○関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 曽 我 伸 清 施設再生推進課長 笠 原 貴 典 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 施設再生推進課主査 小 高 数 真 

教育部次長 青 木 由美子 施設再生推進課主査 杉 山 健 一 

統括指導主事 小 林 宏 施設再生推進課 寺 島 修 

庶務課長 清 水 高 志 企画政策課長 安 保 雅 利 

経営政策部長 小 林 俊 治 企画政策課主査 東 要 介 

経営政策部次長 瀬 川 哲    

○本会の書記は次のとおりである。 

  企画政策課 主査 東 要介 

○会議事件は次のとおりである。 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 報告 

４ 教育の諸課題について 

「公共施設再生計画について」 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 皆様おはようございます。定刻になりましたので、ただい

まから平成２８年度第２回東村山市総合教育会議を開催いたします。 

  教育委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりをいただきまして、

まことにありがとうございます。 

  それでは、議題に入ります前に、本日の会議の案内を事務局からお

願いいたします。 

○安保企画政策課長 おはようございます。事務局であります企画政策

課の安保と申します。よろしくお願いいたします。 

  本日の会議についてご案内を申し上げます。 

  委員の皆様には事前にご案内させていただいておりますが、本日の
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教育の諸課題につきましては、「公共施設再生計画について」を取り

扱わせていただきます。その関係で、市長部局より、担当所管課でご

ざいます施設再生推進課の職員４名が同席させていただいております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

  まず、事前配布させていただきました資料といたしまして、次第、

資料１、公共施設再生計画について、資料２、東村山市公共施設等総

合管理計画と、その抜粋版がございます。 

  次に、本日新たにご配布させていただきました資料といたしまして

は、席次表、それから、「学習環境の向上に資する学校施設の複合化

の在り方」についてという冊子、それから、前回の平成２８年度第１

回東村山市総合教育会議会議録を配布させていただきました。 

  過不足等ございましたら、事務局のほうまでお申しつけ願えればと

思います。 

  以上でございます。 

○渡部市長 資料のほうはよろしいでしょうか。 

○渡部市長 それでは、早速ですが、本日の傍聴者についてお諮りいた

します。 

  本日の議事内容について事前通知を受けていますが、特段の非公開

情報はないと思いますので、傍聴人の入場を許可したいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ご異議がございませんので、傍聴について許可をさせてい

ただきます。 

  また、会議途中で傍聴希望者が来た場合につきましても、同じよう

に入場を許可したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ご異議がございませんので、会議途中でも傍聴を認めさせ

ていただきたいと思います。 

  事務局より、傍聴者人数の報告と、入場をお願いいたします。 

○安保企画政策課長 現在、８名の方がいらしております。 

  それでは、お願いします。 

○渡部市長 それでは、入場を認めますので、暫時休憩いたします。 
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                     午前  ９時０３分  休憩 

 

                     午前  ９時０５分  再開 

 

○渡部市長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

  ここで傍聴者の皆様にお願いがございます。傍聴されるに当たりま

しては、お手元にご配布させていただいております「傍聴者の方へ」

の内容を遵守していただきますよう、お願いを申し上げます。 

  それでは、早速、会議に入らせていただきます。 

  改めまして、皆様、おはようございます。本日、委員の皆様には、

大変お忙しい中、平成２８年度第２回総合教育会議にご出席をいただ

きまして、まことにありがとうございます。委員の皆様におかれまし

ては、活発なご議論を賜りますようお願いを申し上げます。 

  学校のほうも既に夏休みに入っております。夏休みに入る直前に、

青葉小学校の児童が交通事故に遭うという大変痛ましい事件があった

わけですが、ただいま教育長からお聞きしましたところ、けさですか。  

○森教育長 いや、一昨日の夜で、きのう連絡ありました。 

○渡部市長 意識が回復したということで、本当によかったなというふ

うに思っております。 

  夏休み中、やはり子どもたち、どうしても事故や事件に巻き込まれ

る蓋然性が高くなりますので、ぜひ行政我々もですが、地域の皆様に

も子どもたちの見守りをぜひいただけるように、教育委員の皆様から

も働きかけをぜひお願いしたいな、そんなふうに考えているところで

ございます。 

  そして、今日は議題としましては、今後当市の大きな課題になりま

す公共施設再生計画について所管課のほうから報告をさせていただい

て、ちょっと意見交換させていただきたいと思います。 

  後ほど詳しく説明あろうかと思いますが、当市の公共施設につきま

しては、建築されたのが大体昭和５０年代の前半ということで、あと

１０年から１５年ぐらいすると、更新時期を迎えるものが数多くあり

ます。 

  当市の公共施設、いわゆるハコモノの約６割は教育施設ということ

で、教育施設の比重が非常に高いということと、それから、今後の公

共施設再生はやはり小中学校の建てかえにあわせて順次行っていくと
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いうことが大きなこれからの考え方になろうかと思っております。 

  そういう意味で、きょう議題に挙げさせていただいて、教育委員の

皆さんとちょっと意見交換をしたいというふうに思っております。 

  その前に、報告事項として、既に教育委員の皆様ご案内であります

が、本年度第１四半期、教育行政分野で２点ほどちょっと、あまりよ

ろしくない実態が発生したことはご案内のとおりで、１件は体罰事案

があったということと、もう一つは、第三中学校で保健分野の未履修

があったということがあります。 

  このことについては、議会にご報告申し上げ、一定のやりとりを６

月定例会、また、その後の全員協議会等でやりとりをさせていただい

ているところでありますが、一応、今日、また６月議会での報告以降

に動きがあれば、その辺について教育部のほうから報告をさせていた

だいて。 

  本来あってはならない事態があったということで、当然、教育委員

の皆様も大変重く受けとめていただいていると思いますが、二度とこ

ういった事態が発生しないように、教育委員会並びに私ども市長部局

連携して再発防止に努めていきたい、このように考えているところで

ありますので、よろしくお聞き取りいただければと思っております。 

  それでは、教育部長、よろしくお願いします。 

○曽我教育部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  今、市長より２点のその後の報告ということでしたので、私のほう

から報告をさせていただきたいと思います。 

  体罰事件につきましては、ご案内のとおり、臨時的任用の教員につ

きましては退職したということと、あと、その後、その小学校での教

員をその学級担任にして、今、授業を行っているということでござい

ます。 

  そして、一番大切なのは、児童のその後の様子でございますが、５

月、６月、７月と夏休み前までに、子どもの状況等は管理職が毎日指

導室のほうに連絡をいただいておりまして、１日も欠席がなく、児童

の様子も楽しく学級になじんでいるという状況の報告を毎日受けてい

るところです。 

  ただ、臨時的任用教員による今回の事件でございました。それに当

たりまして、今後そのような教員を採用していくに当たりまして、教

育委員会としても検討いたしました。その結果、面接をしっかりして
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いこうということで、今までは学校長に任せたきりでございました。

 それをやはり、教育委員会としても責任を今回感じておりますので、

指導室長を先頭に、統括指導主事、また、指導室長補佐の３人でその

臨時的任用教員の面接を今行っているわけでございます。 

  採用するに当たりまして、やはり今回のキーポイントは履歴書でご

ざいました。教員を採用するに当たり、履歴書をよく今までの経過を

確認することが非常に大切だということがわかりましたので、必ず本

人に履歴書を書いていただいて提出していただいて、その中で面接を

していくということを実施しております。 

  現にもう既に何人もの教員を面接しているわけでございますが、や

はり中には、これは足りないなというのがございまして、採用を見送

ったケースもございます。 

  そのようなことから、面接というのを重視して、今後もしっかりし

た教員を採用していくというような対応を取ってまいりたいと、今、

実行しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  ２点目の三中の保健体育科保健の未履修につきましては、ご案内の

