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 ３ 出 席 委 員       ５名 
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出 席 １ 三 好 雅 章 

出 席 ２ 柿 原 博 樹 

出 席 ３ 菅 田 章 代 

出 席 ４ 金   仁 洙 

出 席 ５ 神 原 多 恵 

 

 ４ 会議に出席した事務局職員 

 

  

 

 ５ 会議の書記 

教育総務課長補佐兼総務政策担当次長 梅 田 真 治 

教育総務課職員 薮 本 千 咲 

 

 

教育次長 佐 藤 元 彦 

管理部長 金 尾 直 樹 

学校教育部長 田 丸   誠 

教育総務課長 來 山 浩一郎 

施設課長 小 森 満 生 

学校再編推進室長 藤 井 紀 子 

学校再編推進室主幹 井 上 誠 之 

学事課長 瀬 元 稔 彦 

学びづくり課長 津 田 知 明 

学校保健課長 野 宗 幸 司 

福山中・高等学校 前 田   満 
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 【開会時刻 午後２時３０分】 

三好教育長 それでは，ただいまから，２０１９年度（令和元年度）第１０回福山市

教育委員会会議を開会いたします。 

 本日の議案ですが，議第５０号，５１号は教職員の人事案件のため，福

山市教育委員会会議規則第１３条第１項の規定により関係者のみで秘密会

として審議し，審議の順番は公開する案件の後としたいと考えますが，御

異議はございませんか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議なしということで，この案件は秘密会とし，その他の案件は公開

といたします。 

 ではまず初めに，日程第１ 教育委員会会議録の承認についてです。 

２０１９年１０月３０日開催の第９回の教育委員会会議録について，何

かございますか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，教育委員会会議録を承認することとし，会議

終了後，委員の皆さまの署名をお願いいたします。 

 次に，日程第２ 教育長の報告についてです。 

教育長報告資料の１ページをお願いします。 

今月も学校訪問をしての校長面談を行い，授業を見ながら校長と話をし

ました。今月で全ての学校をまわりました。教室での子どもの姿を見るに

つけ，小学校においても，中学校においても，学びの姿が変わってきてい

ることを実感しました。併せて，元気大賞の推薦をいただいておりますの

で，地域・子ども・教職員の表彰に行っています。 

 続いて，事務局からの報告をお願いします。 

 

藤井学校再編

推進室長 

資料２ページをお願いいたします。 

１ 常石小学校（イエナプラン教育）への児童の受入れについて，御説

明いたします。 

受入れの趣旨は，イエナプラン教育校の設置に向け，来年度から２年間

を移行期間とし，異年齢集団による教育活動を実施するにあたり，常石小

学校への入学，転入学を希望する１年生から３年生までの児童を，市全域

から受け入れるものです。 

受入人数は，各学年１０人程度としました。 

申請状況についてです。 

１１月１１日から２２日までの期間，申請を受け付け，申請者数は，新

１年生４人，新２年生３人，新３年生１人でした。 

受入人数を超えなかったため，抽選はありません。 

また，申請に先立って１０月２９日から１１月９日までの間，オープン

スクール及び説明会を開催しました。 

参加人数は延べ９０人で，市内在住の保護者のほか，市外からの参加者

もありました。 

当日は，１から３年生はブロックアワーの算数・国語を主に，４から６

年生はワールドオリエンテーションで，船の模型づくりで，風など動力を

それぞれが考え，試行錯誤，協力しながら船を動かす学習などの授業を参

観していただきました。 

その後，教育委員会と学校から，異学年によるグループ編成や，対話・
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遊び・仕事・催しという４つの基本活動をもとにして行う，イエナプラン

教育の特徴，開校時の学校の基本的な時間割や，基礎的な学力を確実に習

得する「ブロックアワー」，知識を活用しながら課題を解決する「ワール

ドオリエンテーション」の内容，開校までのスケジュール，受入れに係る

申請手続きについて説明しました。 

参加者からは，主に，自分で計画して進める学習や，その評価など，教

育内容，教員の研修や人事異動など，教員配置，卒業後の中学校への進

学，今後のイエナプラン教育の普及の考えなどについて質問があり，現状

の取組を紹介しながら，お答えしています。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

瀬元学事課長 （２）学校選択制度に係る申請状況について，御説明いたします。 

３ページをお願いします。 

福山市では，通学区内の指定学校への通学を基本としていますが，保護

者・児童生徒の多様なニーズに応えるため，新入学時に限り，要件を満た

せば指定学校以外の学校を選択できる学校選択制度を実施しております。 

今年度の受付は，１１月１日（金）から開始し，１４日（木）に締め切

りました。 

次年度入学者の申請状況は，表の一番上の欄，左側に記載しているとお

りです。 

申請率が昨年度に比べ，小学校は０．４ポイント，中学校は０．７７ポ

イント減少しております。 

今年度は，城北中学校・神辺西中学校の２校で抽選を実施します。 

抽選日は，１２月２日 月曜日です。 

続いて，（３）小学校における留守番電話の整備について，御説明いた

します。 

趣旨は，働き方改革の一環として，教職員の勤務時間外における電話対

応の負担を軽減し，時間外勤務の縮減を図るためのものです。 

方針は，９月中に整備した中学校・義務教育学校で，１０月の時間外勤

務が４５時間を超える職員の割合が前年度と比べて減少したこと等を踏ま

え，小学校においても整備するものです。 

実施内容は，２０２０年（令和２年）３月までに，小規模かつ現状で時

間外勤務が少ない８校を除いた６８校に整備します。 

運用についてです。 

ア 留守番電話の稼働時間ですが，①週休日等は，終日，②平日は，１

７時３０分から翌日７時３０分までです。 

イ 緊急連絡が必要な場合は，留守番電話のメッセージにより，「市役

所警備員室」に連絡するよう案内します。 

ウ 運用開始は，各学校での整備完了次第となります。 

実施前に文書により，教育委員会は関係機関等へ，各学校は保護者・地

域へ周知してまいります。 

 

