
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 事業構成 

                          校舎等改修・改築事業 
   避難場所機能強化     老朽改修事業   （トイレ改修、バリアフリー化、省エネルギー化整備も含む） 
                          給食室改築事業 
学校施設リフレッシュ事業                   

                                非構造部材耐震化 
                体育館避難場所機能整備事業 
                                バリアフリー化、トイレ改修 
公民館施設リフレッシュ事業  公民館安心安全整備事業（バリアフリー化、省エネルギー化整備も含む）           

                           
前倒し実施 

図書館施設リフレッシュ事業  
 
■ 施設の現状（学校施設・公民館） 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業概要 

安全、安心な教育環境の整備を進めます 

・教育施設の大規模改修及び改築などの老朽化対策、バリアフリー化、省エネルギー化を総合的、計画

的に実施することにより、教育施設のリフレッシュ・長寿命化を図る。 
・避難場所に指定されている学校及び公民館は、体育館の非構造部材の耐震化など避難場所機能を強化。

H25～H47  1857億円 166校 

H25～H47   1696億円 

H25～H39   124億円 H25～H47  1820億円 

H25～H29  37億円 

H25～H34  44億円 59館 

・小、中、高等学校及び特別支援学校の校舎、体育館は 692 棟あり、そのうち、建築後 30 年以上経過した

建物は 519 棟（75％）と学校施設の老朽化が進行。適切な時期での大規模修繕、改築を行う必要がある。

・公民館 59 館中 31 館（52.5％）が築 30年を経過し、施設の大規模修繕や設備の更新時期を迎えている。

・主たる避難場所である学校体育館及び高齢者、障害者優先の避難場所である公民館の避難場所機能の充実

が求められている。 

・安全・安心な環境を確保するためのバリアフリー化や創エネ・省エネ等による環境対策を推進する必要が

ある。 

 

■ 課題 
・老朽化が深刻化している施設の改修着手 
・改築の際の他の公共施設との複合化 

・財源確保と平準化 
・工事数増加に伴う建設局人員の確保 

 上記事業費のうち、前倒し実施分               単位：億円 

 年度 事業費 国費 市債 一般財源 

Ｈ２５年度 ２９．２ ２．２ １５．９ １１．１
学校施設 

Ｈ２６年度 ４５．２ ５．３ ２８．２ １１．７

Ｈ２５年度 ３．２  ２．４ ０．８
公民館 

Ｈ２６年度 ４．８  ３．６ １．２

早急に改修が必要な施設について、公共施設マネジメント計画アクションプラン策定前に、前倒して実施 
H27～H37  75億円 24館 

学校施設耐震補強等事業費の推移（過去3年：予算額ベース）
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学校施設は H24 年度に完了予定の耐震補強事業の事業予算相当額を、改修前倒し事業費に振替 

教育施設の老朽改修、バリアフリー化、省エネルギー化、防災機能の強化を計画的に推進し、安全・安心

な教育環境を確保するために「教育施設リフレッシュ事業」を実施する 

教育施設リフレッシュ事業費推移
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※参考 

 

H37までに改修遅れ分を完了 

H38以降は通常の改修を実施。特にH43以降は改築が増加 

平成 24年 9月 4日 都市経営戦略会議資料  【資料１】 

教育委員会 管理部 学校施設課、 

生涯学習部 生涯学習総合センター、中央図書館管理課 



■　スケジュール

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

  設計（31校）   設計（33校）  設計（33校）  設計（31校）  設計（32校）
体育館
避難場所機能整備事業 ・集中審議 　工事（31校） 工事（33校） 工事（33校） 工事（31校） 工事（32校）

⇒　◎事業承認（H25年度以降） ※　事業完了

学校施設リフレッシュ事業 ・集中審議
⇒　事業の方向性説明

・校舎等改修事業
・太陽光発電設備設置 ・予算要求（老朽改修計画作成委託料・老朽改修前倒し分）
・給食室改築事業

学校施設老朽改修事業（前倒し分）

関係課協議・諸条件の整理

リフレッシュ計画
素案作成 学校施設リフレッシュ計画作成 ◎教育施設リフレッシュ計画策定

・予算要求 学校施設リフレッシュ事業
（H27年度設計）

・予算要求 ※事業は第1期としてH32年度まで実施（アクションプラン第1期と整合）
（構造体耐久調査） 　第2期以降もアクションプランと整合して実施予定

構造体耐久調査

・予算要求 長寿命化検討
（長寿命化検討）
（改修計画改訂）

生涯学習施設

公民館 ・集中審議
施設リフレッシュ事業 ⇒　事業の方向性説明
（老朽化対策
・避難所機能強化） ・予算要求（公民館安心安全整備事業前倒し分）

公民館施設リフレッシュ事業（前倒し分）

関係課協議・諸条件の整理

リフレッシュ計画素案作成
公民館施設リフレッシュ計画作成 ◎教育施設リフレッシュ計画策定

・予算要求（公民館施設リフレッシュ計画作成委託料）
・予算要求 公民館施設リフレッシュ事業
（H27年度設計）

※事業は第1期としてH32年度まで実施（アクションプラン第1期と整合）
   第2期以降もアクションプランと整合して実施予定
  (建替について第２期アクションプランにて検討）