とおり、在籍されている２年生、３年生につきましては、卒業までの

時間数を確保し、履修する計画を学校で既に立てまして、現在はもう

授業を行っている状況でございます。 

  週に３時間ある体育の授業のうち、１時間を保健の分野に時間を充

てているということでございます。 

  あと、一番大切な卒業生の対応でございますが、卒業生は１，６１

６人おりました。その皆様には、おわびと卒業生向けの補助授業の予

定をまとめた文書を７月１１日に郵送させていただきました。 

  補助授業につきましては、７月２３日、土曜日から、１０月２８日、

金曜日までの期間で、１６日間実施してまいります。 

  既に７月２３日、土曜日、７月２４日、日曜日、７月３０日、土曜

日、７月３１日、日曜日を実施したところでございます。 

  状況につきましては、２３日、土曜日が５人、２４日、日曜日が２

人、３０日、土曜日が３人、３１日、日曜日が２人という参加の人数

でございました。 

  今後、このようなことを発生させないように、学校における対策と

いたしまして、適正な指導計画と管理ができるよう、その管理体制を

見直すとともに、本年度の年間指導計画書を各教科で再点検いたしま
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した。 

  今後は、年間の指導計画の作成時に内容及び時数を主幹教諭、副校

長、校長は必ず確認を実施することといたしました。また、保健と実

技を分けて累積時数を集計し、校長、副校長、教諭ごとにそれらを点

検することを確認したところでございます。 

  教育委員会は、教育課程を重視する際に、年間指導計画、評価計画

の記載内容及び時数について適正かどうか十分に確認を実施してまい

ります。 

  また、定期監査の際には、各授業の実施状況や、定期テストの出題

内容を確認いたしまして、それと、教員に対し研修等で教育課程の適

正な実施についての指導、助言を行ってまいるところでございます。 

  今後このようなことを発生させないように、教育委員会、学校とさ

らなる連携を深めて、教育のさらなる充実に努めてまいりたい、この

ように考えております。 

  以上でございます。 

○渡部市長 報告は終わりましたが、本件報告事項につきまして、委員

の皆様から何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

  教育長。 

○森教育長 先ほどの臨時任用教員の面接の関係ですが、実際に何人面

接をして、不合格だった方は何人か。その方の不合格だった理由が、

部長のほうから簡単にあったのですが、具体的に「こういう場面で、

こういうところが不安なので見送りした」というようなものがあれば、

差し支えのない範囲でお話しいただければと思います。 

○曽我教育部長 実際に面接をされた次長のほうから説明させたいと思

います。 

○青木教育部次長 座ったままで説明させていただきます。 

  はっきりした人数はちょっとわからないですが、４月１日から着任

した臨時的任用を含めて、１５から２０人の間かと思いますが、既に

面接をやっております。 

  その中で、やはりこれまでの履歴書を拝見する、採用にならなかっ

た方については、履歴書の中でブランクがあったりとか、教員のそう

いった経験も、途中でブランクがあったりですとか、あとは、前任校

などに聞き取りをして十分な指導ができてない状況が把握できた場合

に、そういった方を数名、採用に至らなかったというケースがござい
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ました。 