三好教育長 報告について，御意見，御質問はありませんか。 

 

金委員 イエナプランの申請者数が８名であったということですが，これで来年

４月からの新１年生，２年生，３年生は，学年としては何人ずつになるの

ですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

今後変動の要因がありますので，おおよその数になってしまうのです

が，常石学区から新１年生として入学する予定の子が，１０月１日現在で

１４人です。これに加えて，この度の受入希望者，そして，指定学校変更
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制度で，学区内に祖父母が居住しているなどの家庭の事情で受け入れる子

もいるため，１年生については２０人強ぐらいになると思っています。 

新２年生と新３年生については，今年度の常石小の１，２年の児童数が

１０人，１１人に，それぞれ今回の受入希望者を加えた数が大体の人数で

す。 

 

金委員 今回は，市全域から受け入れるものということで応募があったと思うの

ですが，市の北部であったり，他市町であったり，遠方からの応募はあっ

たのですか。どういう傾向だったのでしょうか。 

近くの子が多いのか，そうではなく，「イエナを受けたい」という積極

的・能動的な考えで申請された方は多くいたのでしょうか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

８人の内訳ですが，家庭数でいうと６世帯になります。 

千年学区の家庭が２世帯，各１世帯が，赤坂，深津，松永，神村学区と

なっています。 

 

金委員 どれも近いところばかりだったんですね 

 

菅田委員 申請期間は過ぎていますが，例えば福山に３月転勤になってやってこら

れた方が，実際は駅の周辺に住んでいるけど，このイエナの方がいいと思

われて，後に申請するということはできるのですか。今年はもうこれで終

わりで，学区内でない方については，もう受け入れないのか，それともそ

ういって来られた方については，余裕があるから受け入れるのか。どのよ

うに考えられていますか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

市内の方でも，今後常石学区へ住まいを移される方は，学区の子どもに

なるので，当然学校に行くようになりますが，オープンスクールに来られ

た方の中に，市外の方もおられ，イエナプラン教育を受けたいけれど，ど

こに住むかというのは，この短い期間ではとても決めきれないといった相

談も実際に何件か受けています。そのため，今後福山市での住所が定まっ

たら改めて相談くださいとお伝えしていますので，転勤も含めそういった

方を受け入れるということはあります。 

 

金委員 当初３０人規模というのは，１年～３年生あわせて３０人でしたか。各

学年１０人ずつなのか，各学年３０人ということでしたか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

あわせて３０人です。 

 

 

金委員 その生徒数でいくと，再編の第１要件に該当しますよね。 

だからこそ千年と一緒になるという話だったわけですが，今後このイエ

ナでやっていって，小規模校のまま，イエナで専門的にやっていくという

考え方でいいんでしょうか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

小学校の場合，今取り組んでいる第１用件の学校は複式学級のある学校

です。１学級の人数が１６人未満となっている学校が小規模校ということ

になります。 

学校規模の適正化の取組については，今後も基本方針に基づき進めてい

きます。 

イエナプラン教育は，１～３年生の集団で，３０人規模のグループ編成

での学びになります。適正化の取組とは別に考えています。 



- 4 - 

 

柿原委員 新しい仕組みなのでうまくやっていきたいですね。 

人数が１０人，１０人，１０人でバランスが良ければ，それぞれの生徒

が話をしたり，３年生が１年生を教えたりとかできると思うのですが，こ

れだと２クラスになるということですか。 

あまり運営を聞いてもまだ決まっていないかもしれませんが，何となく

１年生，２年生，３年生のバランスがちぐはぐな気がするので，グループ

リーダーの負担が増えるのではないのでしょうか。同じぐらいの数字なら

何となくイメージできるのですが，どういった形になるのでしょうか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

子どもの数から，２グループにする予定です。確かに学年単位で見れ

ば，少ない学年，多い学年があるというバランスになりますが，２グルー

プで進めさせてください。 

 

神原委員 「エ 主な質問等」と見出しを書いていただいているんですが，保護者

の方から，イエナプラン教育に対する不安だったり，誤解されているよう

な質問だったり，そういった気になる御意見，御質問は挙がっていません

か。 

 

藤井学校再編

推進室長 

様々な質問がありましたが，不安というところでは，子どもたちの評価

は，こういう教育活動を通して，どのように行っていくのか，理解度をど

う図っていくのかという質問や，特別支援学級の子どもたちがどういった

形で通常学級と交流していくのかという質問，その他，教員の研修の進め

方や，教員配置の基準などについてお尋ねがありました。 

また，中学校への進学に関して，イエナプラン教育で一人一人の興味・

関心を大切にした異年齢の教育活動を受けても，中学校で，また画一的な

学年単位の教育に戻ってしまい，学びの環境が変わるが，どういった影響

があるのかといった質問がありました。 

 

