
資料５ 

学校施設長期保全計画（案）に対する 

パブリックコメント手続の実施結果について 

 

１ 概要 

 

 平成 26 年度から概ね 10 年間を第 1期取組期間とし、これまでの改築を中心とした学校施設の

整備手法に替えて、改修による再生整備と予防保全の併用を基本に、教育環境の改善と長寿命化

の推進による財政支出の縮減を図るために、「学校施設長期保全計画（案）」としてとりまとめ、

市民の皆様から意見を募集いたしました。 

 その結果、62 件の意見をいただきました。意見の内容とそれに対する市の考え方を次のとお

り公表いたします。 

 

２ 意見募集の概要 

 

題名 学校施設長期保全計画（案）の策定について 

意見の募集期間 平成２５年１２月２０日（金）～平成２６年１月２０日（月）まで 

意見の提出方法 電子メール、ファクス、郵送、持参 

意見の周知方法 ・本市ホームページ 

・情報プラザ（市役所第 3庁舎 2階） 

・各区役所（市政資料コーナー）、支所及び出張所の閲覧コーナー 

・市政だより 

・教育委員会事務局教育環境整備推進室（明治安田生命川崎ビル５階） 

結果の公表方法 ・本市ホームページ 

・情報プラザ（市役所第 3庁舎 2階） 

・各区役所（市政資料コーナー） 

・教育委員会事務局教育環境整備推進室（明治安田生命川崎ビル５階） 

 

３ 結果の概要 

 

意見提出数（意見件数） １４通（６２件） 

電子メール １２通（５９件） 

ＦＡＸ ２通（ ３件） 

郵送 ０通（ ０件） 

持参 ０通（ ０件） 

 

 

１  



 

 

４ 意見の内容と対応 

 

 パブリックコメントの結果、概ね「学校施設長期保全計画（案）の策定について」の趣旨に沿

った意見や要望、今後の参考にする意見のほか、意見内容を反映することにより計画の内容が分

かりやすくなる意見があったことから、一部の意見を反映し、「学校施設長期保全計画」を策定

します。 

 

【意見に対する市の考え方の区分説明】 

Ａ 意見を踏まえ、案に反映させたもの 

Ｂ 案の趣旨に沿った意見であるもの 

Ｃ 趣旨を踏まえ、今後の参考とするもの 

Ｄ 案に対する意見・要望であり、案を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

 

【意見の件数と対応区分】 

項      目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（1）個別課題に対応する主な取組に関すること（３件）  １  ２  ３ 

（2）整備メニューに関すること（22件）  ５ ６ 11  22 

（3）施設整備の実施方針に関すること（11 件）  ６ ４ １  11 

（4）保全計画の推進に関すること（３件）  ３    ３ 

（5）個別の学校の改善に関すること（17 件）    17  17 

（6）その他（６件） １    ５ ６ 

合      計 １ 15 10 31 ５ 62 

 

具体的な意見の内容と市の考え方【詳細】 

(1) 個別課題に対応する主な取組に関すること（３件） 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

１ 大規模災害時の難場所として、今の

建築の現状、校庭の広さ、救援物資の

備蓄という面で不十分であり、今回の

計画にて検討して欲しい。 

 

 

 学校施設は、地域の避難所としての

役割が求められており、地域の防災力

の向上の観点から学校施設の防災機能

強化は重要と認識しておりますので、

地震防災戦略の取組と連携・協力しな

がら推進します。 

 

Ｄ 

2 

 



 

 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

２ 地域の拠点として学校施設の機能や

役割は重要な物になっている。市民の

共有財産として、避難所や区役所の支

所的な機能も含めて、広い視野での整

備計画が求められる。緊急電話回線、

テレビ視聴環境、ネットインフラなど、

単に教育予算としてでなく、危機管理、

防災減災の視点での整備計画と合わせ

て予算の拡充を図るべきと考える。 

 学校施設は、地域の避難所としての

役割が求められており、地域の防災力

の向上の観点から学校施設の防災機能

強化は重要と認識しておりますので、

地震防災戦略の取組と連携・協力しな

がら推進します。 

 

Ｂ 

３ 教室不足のために、プレハブを増設

していますが、これからも生徒数増も

ありえるので根本的な解決を模索して

ほしい。 

 