  以上でございます。 

○渡部市長 よろしいですか。 

○森教育長 数名というのは、複数という意味ですか。 

○青木教育部次長 はい、そうです。３名ほどおりました。履歴書の内

容を踏まえて面接を行った結果、そういったところが把握できたとい

うところでございます。 

○森教育長 ありがとうございました。 

○渡部市長 ほかにございませんでしょうか。 

  町田委員。 

○町田委員 保健体育の講習の件ですが、今、何回かやって５名なり２

名なりと言っていましたが、それは、来られた方は同一の方が重なっ

て来ているのかとか、全部ばらばらなのかとか、そういう状況はわか

りませんか。 

○青木教育部次長 ５名の中で継続して来られている方もおりますし、

その１日だけ見えて、その後いらっしゃらなかった方もいらっしゃい

ます。 

○町田委員 本当に、一生懸命やっていただいても、ちょっとそのぐら

いの人数というのが千何百人の中では少ないのかなと思いますが。今

後、これ１回で終了するのか、それとも、まださらに続けるのか、そ

の辺、今後のこととしてはどうお考えでしょうか。 

○青木教育部次長 先ほども報告がありましたように、７月から１０月

までの間、１クールとしてやらせていただきまして、それで一応おし

まいということになります。 

  前半が夏休みの土日を使って、あと９月、１０月は夕方の６時から

６時５０分までの１時間を８回に分けてやりますので、そういったほ

うが来やすいという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんの

で、最後まではこなしていただく、学校のほうでは実施する予定でご

ざいます。 

○渡部市長 ほかに。吉村委員。 

○吉村委員 保健体育の三中の件でお伺いします。 

  卒業生１，６１６人が未履修ということでした。今、履修されてい

る人が５名、２名、３名、２名、ほとんどが履修できてないというこ

とですよね。 



８ 

  前回の臨時教育委員会が終わった後、ある意味、雑談に当たったの

でしょうか、私が２７時間かな、オンデマンド、ＤＶＤを作成したら

どうか。 

  その作成の仕方も、中学校で３名の保健体育の教員がいるから、七

中まであるわけで２１人。その方々が１コマずつ担当する、領域によ

ってね。あと残りの五、六時間はゲストティーチャー制でやって、そ

れをしっかりつくったものを、教育委員会の東村山の保健体育の財産

として残しておいて。 

  で、１，６１６人でしょうか、卒業生が聞きたいな、見たいなとい

うときにそれを見せてあげるというようなサービスをしてみたらいか

がなものかという提言をたしかさせてもらったと思いますが、その辺

のところ、どのように検討されたのでしょうか、教えてください。 

○曽我教育部長 そのような意見をいただきまして、教育委員会でも、

そのような対応ができるのか、時間的な問題とか、教員にどの程度の

時間数をもたせるかとか、検討はさせていただいた経緯はございます。  

  それで、時間的な問題もございまして、今回については、そこと、

現段階の対応としては、非常に時間的に難しいだろうというのが一つ

ございました。 

  ただ、その案というのは、今後残すためには非常にいい取り組みに

なるのではないかというご意見がありました。 

  教育委員の意見がありまして、その辺どのような、予算的な問題も

発生してくるところもございますので、その辺は十分検討して、いい

資料ができれば、そのような形も内容的にはいいのではないかという

ようなご意見もありました。 

  ただ、ＤＶＤではなくて、画面上で流せるような、そういうことも

できないのかなということでも検討した経過がございまして。 

  ただ、かなり容量が多くなってしまうのではないかなというところ

もありまして、それは情報推進とも少し検討する時間もいただきたい

のかなと思っていますが、現時点では今すぐの対応というのはなかな

かちょっと難しい状況でございます。 

  ただ、いい案をいただきましたので、その辺は、本当に可能なのか

どうかというのは今後さらなる検討を重ねていく必要があるのかなと

考えております。 

  以上です。 
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○渡部市長 よろしいですかね。 

  ほかに。あとないですか。 

○當摩委員 三中の保健ですが、今ご説明いただきますと、合計で１２

コマというような授業に関しては卒業生に向けての理解でよろしいの

でしょうか。その点が１点と。 

  もう一つ、それはそれぞれ毎回違うことをお教えいただいているの

だとすると、授業は大体どんな内容なのかなということがわかりまし

たら、教えていただければありがたいと思います。 

○青木教育部次長 説明の中でちょっと聞き取りにくいところがあった

かもしれません、申しわけありません。 

  ７月２３日から８月１４日まで４日間、毎日４コマずつやりますの

で、夏休み中に３２コマの授業を実施することができます。 

  その後、９月から１０月にかけて、放課後、夕方６時から６時５０

分まで、１時間、１コマずつ８日間やりますので、合計で８コマ、合

わせて４０コマの授業を実施することができます。 

  ４８コマというふうに学習指導要領では示されておりますので、そ

の後の８このままについては、卒業生も、これまで本市では、救命救

急講習ですとか、それから、薬物濫用防止教室などを実施しておりま

すので、その８時間、８コマについては履修したものというように解

釈いたしまして、４８時間にできるような組み立てをしております。 

  以上でございます。 

○渡部市長 どうぞ。 

○吉村委員 すばらしい試みだと思いますので、私はそれをテープにと

ればいい、そして教育委員会の財産にすればいい。それに来れなかっ

た卒業生のために、「こっちで授業していますよ」と言ってしまえば

いい。だから、そんなに費用はかからないと思います。 

○曽我教育部長 実際、このようなことをやることは非常にいいことだ

と思っておりますので、先ほどお話しさせていただいたとおり、どの

ような教員の時間が取れるか等を今後検討する必要があると思います

ので、少し検討時間をいただきたいと思います。 

○渡部市長 ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、報告事項については終了させていただきたいと思います。 

  冒頭申し上げましたが、体罰についてもあってはならないことです

し、また、教育課程でやらなければならないことを実際にはやってい
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なかったということも、これまたあってはならないことでございます。  

  議会からもかなり厳しくご指導いただいて、私を含めた責任につい

てどうするのかという問いかけもあったところでございますので、今

後、それらについても判断をして、しかるべき対応をしていかざるを

得ないかな、このように受けとめているところでございます。 

  いずれにしても、体罰問題については、今回、臨任の先生というこ

とで、先ほどもお話ありましたが、１５名中、今回３名は採用しなか

ったということで、他にも臨任の先生で、体罰ではないですが、クラ

ス経営がうまくいかなかった事案というのがかなりあるということで。  

  先般、東京都市長会で、来年度の東京都予算の要望で各局を回った

際に、たまたま私は総務文教部会の委員をさせていただいているので、

東京都の教育長のほうにお伺いした際には、やはり臨任職員の資質向

上をぜひお願いしたいということは、中井教育長に直に申し上げたと

ころでございます。 

  当然、採用時、それから、配属された学校での指導ということもあ

りますが、そもそも論として、東京都のほうで任用する場合にしっか

りしていただくということがやはり重要かなと、私も考えております

ので、今後もそういったことはぜひ応対をしていきたいとふうに思っ

ております。 

  三中の件については、ようやく在校生、それから、卒業生に対して

の対応が取れたということですが、とにかく、議会からご指摘いただ

いたのは、一番長い先生で１０年の長きにわたってやっていなかった

のがなぜ要するに発見できなかったのかということに、かなりご指導

というか、ご質問が相次いだところでございます。 

  結果としてとしか言いようがないのですが、ただ、こういったこと

が本当に長きにわたってわからなかったということについては大変私

自身も忸怩たる思いをするところで、実は私の子どもも卒業生で、補

修の通知をいただいたところでございます。 

  なかなか社会人になるととてもとても行く気にはやはりならないよ

うで、そういった方々に対するフォローについて、先ほど具体に吉村

先生からのご指導がありましたが、その辺を少しご検討いただいて。 

  なかなか、容量的には重くなりますが、インターネット等を活用す

るというのも一つの手ではないかなと、そのように思いますので、ち

ょっと事務方でまたご検討いただければというふうに思っております。  
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  それでは、きょうの議題であります教育の諸課題についてというこ

とで、公共施設の再生計画についてご報告をし、その後、委員の皆様

からご質問やご意見をいただければというふうに思っております。 

  本年６月に、今、お手元にお配りをさせていただいておりますが、

当市では公共施設等総合管理計画を策定いたしたところであります。 

  これは、市内の公共施設、いわゆるハコモノと言われる建築物と、

それから、インフラですね、道路や橋梁、そして、下水道といったも

のを、これからどのように維持管理をしていくかというものをまとめ

たものでございます。 

  先にお金の話を申し上げて恐縮ですが、今後３０年間でこれらのハ

コモノ施設、インフラ施設を合わせて維持管理をし、適切に更新して

いくとなると、１，４３７億円という巨額の費用が必要だということ

が概略でわかってまいりました。 

  年間でおおよそ４８億円ということになりますが、実際、当市でこ

うした施設の維持管理に充てられている年間費用というのは大体、平

年的に約２５億円でありますので、毎年２３億円実は足りていないと

いうことで、適切な管理や維持補修ができていないというような状況

が明らかになっています。 

  インフラはもちろんですが、公共施設については、市民生活を送る

上で欠くべからざる施設でございますので、これをいかに適正に管理

し、再生をしていくかというのは、これから当市、この問題は当市の

みならず、全国的な課題でございますが、大きな課題ということにな

ります。 

  この件については、先ほど冒頭ご挨拶で申し上げましたように、ハ

コモノの中では学校施設と教育施設の比重が非常に高いので、ぜひ教

育委員の皆様にも共通の認識をお持ちいただいて、その上で、いろい

ろと今後の学校施設の再生についても議論を深めさせていただきたい

と考えておりますので、今回、議題として取り上げさせていただいた

ところであります。 

  それでは、施設再生担当課のほうから、多分ちょっと長くなろうか

と思いますが、関係資料の説明をいたさせますので、よろしくお願い

します。 

○笠原施設再生推進課長 改めまして、おはようございます。私、経営

政策部施設再生推進課長の笠原と申します。よろしくお願いいたしま
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す。本日は、総合教育会議の貴重なお時間をいただきましてありがと

うございます。 

  私どもの所管は、公共施設の今後のあり方につきまして検討してい

る所管でございます。今、市長よりございましたとおり、教育行政に

も非常に大きなかかわりを持ちます公共施設再生計画につきまして本

日はご説明をさせていただきます。 

  お手元にもスライドの資料を配布させていただいておりますが、同

じ内容ですので、スクリーンをごらんいただければと思います。 

 

  それでは、始めさせていただきたいと思います。 

  公共施設の更新問題とは一体どういうことなのかということを最初

にご説明させていただきます。 

  まず１点目でございます。今から約５０年前の高度経済成長期に急

激な人口増や社会環境の変化から、特に都市部への人口集中が起こり、

それらの変化に対応するため、多くの公共施設が整備をされました。 

  東村山市におきましても、当時、学校を初めとする多くのハコモノ

施設と同時に道路や橋りょう、下水道などのインフラ施設も多く整備

されました。つまり、多くの施設が建設後３０年以上経過しているこ

ととなります。 

  そこで問題となるのが、それらの施設の寿命でございます。財務省

や総務省で出されております資料「減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令」を参考にいたしますと、ＲＣ造の建築物や橋りょうで５０年