金委員 留守番電話の件ですが，ナンバーディスプレイと録音機能は付いている

のでしょうか。 

 

瀬元学事課長 留守番電話の機能ですが，電話を受けずにアナウンスが流れる機能が付

くことになり，録音機能やナンバーディスプレイは付いていません。 

 

金委員 付いていないのであれば，付けた方がいいような気はします。 

不審な電話等があった場合，電話がどこからかかってきているのか，ど

んな内容なのかというところで，防犯上の面でもあった方がいいと思いま

した。 

金額が高くなるから付けなかったということですか。 

 

瀬元学事課長 防犯上という考えはありませんでした。 

今回の設置の趣旨としては，学校への一般的な電話で，時間外について

はとらないようにするということで機械を導入しました。 

ただ，緊急の場合もありますので，現在も行っているのですが，市役所

にかけていただいて，その後連絡を学校にするということを行っていま

す。 

 

金委員 色んないたずら電話が公的機関等にありますよね。それをチェックする

ために，ナンバーディスプレイ機能は持っているのと持っていないのでは

全然違いますし，いつかかってきたか，何を言ったかというのは，防犯上
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重要なことだと思います。 

すぐに設置するようにということではなく，一つの意見ではあります

が，申し上げておきます。 

 

瀬元学事課長 ナンバーディスプレイ機能についてですが，学校に設置している電話機

によって，付いているものと付いていないものがあります。 

全市的に機能が付いているものを設置してはいません。 

 

金委員 今後設置を検討していただければと思います。 

 

柿原委員 もう一度イエナプランの話に戻るんですが，４～６年生もイエナプラン

に移行するということですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

４～６年生は，１～３年生のようなグループ編成は取りませんが，一部

の教育活動で取り入れていきます。 

 

柿原委員 つまり，学年はそれぞれ分かれていて，ある教科のときには３学年一緒

にやるというような感じですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

はい。そういう形になります。 

 

 

三好教育長 他に，いかがですか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，次に，日程第３ 議第４７号 福山市教育委員会事務決裁規

程の一部改正についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

來山教育総務

課長 

議第４７号 福山市教育委員会事務決裁規程の一部改正について，御説

明いたします。 

１ページをお願いします。 

改正理由についてであります。 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による，地方公務員

法及び地方自治法の一部改正により，一般職の「会計年度任用職員制度」

が創設されることに伴い，所要の改正を行うものでございます。 

改正要旨についてであります。 

管理部長の専決事項に，創設される会計年度任用職員の任免及び給与に

関することを追加するものであります。 

施行期日は，２０１９年（令和元年）１２月１日でございます。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第４７号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 
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三好教育長 御異議ないようですので，議第４７号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第４ 議第４８号 福山市立学校職員（市費負担

教職員）服務規程の一部改正についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

來山教育総務

課長 

３ページをお願いします。 

議第４８号 福山市立学校職員（市費負担教職員）服務規程の一部改正

について，御説明いたします。 

改正理由についてであります。 

職員の服務の管理，給与の支給等に関する電子計算を行うシステムをこ

の度更新し，新たに庶務事務システムを導入することに伴い，所要の改正

を行うものでございます。 

改正要旨についてであります。 

この規程において書式を定めているものについて，庶務事務システムを

利用できる場合，いわゆる電子申請や電子決裁等ができる場合にあって

は，同システムにより同じ書式が提出されたものとして処理ができること

とし，また，システム導入に伴う，時間外・休日勤務命令の運用変更など

につき，規定の整理を行うものであります。 

施行期日は，庶務事務システムの運用開始となる２０１９年（令和元

年）１２月２日でございます。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第４８号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第４８号は，原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第５ 議第４９号 議会の議決を経るべき議案に

対する意見の申出についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

來山教育総務

課長 

６ページをお願いします。 

議第４９号 議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について，

御説明いたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により，議会

の議決を経るべき次の議案について，市長から意見を求められたので，同

意する旨を回答するものです。 

１ 令和元年度福山市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会関係

分）について，御説明いたします。 

歳入総額は，５０万円であります。 

１の寄附金につきましては，株式会社ヨシテック様から，社業の地域貢

献の一環として，２０１８年度に引き続き，本市の教育向上のため，御寄

附いただきました５０万円を計上するものでございます。 

続きまして歳出です。 

総額は，歳入と同額の５０万円でございます。 
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１ 寄附金対応についてであります。 

生徒指導教育相談事業費として，「きらりルーム」等へのタブレット端

末整備に５０万円を計上しております。 

補正予算の説明については，以上であります。 

よろしくお願いいたします。 

 