◎教育施設リフレッシュ計画策定
図書館
施設リフレッシュ事業 図書館施設リフレッシュ事業

・予算要求
（H27年度設計） ※事業は第1期としてH32年度まで実施（アクションプラン第1期と整合）

第2期以降もアクションプランと整合して実施予定
（建替について第２期アクションプランにて検討）

公共施設マネジメント計画アクションプラン策定 公共施設マネジメント計画アクションプラン実施
第1期分（H26～H32） 第1期分（H26～H32）

関連計画 ※H25年度に都市経営戦略会議付議予定 ※第2期（H33～42）、第3期（H43～52）、第4期（H53～62）の予定
（行革本部）

建築物保全計画
策定指針作成
（保全管理課）

平成27年度 平成28年度 平成29年度平成24年度 平成25年度 平成26年度

学校施設

平成24年9月4日　都市経営戦略会議資料【資料１】
教育委員会　管理部　学校施設課
　　　　　　生涯学習部　生涯学習総合センター
　　　　　　生涯学習部　中央図書館　管理課



　児童生徒のいじめ、暴力行為、自殺といった、児童生徒の重大事故が全国的に
発生し、これらの状況は、本市においても例外ではありません。

暴行

脅迫

強要

恐喝

悪質ないじめや問題行動等

その他

被害やストレスを受けている児童生徒

学校生活における
危機的状況

ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）、
不登校、自傷行為、自殺等の引き金
になる場合もある

悪質ないじめや問題行動等に対する取組に必要なこと
　
●特別の指導計画に基づく別の場所での指導
　（保護者の了解のもと）
●警察との積極的な連携による対応
●心の安定を図りながら静かに学習に取り組む場（いじめを受けた児童生徒等）

いじめや問題行動等に対する適切な教育指導を実施する上での課題

　専門的な知識や経験を有する警察ＯＢや教員免許状を所有の職員を教育委員会及び教育相談室に配置し、
学校からの要請を受け派遣し、迅速・適切に対応することにより、児童生徒が危機的状況になることを防ぐ。

学校から
の要請を
受け派遣

配置による効果

　　　　　学校の秩序回復
　　　及び規範意識の向上

○警察ＯＢを通じた実務を伴う連携が強
  化し、早期に適切な対応が可能となる。
○非行防止教室や法教育等において、
  警察のノウハウを生かした予防・啓発
  活動を実施することにより、児童生徒の
  規範意識が高まる。

　いじめ被害等に対する
緊急対応と学習権の保障

○特別の指導計画による効果的な
　個別指導が可能となる。
○いじめ被害等を受けている児
　童生徒等の個別指導も可能とな
　り、情緒が安定する。

主な活動例

〔警察ＯＢ職員〕
　・事故事件発生時等における警
　　察等との連携、学校への助言
　・問題行動等をする児童生徒へ
    の個別指導
　・防犯等にかかる予防・啓発の
    全体指導
　　（児童生徒／保護者）
　
〔教員免許状所有職員〕
　・事故事件発生時等における児
　　童生徒への個別指導
　・不登校児童生徒への個別指導
　・その他、保護者からの個別指
　　導依頼への対応
　・校内巡視等による事故防止

いじめ

１　現状

　悪質ないじめや問題行動等に対しては、警察と連携した対応や個別の指導体制が必要です。
　しかし、十分な体制が整っていないことが課題です。

２　専門職員の必要性 ３　課題解決に向けた方策

求
め
ら
れ
る
対
応

○人間関係プログラム
○「いのちの支え合い」を学ぶ授業
○「赤ちゃん・幼児触れ合い体験活動」
○いじめ撲滅強化月間　　　　　　　　　他

生命尊重教育の推進

○朝の健康観察
○児童生徒観察
○「心と生活のアンケート」　　　　他

児童生徒のアセスメントの充実

○教育相談週間(日）
○さわやか相談員・スクールカウンセラー
○市立教育相談室・適応指導教室
○２４時間いじめ相談窓口　　　　　　　他

教育相談体制の充実

○「親子支援プログラム」
○保護者啓発資料
○学校保健委員会　　　　　他

家庭・地域との連携

○特別支援ネットワーク連携協議会
○専門医による教育相談
○学校精神科医・学校産婦人科医による支援
○専門機関との連携　　　　　　　　　　　　　　他

専門的なケア体制の充実

家庭・地域と連携した総合的な取組が必要
＜予防→アセスメント→支援→ケア＞

いじめと自殺

いじめ

●「学習指導等について、個別対応して欲しい」（いじめ被害／加害児童生徒　等）
●「警察と、より実務的な連携が必要」
●「児童生徒の身近にいる教員に、自殺防止のより高いスキルを身に付けて欲しい」
●「生命の大切さや、いじめ等に関する幼児期の『しつけ』の重要性について、意識の
　　向上をはかる取組が必要」

新たなニーズ

小学校さわやか相談員増員

ゲートキーパー養成

いじめ・自殺等対応
専門職員配置

自殺

警察や裁判所など専門機関との連
携を強化するためには、実務経験
のある者からのアドバイスが必要

被害・加害どちらに対して
も、学習権を保障しなければ
ならないため、教員免許状
をもった職員が必要

警察との具体的な対応等の
連携強化

特別の指導計画を立てて
別の場所で指導するための

人材確保

警察ＯＢ職員：教育委員会に２名配置
教員免許状所有職員：各教育相談室に、２名ずつ１０名配置

自殺は、ストレスや精神疾患等様々な
原因が複雑に絡み合って生ずると場合
が多い。いじめも、その要因の一つとな
ることがある。

「しつけ」向上キャンペーン

　
 平成２５年度事業費　　              【３１，６７５千円】
　○警察ＯＢ等非常勤職員　１２名　   【３０，２７９千円】
　○消耗品・備品購入費　　　　　　   【　１，３９６千円】

平成24年9月4日　都市経営戦略会議資料　【資料２】
教育委員会　学校教育部　指導２課