から６０年、下水道の管きょで５０年、道路は１０年から１５年で寿

命を迎えると言われております。 

  ハコモノ施設につきましては、あと約１０年ほどで寿命を迎え、一

斉に更新時期を迎えることとなります。 

  次に、２点目でございます。今後、人口減少と少子高齢化が見込ま

れているということでございます。 

  人口減少や少子高齢化が進みますと、当然、働き手が少なくなり、

税収が減ってきてしまいます。また、社会保障関連経費等も今まで以

上に増加し、国や自治体の財政状況は非常に厳しい状況が続く事が見

込まれております。 

  そして、３点目でございます。これまで施設整備につきましては国

や東京都の補助金を多く活用させていただいておりますが、今後は、
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国や東京都も財政補助金等の活用が難しくなる可能性がございます。。

そうなりますと、我々基礎自治体が、直接何とかすることを考えてい

かなければなりません。 

  今あるハコモノ施設やインフラ施設を維持管理・更新していくこと

が非常に厳しくなり、場合によっては、廃止や閉鎖といったことも考

えなければいけないということが考えられます。このような状況が、

公共施設の維持管理・更新問題と呼ばれている問題でございます。 

  この問題への対応を怠るすと、公共施設は老朽化により機能が失わ

れ、市民サービスは大きく低下します。最悪の場合、人命にかかわる

事故につながる可能性がございます。 

  こちらは皆さんご存知かと思いますが、平成２４年１２月に起きた

中央高速道笹子トンネルの天井板崩落事故でございます。９名の方が

亡くなりました。原因としては、天井板の接着剤の劣化などのほか、

点検等のずさんな人的要素も挙げられております。 

  本当に痛ましい事故で、市として管理している公共施設等でも同じ

ようなことが起きないようにするには、市職員としても更にプロ意識

を持たなければいけないと痛感したところでございます。 

  そのほかにも、このような、浜松市の第一弁天橋ワイヤー破断事故、

大分市の道路陥没、下水道管の老朽化による道路陥没事故などが挙げ

られます。 

こちらは、大阪府で起きた下水道管の老朽化による道路陥没です。

こちらは大阪府で起きた事例ですが、国土交通省の調査では、このよ

うな道路陥没事故は、年間で約４，０００件起きております。１日に

すると全国で１０件起きているという事になります。 

  こちらは２０１０年４月に茨城県内の公立高校で起きた事故でござ

います。校舎の手すりが落ちて、寄りかかっていた生徒２名が転落し

重傷を負ってしまいました。 

  原因は、学校が築３５年を経過し、手すりの取りつけ金具が腐食し

ていたこととされております。生命に直結する事故でありますので、

老朽化施設は、点検等が非常に重要であることがわかります。 

  こちらは、老朽化対策、そして、適切な安全管理を怠ったことによ

り発生してしまった事故でございます。埼玉県ふじみ野市のプールの

吸水口に児童が吸い込まれ亡くなってしまったという大変痛ましい事

故でございます。メンテナンス不備や管理運営マニュアルの不備など
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が原因と言われております。 

  写真は、流水プールの吸水溝の防護フェンスが取れていたという事

故当時の写真でございます。 

  市の責任が問われ、市職員の体育課長と管理係長が執行猶予つきの

有罪判決を受け、当然、懲戒免職で失職しました。 

  市内全ての公共施設に対する安全管理体制の強化を含めた安全点検

が必要だということを再認識いたしました。我々もこのような事故か

らしっかり学んでいかなければいけません。 

  こちらは朝日新聞のハコモノの記事ですが、見出しには「大後悔時

代」と書いております。「後悔」の字が「航海」ではなくて悔やむほ

うの「後悔」ということで、全国で同じような事例が発生しています。  

  それでは次に、当市の公共施設の現状と課題についてご説明いたし

ます。 

  まず、当市が保有している公共施設の規模でございます。ハコモノ

施設と言われる建築物でございますが、公園のトイレのような小さな

ものから、本庁舎や学校のような大きなものまでを数えますと、２０

０を超える公共施設があり、延床面積は、２５万３，０００平米以上

となります。 

  これを見ると、特徴的なものが、学校教育施設の面積です。延床面

積の約６割にあたる１５万２，０００平米が学校教育施設ということ

となります。 

  そのほか、スポーツセンターや歴史館、図書館、公民館といった生

涯学習施設、教育部が所掌する教育関連施設を全部合わせますと、２

５万３，０００平米のうち７割以上が教育関連施設ということとなり

ます。 

  つまり、教育関連施設というのは、対応が今後非常に重要な位置づ

けとなってまいります。 

  続きまして、インフラ施設でございます。 

  市内には道路が２９８km、橋が１０４橋といったインフラ施設がご

ざいます。特に、１０４橋というのは、近隣市に比べると非常に多い

数字でございます。また、下水道管は道路より１．４倍長いというこ

とがわかりました。市民の皆様を支えているライフラインの占める割

合が非常に大きいことがわかります。 

  次に、市の人口の変化についてでございます。人口問題は、今後の
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公共施設のあり方を考える上で非常に重要な要素となります。 

  過去２０年の推移を見ますと、総人口は増加し続けてきましたが、

平成２３年７月をピークに減少傾向に転じています。 

  年齢構成別で見ますと、一番上の色の老年人口と言われる、６５歳

以上の方の人口が、平成１６年の２万７，０００人から、平成２６年

の３万７，０００人へと、過去１０年で約１．４倍に増加し、市民の

４人に１人が６５歳以上の高齢者ということとなります。 

  また、将来人口推計でございますが、平成４２年までの、１４年後

には約１４万９，０００人まで減少する見通しとなっています。 

  次に、市の財政状況でございます。 

  市の収入につきましては、全体で５００億円強ですが、そのうちの

約４割が市民の皆様からお預かりする市税でございます。残りの６割

は国や東京都からの補助金、あるいは、市債を発行した市税以外の収

入となっております。 

  市税につきましては、ピーク時よりも減少し、現在は２００億円前

後で伸び悩んでいるというところでございます。 

  次に、歳出についてでございますが、こちらも５００億円強となり

ます。人件費、公債費お年寄りや体の不自由な方、児童などを援助す

るための扶助費など、任意では削減できない義務的経費が半分以上を

占めております。 

  傾向を見ますと、行財政改革や職員配置の見直しにより人件費は減

少傾向にありますが、高齢化等の影響や、生活保護事業費の増加など

で扶助費、民生費が大幅に増加しております。１０年前に比べると扶

助費は１０年前の２倍近くに今後も増え続けることが予想されます。。 

  一方で、道路や建物の建設事業などの物をつくるための投資的経費、

紫色の部分でございますが、減少傾向が続いており、今後もインフラ

施設に使える費用は更に厳しい状況になることが予想されます。  

そして、最初に市長からもお話ありましたが、当市の公共施設はいつ

ごろつくられたのかでございます。 

  こちらのグラフは、公共施設がいつどれくらい整備されたのかを表

にしたものでございます。横軸がハコモノ施設の建設年度、縦軸がそ

の年に建設した床面積の合計でございます。 

  昭和３９年の化成小学校の建設から、昭和５７年のスポーツセンタ

ーの建設の年までが、多くの公共施設を集中して建設してきました。
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建設後３０年以上たっているハコモノ施設が全体の７０％、４０年以