小森施設課長 続いて，８ページを御覧ください 

２ 福山市立城北中学校北棟校舎他解体工事請負契約締結について，御

説明いたします。 

議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により，次のとお

り，福山市立城北中学校北棟校舎他解体工事の請負契約を締結することに

ついて議会の議決をお願いするものであります。 

完成年月日は，２０２０年（令和２年）１０月１５日，契約金額は２億

５９５４万８３００円であります。 

契約の相手方，契約の方法につきましては，資料記載のとおりでござい

ます。 

続いて９ページを御覧ください。 

３ 福山市立小中学校空気調和設備整備業務（電気式その１）委託契約

締結の変更について，御説明いたします。 

変更理由につきましては，整備対象校において，令和元年度の児童生徒

数が確定し，整備対象の教室数及び空気調和設備の設置台数が変更したこ

とにより，当該変更部分の工事費が変更することに伴い，契約金額を変更

するものであります。 

なお、次のページから１２ページまでの，４ 福山市立小中学校空気調

和設備整備業務（電気式その２）委託契約締結の変更について，５ 福山

市立小中学校空気調和設備整備業務（都市ガス式）委託契約締結の変更に

ついて，及び６ 福山市立小中学校空気調和設備整備業務（プロパンガス

式）委託契約締結の変更についても同様であり，変更部分について説明を

させていただきます。 

平成３１年２月２５日議決第１号の契約金額の増額変更で，契約金額

の，１６億６１０４万円を１６億６２８１万４３００円に変更し，１７７

万４３００円増額するものであります。 

５の契約金額以外につきましては，記載してあるとおりで変更はありま

せん。 

続いて，１０ページ，４ 福山市立小中学校空気調和設備整備業務（電

気式その２）委託契約締結の変更について，御説明いたします。 

平成３１年２月２５日議決第２号の契約金額の増額変更で，契約金額に

つきましては，１７億９３７７万２０００円を１８億８万８２００円に変

更し６３１万６２００円増額するものであります。 

５の契約金額以外につきましては，記載してあるとおりで変更はありま

せん。 

続いて，１１ページを御覧ください 

５ 福山市立小中学校空気調和設備整備業務（都市ガス式）委託契約締

結の変更について，御説明いたします。 

平成３１年２月２５日議決第３号の契約金額の増額変更で，契約金額に

つきましては，９億５７９６万円を９億６０５５万８２００円に変更し，

２５９万８２００円増額するものであります。 

５の契約金額以外につきましては，記載してあるとおりで変更はありま

せん。 

続いて，１２ページを御覧ください。 

６ 福山市立小中学校空気調和設備整備業務（プロパンガス式）委託契
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約締結の変更について，御説明いたします。 

平成３１年２月２５日議決第４号の契約金額の減額変更で，契約金額に

つきましては，７億６３２万円を７億１２２万３４８０円に変更し，５０

９万６５２０円減額するものであります。 

５の契約金額以外につきましては，記載してあるとおりで変更はありま

せん。 

以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第４９号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第４９号は，原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第８ 議第５２号 福山市立小学校、中学校及び

義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則及び福山市立福

山中・高等学校学則の一部改正についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

瀬元学事課長 議第５２号 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学

校教育法の実施に関する規則及び福山市立福山中・高等学校学則の一部改

正について，御説明いたします。 

改正の理由でありますが，児童生徒のゆとりある学びの実現及び教職員

の授業準備等に係る時間確保のため，所要の改正を行うものです。 

改正要旨は，福山市立小学校，中学校及び義務教育学校の管理並びに学

校教育法の実施に関する規則と福山市立福山中・高等学校学則の一部を改

正し，夏季休業日を８月１日から８月３１日までとするものであります。 

施行期日は，２０２０年（令和２年）４月１日です。 

補足説明でありますが，夏季休業期間短縮の趣旨は，２０１９年度（令

和元年度）中の空調設備の全校整備に伴い，夏季休業中に教育活動が可能

となることから，夏季休業期間を短縮することで，年間を通して授業時間

を６時間から原則５時間にする。このことにより，児童生徒はゆとりを持

って学ぶことができるとともに，教職員は放課後，授業準備や会議等の時

間を確保することができ，特に，中学校及び義務教育学校（後期課程）に

おいては，勤務時間内に部活動を実施できるようにするものです。 

関連事項として，３点あげております。 

ア 福山中・高等学校は，現行７月２４日頃に１学期を終業し，８月末

に１週間程度，２学期を早めて授業を開始していますが，来年度から同様

の対応といたします。 

イ 幼稚園は，７月２１日から３１日における開園について，各園の実

態を踏まえた対応といたします。 

ウ 放課後児童クラブは，７月２１日から３１日までの間，これまでの

課業日と同様，下校後から１８時までの利用となります。土曜日につきま

しても，現行通りの８時３０分から１７時までの利用となります。 

今後のスケジュールとしましては，１２月中に，校長会を通じて各学校

に周知し，それを受けて，各学校で次年度の教育課程を作成することとな

ります。 
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三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

柿原委員 夏休みが８月１日から３１日までになるということですよね。 

改正理由のところの「ゆとりある学びの実現」の意味を教えていただけ

ますか。 

 

瀬元学事課長 この夏季休業期間の短縮というところで御説明させていただきます。 

補足説明の部分でも少し説明させていただいたのですが，夏季休業を短

縮することで，約１０日間授業日数が増えることになります。そこで確保

した授業時間を，年間を通して１日あたりの５時間授業を増やすことで，

子どもたちもゆとりを持って１日を過ごすことができ，また教職員も次の

授業の準備であったり，校内での教職員同士の連携会議・研修等の時間を

勤務時間内で確保できたりといった面で，子どもにとっても，教職員にと

ってもゆとりある教育環境を実現できるとしております。 

 

柿原委員 空調は全ての学校に設置するんですよね 

 

小森施設課長 はい。来年の３月までに，普通教室と一部の特別教室では設置を完了し

ます。 

 

柿原委員 細かいことを言うかもしれませんが，変えるタイミングが悪いような気

がしますね。来年の東京オリンピックの開会式は７月２４日でしたか。子

どもたちに生で見せてあげたいような気がします。 

 