良好な教育環境を確保するために、各

学校の状況や地域性等を勘案し、中長

期的な視点に立った的確かつ計画的な

対応策を検討の上、増築等による施設

整備や学校の分離・新設等により児童

生徒の増加に対応した教育環境の整備

を推進します。 

Ｄ 

（２） 整備メニューに関すること（22 件） 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

４ トイレの快適化を早く全てを快適化

して欲しい。 

（同趣旨の意見 計５件） 

 学校施設長期保全計画に基づく改修

を進め、特に施設利用者のニーズの高

いトイレの快適化は、個別の重要課題

として別途、改修を推進します。 

Ｂ 

５ Ｃグループに属する学校の老朽化は

進んでおり、地震によりコンクリート

部分の崩壊、使用不能となる可能性が

高く、築 80 年改築で対応できるレベル

ではない。早期改築で地震に備えた堅

牢な校舎と体育館の整備が望ましい。

 

日本建築学会の「建築物の耐久計画

に関する考え方」では、普通品質の構

造体の学校は、50 年から 80 年を望まし

い目標耐用年数と定めております。ま

た、文部科学省の「学校施設の長寿命

化改修の手引」では、適切なタイミン

グ（築後 45 年程度）で長寿命化改修を

行うことで、改修後 30 年以上、耐用年

数を延ばすことができるとしているこ

とから、本計画においては、目標耐用

年数を 80 年に設定しています。 

Ｄ 

3 

 



 

 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

６ Ａグループの整備メニューには太陽

光発電の整備が入っていないが、現時

点で太陽光発電設備があるから、『校

舎再生整備①』の項目がないのか？ 

 

 Ａグループの多くの学校は、既に太

陽光発電設備が設置されていることか

ら、整備メニューに示していませんが、

未設置の学校におきましては、整備を

して行きます。 

 

Ｄ 

７ トイレの自動水洗の設備の必要性は

再考してください。（災害時の停電、

児童の教育、節電のため） 

 

児童生徒の増加に対応した増築等に

よる施設整備を進めますが、第１期取

組期間の概ね１０年間は、改修による

再生整備を基本とし、状態面や運用面

の実態を把握しながら、計画的に教育

環境の改善を進めますので、今後の参

考とさせていただきます。 

Ｃ 

８ 校庭整備、教育環境の整備・拡充の

計画的施工をお願いします。 

 Ｃ 

９ 生徒数に見合った体育館の改築、プ

ールの改築等お願いします。 

 

 Ｃ 

10 児童生徒が 大人数（40 名）で使用

した場合の利用環境の快適化を念頭に

施設改修デザインの策定を望む。 

 

 Ｃ 

11 小学校と中学校で「教室のスペース

が同じ」というような安易なデザイン

が今後出てこない事を希望する。体格

で倍ぐらいある中学生の 40 人教室は、

圧迫感があります。 

 

 Ｃ 

12 木質化で暖かみのあるデザインは評

価するが、ホコリの蓄積と清掃のしや

すさ、個人用収納スペースの確保など、

実態を調査して利用者の意見を聞いた

上で設計を進めて欲しい。 

 

 再生整備手法による整備を進める上

では、状態面や運用面の実態を把握し、

学校と改修内容を協議しながら設計・

工事を行い、教育環境の改善を進めま

す。 

 

Ｄ 

4 

 



 

 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

13 地域生涯教育の拠点としての学校と

いう視点では、周辺住民に深く関われ

る「場」として機能するために、例え

ば、次のような教育政策を考慮した計

画とする必要がある。 

・無個性な外観を改めた学校独自のデ

ザインによる愛校精神 

・教師の負担を軽減する動線や施設の

設置等の考慮 

 

 再生整備手法による整備を進める上

では、状態面や運用面の実態を把握し、

学校と改修内容を協議しながら設計・

工事を行い、教育環境の改善を進めま

す。 

 

Ｄ 

14 外装の塗装改修、雨漏りの改修を早

期に改修してください。 

（同趣旨の意見 計２件） 

 

 Ｄ 

15 全教室のエアコン設置をしてくださ

い。 

（同趣旨の意見 計２件） 

 

 Ｄ 

16 給食調理室を衛生管理基準に適合し

たものとなるよう、整備・改修をお願

いします。 

 

 Ｄ 

17 教職員の健康維持をはかる観点から

「休憩室（男女別）」を早期全校設置

をお願いします。 

 