上たっているハコモノ施設が３０％ございます。 

  色で申しますと、学校教育施設、青い色が全て学校教育施設の面積

という形になります。学校教育施設の持つ面積が非常に大きいという

のがわかります。 

  インフラ施設の方から一例として下水道についてご説明いたします。 

  下水道は、昭和５０年から平成７年度の２０年間で集中的に整備を

進めてきており、敷設後３０年以上経過している管きょが約１０４キ

ロメートルとなっております。インフラにつきましても老朽化への対

応が今後の課題となっています。 

  昭和５０年度から平成７年度の２０年間にかけて一気に整備してお

りますので、３０年後に、更新の時期が再び来てしまうというところ

でございます。 

  こちらも先ほど市長からございましたが、今ある公共施設を今まで

どおり維持していくと仮定した場合、更新費用はどれぐらいかかるの

かということを試算したグラフでございます。 

  今後３０年間で、ハコモノ施設とインフラ施設の合計で１，４００

億円以上が必要となる試算になりました。年間にしますと約４８億円

でございます。 

  現状、市としてハコモノ施設とインフラ施設に充てられている予算

が約２４億５千万円というところでございまして、その差毎年約２３

億円が不足することになります。 

  今後、税収が伸び悩んでいくと、投資的経費や維持補修費に充てる

予算もなかなか厳しい状況でございますから、この不足額が乖離して

しまう可能性もございます。 

  公共施設につきましては、建設費に非常に大きな費用がかかります

が、実は、建設費よりも、つくった後のランニングコストのほうが非

常に大きいという表でございます。 

  ハコモノ施設の生涯にかかる費用をライフサイクルコストと言いま

すが、一般的にハコモノ施設では、建設費がライフサイクルコストの

２割程度と言われております。 

  ランニングコストをいかに軽減させていくかという取り組みを考え

ないと、将来に向けて莫大なコストがかかり続けることとなります。 

   



１７ 

  平成２４年度に公共施設に対する市民ニーズに関するアンケート調

査を行わせていただきました。過去１年の公共施設の利用状況を市民

の皆様にお尋ねしたものでございます。 

  赤枠で囲わせてもらいましたが、「ほとんど利用しない」というお

答えをした方が、どの施設においても非常に多い状況でございました。

図書館や公民館、スポーツセンター等の比較的稼働率が高いと言われ

ている施設でさえ、ほとんど利用しないという方が多くの割合を占め

ました。 

  この結果をどう考えるか。利用者数が少ないから施設を減らして良

いと考えているわけではございません。市民ニーズが施設を建設した

時代から変わってきているのではないかと考えております。 

  逆に、ほとんど利用しないと回答された方の声をどれだけ聞いてい

けるかが大切で、公共施設に求められているニーズを的確に把握して

いくことが重要と考えております。 

  ここまでの課題をまとめさせていただきますと、ハコモノ施設につ

きましては、多くの施設が築３０年以上経過していますが、建設後６

０年たって寿命が来たからといって、今あるものをそのまま建てかえ

ることは非常に難しい状況でございます。 

  そこで、「今ある施設すべてを今までどおり維持していくことは不

可能」と書かせていただきましたが、「今までどおり」というところ

がポイントでございます。今後、時代の変化に対応した公共施設へ再

生していくことが重要ではないかと考えております。 

  インフラ施設につきましても同じでございます。道路、橋りょう、

下水道等のインフラ施設は、市民の生活を支えている以上、予算が厳

しいからあすからこの道路は通しませんですとか、道路を有料化する

ということはできません。 

  将来にわたり安全・安心に使えるよう今後も適切な維持管理をして

いくことが非常に重要であるということでございます。 

  ここからは、ハコモノ施設の再生の取り組みについてご説明させて

いただきます。 

  当市は、比較的他市に比べて早めに公共施設の更新問題に、取り組

んでまいりました。平成２４年度に公共施設白書を作成、平成２５年

度に公共施設再生計画基本方針、平成２７年度に施設分類別の方向性

や今後のロードマップをお示しした公共施設再生計画基本計画を策定
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いたしました。 

  いずれの計画も、今後、市民や、学識経験者の方を含めた市民協議

会、ゲーム感覚で将来の公共施設を考えていただく市民ワークショッ

プなどを開催し、市民の皆様に参加していただきながら、つくってま

いりました。 

  他市の同様の計画では「今後３０年間で公共施設の延べ床面積を２

０％削減します」や、「今後３０年間で投資的経費を１５％削減しま

す」といった具体的な削減目標を出している自治体が多くございます。 

  当市の計画の特徴といたしましては、そういった具体的な削減目標

は出しておりません。数値を出すことも非常に有効な手法だと思いま

すが、削減ありきの数字合わせの議論に陥ってしまうということも考

えまして、定めておりません。 

  公共施設の再生は、市民の皆様との合意形成が非常に重要であるこ

とからも、丁寧に情報を共有しながら進め、「走りながら考える」と

いった柔軟なスタンスを持って取り組んでまいります。 

  そしてこのたび、今年６月に、ハコモノ施設とインフラ施設を合わ

せました公共施設等総合管理計画を策定いたしました。本日お手元に

配布させていただいているものでございます。 

  なお、この公共施設等総合管理計画は、総務省から全国１，８００

の全ての自治体に、平成２８年度末までの策定要請があり、各自治体

は対応に迫られております。 

  現在、東京都のホームページで確認いたします限りでは、都内６２

市区町村で公表が済んでいる自治体は当市を含めまだ１１団体という

ことで、なかなか進んでいないのが現状でございます。 

  公共施設等総合管理計画のハコモノ施設編では、基本理念を定めて

おります。「将来世代にツケを回さず、時代の変化に対応した安全・

安心な施設に再生し引き継ぐ」、今のことだけを考えるのではなく、

子どもや孫の世代のことまでしっかり考えて公共施設の再生を進めて

いくというコンセプトでございます。 

  コンセプトの中には、基本方針というものを四つ定めております。

時間の関係上、簡単にここは説明させていただきます。 

  一つ目は、サービスです。今、公共施設で提供しているサービスを

維持しながらも、ハコ（建物）に依存しない公共施設に再編していく

ということでございます。 
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  公共施設で提供しているサービスは、市民の皆様にとって必要不可

欠なものがたくさん含まれておりますので、単純に廃止ということは

なかなかできません。そこで、市民サービスが明らかに低下してしま

うことがないよう工夫をしていかなければいけません。 

  公共施設のハコ（建物）の中で提供しているサービスと機能を分け

て考えているということでございます。 

  こちらのスライドの例のように、建物自体は廃止となっても、サー

ビスについては他の施設やハコ（建物）を使って継続することができ

るかもしれません。場所は変わるけれども、サービス自体はなくなら

ない。それだけではなく、一つの場所で異なる複数のサービスを提供

することでよりよい施設になる可能性もございます。 

  こちらのスライドの写真は、学校の空き教室を利用して高齢者福祉

サービスを提供している事例でございますが、子どもたちと高齢者の

ふれあいの場として新たな価値が生まれているというところでござい

ます。 

  このような手法は、複合化・多機能化と言われておりますが、ハコ

とサービスを分けて考えることによって多様な選択肢が生まれるとい

うことでございます。 

  二つ目は、公共施設を最大限活用して、効率的・効果的な管理運営

をするということでございます。 

  先ほどお話しいたしましたとおり、公共施設の管理運営には多額の

費用がかかっています。中には、あまり利用されず、有効活用ができ

ていないという施設もございます。そのような施設につきましては、

今までより効率的・効果的な管理運営ができれば、より少ないコスト

で質の高いサービスが提供できるのではないかということでございま

す。 

  こちらのスライドは、神奈川県秦野市の例でございます。ほとんど

活用されていない保健福祉センターの入り口にあった展示スペースに

郵便局の窓口を誘致したという事例でございます。 

  郵便局では、住民票や戸籍等も交付でき、これまでのやり方にとら

われず、新たな視点で最大限施設を有効活用しているという事例でご

ざいます。 

  三つ目でございます。計画的な保全により、公共施設の安全・安心

を確保するということでございます。 
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  やはり使える建物、今後も使っていくと決めた建物は長く使えるよ