瀬元学事課長 来年度，７月２３日（木）が海の日，２４日（金）がスポーツの日とい

うことで，１０月の体育の日の代わりにここが休みになると聞いていま

す。つまり，この週は，木曜，金曜，土曜，日曜の４連休になります。 

 

金委員 夏休みが２週間減ることで５時間授業にするということですが，年間全

て５時間授業になるのですか。 

 

瀬元学事課長 夏休みを短縮する期間だけで，年間を通して原則５時間にするというこ

とはできません。併せて，これまでも学校で取り組んできた学校行事の精

選など，授業以外の学校活動の更なる見直しに取り組むよう伝えていま

す。それらを合算して，原則５時間授業を実現していきたいと考えていま

す。 

 

金委員 冬休みや春休みについては，短縮について考えてはいないのですか。 

 

瀬元学事課長 冬休みも春休みも，元々の期間が短いところもありますので，現在のと

ころ考えてはいません。 

 

神原委員 現場の教員や保護者の方から反対の意見などは挙がっていないのです

か。 

 

瀬元学事課長 細かいアンケートや意見の募集は行っていないのですが，例えば教職員

の立場からすると，これまで夏休みに年休等が取りやすい状況だったの

が，取る期間が少なくなるといった声は聞いています。 

 

神原委員 少し気になったのが，例えば生徒さんの中には，夏休みに夏季講習に行
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くように計画されている方も多いと思うんですが，夏休みの間いっぱい塾

に行かれるという御家庭の保護者の方から，御意見等はないのかなという

ところで気になりました。 

あともう一つ，この夏休みを短縮して授業をする間の給食は出るという

ことですか。 

 

野宗学校保健

課長 

学校給食につきましては，５時間授業ということで，通常通り給食を実

施することとしております。 

 

三好教育長 他に，いかがですか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第５２号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第５２号は，原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第９ 協議事項 福山市学校施設長寿命化計画

（案）についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

小森施設課長 １７ページを御覧ください。 

協議事項 福山市学校施設長寿命化計画（案）については，７月２４日

の第５回の本会議で説明を行っていますが，その後修正を行っており，次

ページに修正箇所の一覧を掲げています。 

（１）趣旨でございますが，学校施設は，子どもたちが学び，生活をす

る場であるとともに，地域住民にとっては，生涯にわたる学習，文化，ス

ポーツなどの活動の場であり，また，災害時には避難先としての役割も果

たすという重要な施設であります。 

本市では，高度経済成長期に集中して整備した学校施設の老朽化が進

み，今後，大規模な改修や建替えが集中することとなります。 

こうした状況の中，中長期的な維持管理・更新に係るトータルコストの

縮減及び予算の平準化を図りつつ，求められる機能や性能の確保も併せて

行うことで，めざすべき学校施設の実現に取り組むことを目的として，策

定しようとするものであります。 

（２）計画の期間でございますが，２０２０年度（令和２年度）から２

０５９年度（令和４１年度）までの４０年間とし，５年ごとに見直すもの

とします。 

（３）今後の予定でございますが，パブリックコメントを１月としてお

りますが，準備が整い次第，実施し，２０２０年（令和２年）３月の策定

をめざしております。 

（４）福山市学校施設長寿命化計画（案）でございますが，ここから

は，お手元の別冊資料に沿って御説明させていただきます。 

ここからは，別冊資料に沿って御説明をさせていただきます。 

「福山市学校施設長寿命化計画（案）」をお願いいたします。 

１枚めくっていただき，目次にて概要を御説明させていただきます。 

構成は，８０ページまでが本編，８１ページ以降が資料編となっており

ます。 

まず，第１章で学校施設長寿命化計画の目的や対象施設などを明確に
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し，第２章で学校施設を取り巻く現状と課題を把握，第３章で学校施設の

老朽化状況を把握，第４章で今後の学校施設保全の基準を設定し，これを

もとに第５章では中長期保全計画として長寿命化の実施計画を策定につい

て，そして，最後の第６章で今後の課題について触れた上で，学校施設マ

ネジメントの継続的な運用方針を記載しております。 

２ページを御覧ください。 

本市では，国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づき，市の基本方針

となる「福山市公共施設等サービス再構築基本方針」を策定しており，各

所管課が個別施設ごとの長寿命化計画の策定をしていくことになります。 

３ページをお願いいたします。 

４の対象となる建物は，小学校・中学校・義務教育学校・中高一貫校・

幼稚園・給食センターのうち延床面積が２００㎡を超えるものといたしま

す。全体で１４１施設３９９棟が計画の対象です。 

４ページには，学校施設のめざすべき姿を記載しておりましが，一部修

正を行っています。 

７ページをお願いいたします。 

第２章では，「学校施設を取り巻く現状と課題の把握」について，学校

施設の保有状況，学校施設関連経費，児童生徒数の推移の３つの視点から

現状を把握しております。 

まず，〔第１節 学校施設の保有状況〕についてです。 

本市の公共施設の約４割が学校施設となっております。そのため，市全

体の施設の維持管理コストへの影響がかなり大きいと言えます。 

８ページを御覧ください。 

現在の学校施設の整備状況をお示ししています。 

グラフの横軸が建築年度，縦軸が延床面積です。 

１９７０年代から１９８０年代の初めにかけて集中して学校施設を整備

したため，延べ床面積ベースで９０%以上の建物が築３０年を超えており

ます。 

４０年以上の建物は，６７％を占め，さらに，改築の目安となる築５０

年を経過した建物は１６．２％となっております。 

９ページと１０ページには，「学校の近年の整備状況」を記載しており

ます。 

１１ページを御覧ください。 

次に，〔第２節 学校施設関連経費の把握〕についてです。 

過去５年間の工事・委託等の学校施設関連経費の平均は，３７億円です

が，今後，建替えや改修のコスト増大が見込まれます。 

１２ページを御覧ください。 

〔３．今後の建替え・大規模改修にかかるコストシュミレーション〕に

つきましては，これまでどおりの建替えサイクルである 築５０年程度で

建替え，２０年目で大規模改修を行うと仮定した場合の今後４０年間のコ

ストシミュレーションを行っております。 

今後１０年間に建替えが集中するため，１年あたり約１９１億円と膨大

なコストが必要となります。４０年のトータルコストは，３，６２０億円

で，１年平均９０．５億円になり，これまでの年平均３７億円に比べ２．

４倍となります。 

少し飛びますが，２２ページを御覧ください。 

次に，〔２ 児童・生徒数の変化〕についてであります。 

図２－４－２のグラフは，年度別にみた児童生徒数のグラフでございま

す。 

今後も児童生徒数は緩やかに減少すると推計しています。 

なお，１３ページから２０ページまでは，地域別にみた施設の状況や人
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口の増減の資料となっております。 

２３ページを御覧ください。 

児童生徒数減少の流れから，現在の再編計画である〔３ 学校の適正配

置計画の実施状況〕を掲載しています。 

２５ページを御覧ください。 

（第５節）学校施設を取り巻く現状から浮かぶ課題を整理しますと，児

童生徒数の減少傾向と地域による二極化，施設の老朽化が進行しているこ

と，今後膨大な建替えコストが必要となるといった課題を示しています。 

２７ページを御覧ください。 

第３章では，各学校施設の老朽化状況の把握・評価についてでありま

す。 

把握する方法として，２つの調査を実施いたしました。 

１つ目は，柱・梁・床などの構造躯体の健全性調査でございます。 

これは，過去に行っている耐震診断のデータからコンクリート強度など

を評価し，長寿命化の可否の判定を行いました。 

２つ目は，外壁・屋上・設備などの構造躯体以外の劣化状況の調査で，

建築物定期点検の結果や目視による現地調査から保全優先度を検討する基

礎資料といたしました。 

２８ページを御覧ください。 

１つ目の構造躯体の健全性調査の方法は，耐震診断データからコンクリ

ートの圧縮強度や中性化深さを把握し，建物の期待できる使用年数を「８

０年以上」，「６０年から８０年」，「６０年未満」の３つにまとめます。 

なお，本計画では新耐震基準の建物は当初の評価としては，８０年以上

の耐用年数と設定しております。 

評価結果につきまして，３０ページを御覧ください。 

長寿命化が不可能と判定された６０年未満区分の建物が５８棟あり，こ

れらの建物は建築年度が古いものが多く，建替え時期が迫っております。 

３１ページをお願いいたします。 

２つ目は，構造躯体以外の劣化状況の調査を行いました。 

屋上や外壁は現地調査により劣化状況を調査し，内部仕上げと設備につ

いては経過年数から評価を行いました。 

３３ページからは，現地調査を行なった評価結果を記載しております。 

４３ページからは第４章で，学校施設整備の基本方針を定めるととも

に，整備レベル（改修サイクルや改修工事の主な仕様）を設定いたしま

す。 

４５ページを御覧ください。 

４６ページにかけて，基本方針の３つの柱は公共施設等サービス再構築

基本方針と同様に設定しております。 

この基本方針を踏まえて，今後の改修サイクルや整備レベルなどを設定

してまいります。 

４７ページを御覧ください。 

次に長寿命化のサイクルになります。 

文部科学省の「学校施設の長寿命化改修の手引」などを参考に，鉄筋コ

ンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建物は８０年の使用を

目標といたします。 

木造の建物は５０年の使用を目標といたします。 

またの段落，以降ですが，目標使用年数を経過する頃には，再度，調

査・評価を行い，建物の継続使用が可能と判断される場合は，目標使用年

数を延長することを検討する旨を記載しました。 

４８ページを御覧ください。 

長寿命化のライフサイクルの図になりますが，８０年間建物を使用する
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として，改修サイクルのイメージを示しています。 