う大切にしていくことが大事です。利用者の安全を確保することは何

よりも重要で、そのために建物の状況をしっかり把握し、計画的な保

全をしていくことが大事だということであります。 

  四つ目でございます。これは役所の内部の話になりますが、これま

でご説明した取り組み、特に施設の再編・再配置を進めていく上でし

ばしば課題となる行政のタテ割りと言われる問題でございます。 

  所管が違うから難しい、国の補助金の省庁が違うからその使い方は

できないといった理由で調整が難しいということがこれまでもござい

ました。今後は、こうしたタテ割りの壁を超え、情報の一元化をし、

全庁的な取り組みとして公共施設のマネジメントを進めていくという

方針でございます。 

  私たち市職員が重点を置いて取り組むべき業務をしっかり見極めて

いく必要がございます。公共施設の管理業務等の資産マネジメントに

つきましては、民間との連携や提案募集、ＰＰＰ/ＰＦＩといった新

たな資金調達の手法など、これまでの考え方に捉われない新たな手法

で、スピード感を持って検討していくことが重要でございます。 

  公共施設再生計画では、先ほどロードマップというものをつくった

とお話しさせていただきましたが、おおむね今後どういうことをして

いくのかというものを表にさせていただきました。 

  教育関連の施設を抜粋させていただきましたが、いつまでに何をし

ておくかということを見える化することで、庁内、市民の皆様と情報

共有していくためでございます。 

  生涯学習施設は、平成３２年度までの第１フェーズと区切った期間

までに、機能のあり方、運営の見直し、市民の利用向上に向けた新た

な視点での運営手法等を検討してまいります。 

  学校施設につきましては、第２フェーズと言われる平成４２年度ま

でに、大規模改修時に合わせた複合化の検討等を行ってまいりたいと

思います。 

  どの施設から再生していくのかということになると思いますが、当

市には２００以上の施設がございますので、全ての施設を一斉に同時

期に更新していくというのは非常に厳しい状況でございます。優先度

の判断、経費の平準化を行うことが重要であり、三つの観点から総合

的に実施時期・優先度を判断してまいります。。 
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  一つめがコストマネジメント。施設の維持・運営経費が大きい施設

からの検討。二つめがタイムマネジメント。そして、三つめがエリア

マネジメント。周辺施設に同じようなサービスを提供している公共施

設はないか、この三つの観点から検討してまいります。 

  こちらが施設分類別の再生の方向性というもので、具体的な施設で

はなく、公民館といったくくりで今後どうしていくのかを考えて作っ

ております。 

  こちらは図書館でございますが、当市は、読書に関する市民の地域

活動が活発で、特に、子どもの読書推進では、学校や市民との連携が

非常に大きな成果を上げております。 

  一方で、図書館は、民間企業による運営事例も全国で多数ございま

す。  蔵書の問題等の課題はございますが、  図書館が持つポテ

ンシャルは非常に高く、地域ネットワークのハブとなる機能を持つこ

とから、ＩＴ化や、滞在型施設への対応といった、時代の変化に合っ

たサービスの検討を進めてまいります。  続きまして、学校施設で

ございます。 

  学校施設は、当市が持つ公共施設の延床面積の６割を占めており、

老朽化への対応は非常に大きな課題でございます。 

  学校施設は、地域コミュニティ、防災拠点としての大きな役割を持

っており、そして、子どもたちの学習の場であるとともに、地域の住

民の皆様に最も身近で、かつ、ハード的にも充実した公共施設でござ

います。 

  施設再生の方向性といたしましては、将来的な児童数、生徒数に合

わせた施設の有効活用、建てかえの際の複合化・多機能化の検討を行

います。既に学校と生涯学習機能の複合化という事例は全国で多数ご

ざいます。保育園、高齢者サービス、防災拠点、中には商業施設と複

合化したといった事例も進んでおります。 

  学校施設は地域コミュニティの拠点となる施設で、地域住民に最も

愛されている施設と言っても過言ではございません。そうした学校の

ソフトやハードが持つそれぞれのポテンシャルを生かしながら、当市

の公共施設の再生、学校を核とした公共施設の再編・再配置を検討し

ていくことが重要となります。 

  本日別紙で、文部科学省が配布しております、「学習環境の向上に

資する学校施設の複合化の在り方について」という報告書をお配りさ
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せていただきました。その報告書をつくる前段の通知文で、平成２５

年３月に学校の在り方に関する調査研究協力者会議にて、「学校施設

の老朽化対策について」という報告書が発出されました。 

  同年６月には閣議決定されました「第２期教育振興基本計画」にお

きまして、学校施設と社会教育施設等の複合化や、余裕教室の活用促

進が必要と示されました。 

  そして、昨年１１月、こちらのスライドにもございますように、

「学校環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について」とい

う通知が発出されております。 

  学校施設と他の公共施設の複合化につきまして、教育振興基本計画

等を踏まえ、子どもたちの多様な学習機会を創出するとともに、地域

コミュニティの強化や地域振興の再生にも資するよう、文部科学省が

設置する有識者会議にて取りまとめた報告書でございます。このよう

に、文部科学省も、学校施設の複合化・多機能化への方向性を示して

おります。 

  ここからは先進自治体の事例でございます。 

  こちらは立川第一小学校でございます。学校図書館と地域図書館を

共用しております。壁で区切ってはいるのですが、こちら側が地域図

書館、こちら側が学校図書室ということで、地域の皆さんにも使える

図書室という形になっております。また、学習館や学童クラブも併設

した複合型小学校となっております。 

  こちらの余裕教室を使った事例としては、保育園や、児童クラブと

して活用されております。 

  こちらは品川区立第一日野小学校でございます。非常に大きな施設

で、図書館、幼保一体施設、音楽ホール、プラネタリウムと多様な施

設を複合化した事例でございます。地域学習・文化の拠点として活用

されているということでございます。 

  特に、幼保一体施設を複合したことで、ほとんどの園児はこの小学

校に入学するということから、小学校入学前からこの施設を使うとい

うことで、いわゆる小１ギャップに対して非常に大きな成果を上げる

ことができました。小学校に入って既に施設になじめているという成

功例でございます。 

  こちらは生涯学習施設の事例でございます。武蔵野市ＪＲ武蔵境駅

前にございます「武蔵野プレイス」という複合型生涯学習施設です。
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カフェを併設した図書館、市民活動拠点となるコミュニケーションス