縦軸が建物の水準で，上にいくほど性能が向上して，下に行くと経年劣

化が進み機能・性能が劣化していることを示します。横軸が築年数を表

し，竣工を起点として右に行くほど年数が経過していることを示します。 

築８０年までの使用を目標といたしますと，真ん中の築４０年目を目安

に長寿命化改修を行い，劣化部分の改修を行うだけではなく，その時代の

社会的要求水準を満たすよう機能向上も行うことといたします。 

また，築２０年目を超えると劣化事象が見られていることを踏まえ，築

２０年目と築６０年目を目安に中規模改修を行い，建物を常にきれいな状

態で使用できることをめざします。 

主な改修工事の内容については，下の四角枠内に記載しております。 

長寿命化改修工事の主な仕様は，次の４９ページに校舎，５０ページに

屋内運動場を記載しております。５１ページに改修後のイメージ写真を掲

載しております。 

５２ページから５３ページにかけては，計画的に修繕を行い，耐用年数

を延ばすことでコスト縮減につながることを示しています。 

続きまして，第５章は５４ページからとなります。 

この章では，第３章の学校施設の老朽化状況の結果から，個別の学校ご

とに整備方法の決定と保全優先度を設定し，今後４０年間のコストシミュ

レーションを行うとともに今後５年間の改修計画を策定いたします。 

６４ページをお願いいたします。 

図５－３－１のグラフは，整備方針のグループ分け等を考慮して長寿命

化した場合のコストシミュレーションを算出し，平準化を図ったものでご

ざいます。 

長寿命化を図ったとしても，まだ４０年間を平均して過去５年間の年関

係費の１．９倍の年６９．１億円が必要になります。 

６６ページをお願いいたします。プールの整備につきましても，同様に

８０年までの長寿命化をめざします。同時に，民間や公共プールの利用に

ついても検討する旨を記載しております。 

６７ページからは第６章となります。 

全体のまとめとこの計画の継続的な運用に向けた取組について記載して

おります。 

６８ページを御覧ください。 

（１）の従来型と（２）の長寿命化型について，コスト比較をしており

ます。 

（３）になりますが，学校施設を長寿命化することで，１年あたり２

１．４億円のコスト削減効果があることになります。 

７２ページから７９ページにかけまして，学校施設マネジメントサイク

ルの主な手順を記載しております。 

本編ではそれぞれの項目ごとに記載をしております。 

最後にまとめとして８０ページに「おわりに」として掲げております。 

長寿命化を図っても過去平均の１．９倍もの膨大な費用が必要となりま

す。 

そのため，学校の適正規模・適正配置に取り組むとともに，余裕教室に

ついては，有効活用を一層進めるとともに，使用する見込みがないと判断

される場合は，用途の転用や取り壊しを行うなど保有総量の縮小を図る必

要があります。 

また，学校施設に求められる機能や性能を的確に把握し，学校施設が将

来にわたって持続的に，安心・安全であり，子どもたちが生き生きと充実

した学習活動を行える場であり続けるよう施設整備に努めてまいります。 

説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

金委員 これは，教育委員会単独でまとめられたんですか。 

 

小森施設課長 はい。施設課単独で作成しています。 

 

金委員 これはものすごく長いスパンで考えるものですよね。素人考えですが，

今ふと思ったのが，築４０年以上が３分の２，築３０年以上が９割を占め

ているという状況の中で，それを作っていた時代の工法がどうなのか。当

時ＳＲＣ造があったかどうかわかりませんが，この計画で行くと，直近で

作った建物は，２０年目に大規模改修をやりますよね。その２０年後，築

４０年で長寿命化改修をやります。その２０年後，築６０年で中規模改修

をやって，８０年持たせようというのが今回の骨子ですね。その８０年と

いうスパンを考えた場合，新たな工法が出てきたとき，安価でより頑丈な

ものが出る可能性があります。その場合の計画はどうなるのでしょうか。 

長寿命化計画というのが，従来の建替えよりいいものなのかどうかとい

うのが，期間が長すぎて伝わってきません。本当にうまくいくのかという

思いがあります。 

それと，今の質問とは別ですが，１２ページの上の表で，「建替え（５

０年目）」「大規模改修（２０年目）」とありますが，これは大規模ではな

く中規模ではないですか。 

 

小森施設課長 １２ページの大規模改修というのは，現在やっている取組で，２０年目

の大規模改修を行っています。４０年目の長寿命化改修などはこれからや

っていきたい改修となります。 

 

金委員 少しわかりにくいですね。 

それと，表で欲しかったのが，築年ごとの評価ですね。年数による評価

と，実際に見た評価，科学的な評価などで，付けた中で，最近の建物はほ

とんどＯＫになっていますが，４０年，５０年以上経ったものの評価別の

グラフが分かりにくかったように思いました。このグラフはありました

か。 

 

小森施設課長 年数別に作ってはいますが，御指摘があったような築年数ごとに取りま

とめたものは準備していませんので，今後検討します。 

 

金委員 最初の質問に戻るんですが，本当に長寿命化と，従来のやり方で建て替

えていくのと，こんなにコストが低く済むのか。古いものを何とか延命し

て，５，６０年で寿命だったものを８０年にするためにはかなりの金額が

かかるわけですよね。廉価な建替え方法もあるかもしれない。本当にこの

ようにうまくいくのかというのが気になりました。 

 

小森施設課長 現在コストをシミュレーションしていますが，５０年で建て替えるとな

ると，解体する費用も新築する費用ももちろんかかってきますし，長寿命

化改修をすることで安く抑えたいという思いはあります。これまでは壊れ

たら直すという事後的な処理をしておりました。こういった改修方法でい

くと，同じものを直すときにもお金がかかるということで，予防保全とい

った，事前に早く直しておいて，維持管理に係るお金を減らしていこうと

いう考えにあります。 

ただ，金委員が仰ったとおり，今は色んな新しい工法が考えられていま
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す。昔は鉄筋コンクリートでとにかく頑丈なものをという考えでしたが，

新しい工法が出れば，そういったものも検討してまいりたいと思います。 

今回の計画は，長いスパンでの計画ではありますが，５年ごとにしっか

り見直しを行っていきたいと思っておりますので，そういった新たな工法

や，時代に応じた，子どもたちの学習の伸びに必要な機能というところも

考えながら，見直し・検討はしていきたいと考えています。 

 

金委員 ８０年過ぎた後，１００年をめざすことについては何も書いてなかった

んですが，その後はどうお考えですか。そのときはまた劣化診断と中規模

改修をやってまた１００年をめざすのか，８０年をめざして終わるだけな

のかというのがきちんと書いてなかったように思いました。 

 

小森施設課長 ４７ページを御覧いただけますか。 

本市の長寿命化計画は，国の手引きを参考に８０年として定めたもので

す。技術的には１００年持つとも言われており，今回の目標年数が経過す

る頃には，再度調査を行い，可能な限り使えるものは使っていきたいと思

っています。 

 

神原委員 基本的な質問なんですが，３ページに対象施設一覧があって，３９９棟

の建物が対象だということは分かったんですが，この３９９というのが，

後ろに出ている一覧表の数が３９９棟になるということですか。 

 

小森施設課長 今回の目標については，先ほどお示しさせていただいた２００平米とい

うのが一つの目安となって，計画をさせていただいております。基本的に

は２００平米を超えるものを一覧表へ掲げさせていただいておりますの

で，同じような内容で記載しています。 

 

神原委員 後ろに載っている方が多い気がしたんですが，３９９棟あるということ

ですか。 

 

小森施設課長 資料を確認して，また正確には御回答いたします。 

資料編には，例えば同じ南棟でも，建築年度によって西側，東側といっ

た分類で２つに分けているようなところもあります。 

 

神原委員 それであれば，正確な数はまた教えていただくということでいいんです

が，とにかく対象施設をこの５６ページのフローチャートに従って，最終

的にＡ～Ｃグループに分けていくというイメージなんですか。 

 

小森施設課長 はい。こういった方針でグループ分けをさせていただいております。 

 

金委員 少子化問題があると思います。学校再編によって，今の校舎をいくら治

療しても使わないということになりかねないですよね。 

だから，学校再編の対象とならないものから始めていくのか，ここらへ

んのお考えはどうされるのでしょうか。 

 

小森施設課長 今回の計画ですが，現在学校再編を予定している学校については，コス

トが重複しないように，基本的には現状の安全確保ということで長寿命化

改修などは行わないこととしています。 

 

金委員 今後想定される，計画外の学校もいくつかあると思うんですが，そこら

へんはどうされるのでしょうか。 
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小森施設課長 将来の人口でどうなるかというのはあるんですが，そこについては，現

時点での計画では，考慮はしていますが，計画には入れていません。た

だ，状況によって重複する投資とならないよう改修計画を作っていく予定

です。 

 

金委員 元々の長寿命化計画というのは，福山市の方針が先にあって，それを当

てはめたということですか。公共施設の４割を占める学校にあてはめたと

いうことですか。 

他の公共施設の建替えという問題もあるかと思いますが，それはどうな

っていますか。学校教育施設に限っての長寿命化計画なんでしょうか。 

 

小森施設課長 本市の取組について２ぺージの計画の位置付けということで記載させて

いただいています。 

福山市総合計画に基づいて，福山市公共施設等サービス再構築基本方針

を現在改訂しております。これに基づき，学校施設については単独の個別

計画を現在策定することとしています。市の基本方針については，来年度

中までに各施設ごとに計画策定を予定しています。 

 

三好教育長 ８０ページの「おわりに」のところに，先ほどから施設課長が言ってい

る，今の時点での技術・状況で考えていて，新しいものもどんどん出てき

ている中で，１０年先のことはわからないから考えないということにはな

らないので，現時点で学校施設をどうするかというところでの計画です。

もっと言うと，学校そのものが今のように集まって教室があって授業をす

るという学校が，１０年，２０年後どうなっているかという状況もありま

す。２０年後はきっと半分ぐらいは通信になっているだろうといった想定

で計画することができないので，今のところで５０年後，８０年後を考え

たらこういう計画で，ただ，様々な環境変化に応じてその都度見直しなが

ら対応していくということで御理解いただけるかどうかというところなん

です。現時点では，あるものを大事にとか，学校再編もどんどんできるか

といわれると，それも難しい状況もありますので，諸々の中での計画とい

うことで御理解いただければと思います。 

 

金委員 ここでＯＫと出れば，この計画の（案）が取れるわけですよね。今度５

年ごとの見直しということで，計画については，またこの会議で検討され

るんですか。それとも現場で変更内容を決めてやるようになるんですか。 

 

三好教育長 現場レベルのもので対応できるものもあるでしょうし，５年を待たずに

計画の見直しが必要になる状況も起こり得ますよね。そういったときは，

きちんとこの会議の場で議決をいただいて変更していくということになる

と思います。 

 

金尾管理部長 今回，（案）ということで提案させていただきますが，この協議を経て

パブリックコメントを行います。それを経て３月に議題として挙げさせて

いただく予定です。 

 

金委員 議会への報告はどうなるのですか。 

 

金尾管理部長 そのパブリックコメントを経て，議会へも報告いたします。その上で，

最終的に教育委員会会議で議決をいただくことになります。 
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三好教育長 他に，いかがですか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，今後，先ほども申し上げました通り，今後パブリッ

クコメントを実施し，３月に策定する予定です。 

 それでは，これより秘密会とします。 

傍聴人の方は御退席ください。 

 

 （関係者以外退席） 

（秘密会部分 削除） 

 

 予定しておりました議案は全て審議いたしましたが，他に何か，ありま

すでしょうか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，本日の教育委員会会議はこれで終わります。 

 

 【閉会時刻 午後４時２３分】 

 

 

 

 