ペース、会議等ビジネスシーンを対象とした貸し会議室、１８歳未満

しか入れない青少年ゾーンといった用途分類を超えた機能をあわせ持

つ公共施設で、年間約１６０万人の方にご利用されております。 

  複数の用途が融合することで、新たなまちのにぎわい、多世代、多

分野のコミュニティを生み出したという非常に大きな好事例でござい

ます。 

  今、私たちは、公共施設の更新問題の総論部分を市民の皆様にご説

明をさせていただいておりますが「総論賛成、各論反対」という言葉

がございます。「役所の言ってることは理解できる。でも、私たちの

住んでいるまちの施設を減らさないでほしい」という各論の反対にな

るというのが各自治体では起きております、しかし次のステージでは

各論部分をご説明しなければなりません。 

  行政にとっても、市民の皆様にとっても大変大きな問題でございま

す。これからもしっかりと市民の皆様と情報共有しながら丁寧に進め

てまいりたいと考えております。 

  また、先ほど申し上げましたとおり、当市の公共施設再生におきま

しては、施設全体の面積割合や老朽化度、地域住民の最も身近な施設

である教育関連施設を核として検討していかなければなりません。 

  学校を核とした複合化や再編により生まれ変わり、新たな価値やコ

ミュニティを生み出すことで魅力あるまちづくりにつなげていくこと

が重要と考えます。皆様にもご指導を賜りながら着実に計画を推進し

てまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

  以上で終わります。本日はありがとうございました。 

○渡部市長 ちょっとお時間をいただきましたが、以上で説明のほうは

終了であります。非常に大きな問題だということについてはご理解い

ただけたのではないかなというふうに思いますが、何かご質問やご意

見がありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  先に私のほうから申し上げておきます。 

  当市でつくらせていただきました公共施設再生計画、いわゆるハコ

モノの再生計画については、この手の計画は、先行してつくられてい

る自治体の場合は、総床面積を、例えば、現状より１０％削減すると

か、２０％削減するとか、３０％削減するという方針を基本的には打
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ち出すと、そのことによって、今後のランニングコストはどのぐらい

削減できるか、おおよその見通しが立つことになりますので、そうい

ったことを方針として打ち出すのが一般的とされていますが、逆に、

最後のほうで、今、公共施設再生担当課長が申し上げたように、「総

論賛成、各論反対」で議論が前に進まない自治体がかなり出てきてい

ます。 

  最初から何％削減ありきですと、なかなか議論が進展しないおそれ

があるので、当市の場合については、具体的に何％削減という目標値

については置いてはいません。 

  あと、今後、当市の場合は、連立事業の中で約、高架下については、

１５％ほどは市の保有ということになってきますので、自動的にふえ

てしまうところがあって、なかなか目標として削減を掲げるというの

が難しいところがあるということがあって、当市の場合は総床面積で

何％削減しますという方針は出しておりません。 

  ただ、相対的には削減しないとやはりいつかは詰んでしまうという

ようなところで、現状のまま全ての施設を維持管理することはできな

いということは明らかにさせていただいているところでございます。 

  何かありましたらご指摘、ご意見をいただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

  義務教育施設ですので、小中学校については、当市の場合はまだ学

校の統廃合というところまでの児童生徒の減少には至っていません。

したがいまして、現状考えているのは、小中学校を起点として、その

建てかえに合わせてそこに周辺の他の施設を複合化するような形が一

番現実的ではないかというふうに、私どもとしては考えているわけで

すが。 

  そうすると、学校施設の中にいろんなものが、先ほどちょっと、立

川の場合ですと地域図書館が入るとか、品川の場合はいっぱいいろん

なものがつけ加わるというようなことになって、学校も単なる学校で

はなくなってくるという事例が全国的にふえてきていますが。 

  それらについて、例えば、学校長の経験がある小関委員さんなんか

は、どんなふうに今後の学校の再生についてお考え、どうしても他の

機能を盛り込もうとすると、学校側のご理解をいただかないとなかな

か難しいかなというのが率直なところですが、いかがでしょうか。 

○小関委員 ありがとうございます。学校の複合施設化ということにつ
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いては、例えば、児童クラブであるとか、先ほど高齢者施設というよ

うなお話がありましたが、高齢者の方の憩いの場になるとか、それか

ら、図書館ですかね。 

  そうした、商業施設と一緒というのはちょっと私の中はまだすとん

と落ちないのですが、そうではない、先ほどの児童クラブとかってい

う活用の方法といいますか、その複合化というのは、むしろ積極的な

よさがあるのではないかと思います。そういう点では、複合化という

ことの方向というのはいいのではないか。 

  やはり商業施設がそこに入るということになって、余りにも不特定

多数がそこに集まってくるということについては、まだ学校の安全と

かっていうことを考えていくと、どうかなというようなところがあり

ます。 

  もう一つ、余裕教室の活用というお話がありましたが、これは、本

市は子どもがそんなに減っていくというような感じは今のところ私は

ないのですが、ただ、余裕教室ということも生まれる学校もあるかな

というふうに思います。 

  そのときに、ここの教室が空いたから即何かに使えるということで

はなくて、やはり学校としては多様な指導形態の工夫ができるんです

ね。例えば、算数少人数室だけではなくて、ほかの学習も少人数活動

の部屋とか、多目的とか、あるいは、これから外国語も入ってきます

ので、外国語に関するとかっていうことで、多様な活用ということも

見込まれるので、教室が「余裕教室かな？じゃあそれ」っていうふう

になると、ちょっと学校としては困るのではないかというようなこと

も考えています。 

  近隣の方の出入りがあるということについては、これからの学校は、

子どもたちを地域で見守るということもあるので、むしろそうした学

校の子どもたちと一緒に何か皆さんでというような、そういうことを

ずっと高く掲げて、複合化ということで進めるといいのではないかな

と思います。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  ほかにございませんでしょうか。 

  必ずしも複合化がなるかどうかというのはわかりませんし、逆に、

がらっと考え方、これは一つの考え方として、こうやるということで

言っているわけではないですが、フルスペックの学校を設ける必要が
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あるのかどうかという議論も多分せざるを得なくなるのではないか。 

  これもいろいろ議論とかあると思いますが、全ての学校に全ての、

プールだとか給食室だとかいうものを全てつくっていく必要があるの

かどうかということは、多分議論せざるを得ないのかなというふうに

考えています。 

  それはまた、学校の現場の皆さんが「いや、それは困るよ」と、当

然そういう話にはなると思いますが、可能性としてはそういう可能性

もないわけではないかなというふうに思っています。 

○小関委員 よろしいですか。 

○渡部市長 はい、どうぞ。 

○小関委員 今おっしゃったとおりで、何か、どこの学校にもこれがあ

って、あれがあって、学校というものはこういうものが全部ついてい

る、そういう発想で今まで来ているんですね。 

  だから、例えば、２校に一つの施設とかっていうふうになると、な

かなか発想の切りかえができないかと思いますが、新しく学校をつく

るというときに、近隣で一つずつ主となるものを置いてというような

考え方というのはできると思うんですね。 

  そのあたりは、やはり財政状況から考えたときに、発想の転換とい

うのはしていかなければいけないのではないかというふうに思ってい

ます。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  当然、今までの学校のあり方からすると、私が言ったのは極端な言

い方だと思いますが、そういうことも一つの発想としてあるかなとい

うふうに思います。 

  町田委員は何かこの問題についてご意見ありますでしょうか。 

○町田委員 今、大変丁寧な説明を受けて、これから厳しくなるだろう

なと思っていましたが、ここまではっきり聞くと、この先が本当に厳

しいんだなというのがわかりました。 

  これも私が今思ったことの意見だけですが、具体的なものではない

ですが、とにかく毎年２３億から４億足らないということ、これをふ

やしてなんていうことはまずどう考えてもないわけですから、その分

を我々がどう我慢していくかというのではないですか。 

  「我慢」という言葉を使うとマイナスになってしまうので、その分

を我々市民がマイナスと思わないように、うまく施設を移動していく
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というか、変えていくというのがやはり大切なのかな。 

  市民の気持ちでいったら本当に、ここで何がなくなる、ここでどう

なるというと、今までずっとやってきた者にとっては、間違いなく

「はい、そうですか」という方はいないと思いますよね。 

  もう本当に、当たり前のことですが、「せめて自分たちのところは

維持するように」ということで、お互いに言ってたら、いつまでたっ

ても同じ話ですよね。今の話の中にあったように、同じことになって

しまいますので。 

  これから市民の意識を変えていくようなというか、一人一人がその

状況を知ってもらう、自分も公共施設を維持するために、そしてまた、

限られた予算の中でやるには一人一人が意識を持つという意識改革を

うまくできたらいいのかなというふうに思いました。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  基本的な考え方としては、現状の機能は何とか維持して、ただ、施

設ごとに今いわば単機能になっているんですね。この目的でしか基本

的には使えないというところで。 

  年間の稼働率とか利用率を見ていくとかなり、余り使われていない

施設が結構あって、それは利用を促す努力が足りてないと言われれば

それまでではあるのですが、やはり機能は残しつつ、規模としては複

合化して縮小するとかっていう、そういう発想を取っていく、そのた

めの理解を深めていただくということがすごく我々も大事だなという

ことで。 

  今、所管では、いろんなところに出前で、今説明したようなことを、

自治会だとか、老人会だとか、いろんなところで説明をさせていただ

いているところでございます。 

  當摩委員、何かございますか。 

○當摩委員 まず、私たち事前に、この抜粋をちょうだいして読ませて

いただいたのですが、本日、かわいらしいひがっしーちゃんがいろん

なところに、これを見せていただきまして、とってもわかりやすいな

って読ませていただきました。 

  また、今、市長がおっしゃってくださいましたように、これからこ

れを皆さんご理解をしていただくための、そういったご努力をいただ

いていることは、大変大切なことだと思います。 

  とかくこういった公共施設の再生計画って、今、単機能ではなくて、
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多機能複合することをチョイスとして建てられたもの。今は大変いい

のですが、それが何年かたつと必ずどこかの部分が「やはりこれはま

ずかった」というようなことが出てくるという、そういう通例は多々

あると思いますので、所管の皆様にはそうしたことも、成功例だけで

はなくて、失敗例も少し考えていただきながら、東村山に沿ったもの

にしていくということが一番大事なのかなと思います。 

  また、住んでいる人間たちの動線ですね、動きというものを尊重し

ていただくということも、これからの高齢化社会に当たって、これが

３０年後、４０年後だとかなりの、今ここにいる人たちもこの恩恵に

あずかれるかどうかわからないなと思いますが。 

  そのときに、どのような形で皆さんが市内をめぐる動線を持ってお

られるかということを加味しながらのことが一番大事なのかなという

ように、この計画はとても大切なことだと思いますが、これを読ませ

ていただいて、そういうふうに思っております。 

  でも、これは粛々と考えて進めていかなければいけないことだと思

いますので、ぜひみんなの英知を集めて、よい形でなっていければい

いなと思います。 

  以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  吉村先生、何かこの問題で。 

○吉村委員 まず、ご説明ありがとうございました。非常に勉強になり

ました。 

  一番思ったのは、この東村山で親子４代の人たちがウィンウィンの

関係、スマイルスマイルの出るような感じ、そういうものがつくり上

げられるといいのかなというふうに思いました。そのためには、欧米

なんかでやられている、きちんとしたコミュニティセンターづくりか

なというふうに思って。 

  そうすると、学校というものと、品川なんかは同時間帯に幼稚園、

小学生が学習している。また、図書館でも年配の方が利用している。 

  それもいいけれども、例えば、極端に言えば、学校は７時半から５

時まで、その後の十数時間空いているわけだから、これをほかの年代

が使う。今、グローバル化ですから、インターネットを使うと、アメ

リカと交信すると、我々の夜中が向こうの昼になる。その辺を上手に

使わせていただくというアイデア。そうすると、年配の方々がそこを
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ひょっとしたら快適に使えるようになるかもわからない。そういうの

がこれからの時代必要になってくるのかなと思いました。 

  それから、三つの輪というか、時間、人間、空間で考えると、人間

の場合はやはりいつの時代でも、人口の多い団塊の世代が喜ぶような、

金を使ってくれるような、教育とかアイデアというものが必要なのか

なというふうに感じましたですね。 

  そうすると、東村山というのは緑豊かというのがキーワードですか

ら、この緑を思いきり生かすために、……教育……あると、人を呼ぶ

にもいいのかなとかですね、そんなことを考えましたね。 

  時間的に、人間的に、空間的に考えると、そんなことをふと思った

りいたしました。 

  以上です。説明ありがとうございました。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  教育長、何かあればちょっと。 

○森教育長 今まで何回も庁内のところでこの辺の話は伺わせていただ

いたので、なかなか難しいなというふうに考えていたのが実感です。 

  先ほど小関先生がおっしゃったように、複合施設になった場合に、

学校の立場から考えると、学校が得られる面というのは非常に大きい

と思います。高齢者施設であったり、あるいは、幼稚園が一緒だった

りすれば、世代の違う人たちと接する機会が非常にふえるということ

で、交流もしやすくなるわけですね。 

今まで全く別な建物で、別なことをやっていたところが、一緒に協

力してやれるということもあります。 

  それから、ちょっと私の発想にはなかったのですが、吉村先生のグ

ローバル的な発想ですよね。地球の反対側とコンピュータ等を使って

交流をするような時間帯は夜でもいいんじゃないかと、そんなのも斬

新な考えだなというふうに感じました。 

  いずれにしても、大変お金のかかる、４７億円が必要だということ

なので、それをどう捻出するのかなというのがいつも非常に気になっ

ているところというのが感想でございました。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  公共施設の再生計画、インフラ含めての公共施設の再生というのは、

ある意味、まちをもう一度リデザインするということで、今、吉村先

生が「人間、時間、空間」と言っていただきましたが、まさにその三
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つの場をもう一度、再構築・再構成するということになるので、今後

も折に触れてこの問題については、この総合教育会議の場でも少し意

見交換させていただいて、今後よりよい公共施設の再生に向けて取り

組んでいければなと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  以上できょうの議題については、一応、終結をさせていただきます。 

  最後に、事務局のほうから、その他連絡事項がございましたら、お

願いしたいと思います。 

○東企画政策課主査 事務局でございます。 

  では、事務局から２点連絡がございます。 

  次回の総合教育会議の日程でございます。次回の総合教育会議は、

１０月５日、水曜日、時間は９時から１０時２０分まで、場所は本日

と同じくマルチメディアホールとなります。 

  ２点目は、本日、傍聴者の方にお配りした「閲覧用」と書かれた資

料２点につきましては、お帰りの際に事務局までお渡しいただきます

ようよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○渡部市長 はい。次回また１０月５日ということでございますが、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして平成２８年度第２回東村山市総合教育

会議を閉会とさせていただきます。皆さんお疲れさまでした。ありが

とうございます。 

 

 

 

午前１０時２０分 閉会 
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