 Ｄ 

18 快適で使いやすい職員更衣室の改修

をお願いします。 

 

 Ｄ 

19 80 年後の改築時には、太陽光発電設

備、地中熱利用による熱交換設備の導

入など温熱効果ガス削減対策を講じた

校舎整備をしていただきたい。 

 

太陽光発電設備をはじめとする様々

な環境対策を取り入れた施設整備は重

要と認識しており、改築を計画する際

の参考とさせていただきます。 

Ｃ 

5 

 



 

 

（３） 施設整備の実施方針に関すること（11 件） 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

20 改築によらず、改修による整備に基

本的には賛成です。 

Ｂ 

21 長寿命化は良いことだが、学校ごと

に状況が異なりますので、修繕計画を

きちんとたて、適切な管理をしていた

だきたいと思います。 

 

Ｂ 

22 計画案については概ね賛成です。 Ｂ 

23 児童の為の学校という観点、また逼

迫する市財政への対応という論点から

言えば、安全・環境対策や教育の質的

改善等に対する対応策としては概ね的

を得た計画である。  

Ｂ 

24 計画的に学校を維持管理して、市の

支出を縮減することは有効であると思

う。 

Ｂ 

25 長期的な視点から長寿命化には賛成

します。 

 

学校施設長期保全計画に基づき、こ

れまでの改築を中心とした手法に替え

て、改修による再生整備と予防保全の

併用を基本とし、早期により多くの教

育環境の改善と長寿命化の推進による

財政支出の縮減を推進します。 

Ｂ 

26 費用の平準化の目的、予防保全の考

えは同意するが、このタイミングでの

長期保全計画の策定には、次のような

問題が発生すると考えられ、賛同でき

ない。「中学校給食推進会議・検討部

会」と連携して、この数年の改築改修

と保全の方向性が見えてから長期保全

計画を進めた方が良い。 

・中学校で給食配膳エレベータの設置

など、本保全計画を根拠に制限が掛か

る可能性がある。 

・中学校給食に関わる設備計画など、

今後の検討により変化する要素が多

い。 

 昭和 40 年代後半から 50 年代に建設

された多くの学校施設が、今、建替え

の時期を迎え、これまでの建替えによ

る施設整備手法で対応することは、財

政上困難であり、改修による再生整備

と予防保全の併用を基本とし、早期に

長寿命化と財政支出の縮減を図る必要

がありますので、「中学校給食推進会

議」の検討内容と整合を図りながら、

学校施設長期保全計画の取組を推進し

ます。 

 

Ｄ 

6 

 



 

 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

27 学校と他の施設との複合化の検討に

あたっては、教育活動に支障をきたさ

ないようすすめてください。 

 

Ｃ 

28 他の公共施設（市民館、図書館等）

の老朽化が一方にある事を考えれば、

施設を複合化し一気に進めた方が財政

的に有利ではないか。 

 

Ｃ 

29 土地の有効利用という面では小中一

貫校や中高一貫校という選択があって

も良い。 

 

Ｃ 

30 一つの学校でもＡ～Ｃグループの校

舎が混在していることを念頭に、改築

の先延ばしをすることの無いよう、将

来人口推計を慎重に見極め、統廃合あ

りきの政策ではなく整備時期と人口バ

ランスを見極めながらの対応をお願い

します。 

 

平成 32 年度に 5 歳から 14 歳の人口

がピークを迎え、その後平成 37 年度か

らは減少に転ずる見込みとなっている

ことから、平成 32 年度からの 5年間を

コンパクト化検討期間と位置づけ、財

政支出の平準化を目的に、平成 37 年度

以降の学校施設整備の方向性として、

適正な改築時期とコンパクト化を検討

する上での参考とさせていただきま

す。 

Ｃ 

 

（４） 保全計画の推進体制に関すること（３件） 

 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

31 学校環境についての総合調査（耐震

性・騒音・照度等）や安全点検を定期

的に行い、それにもとづき改善をお願

いします。 

（同趣旨の意見 計３件） 

 

学校施設長期保全計画は、平成 24 年

度の実態把握に基づき、策定するもの

で、策定後につきましても、建築基準

法に基づく定期点検や学校健康安全法

の安全点検などを実施しながら、学校

施設の保全を推進します。 

 

Ｂ 
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（５） 個別の学校の改善に関すること（17 件） 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

32 教室扉がとても重く開閉が難しい、

教室が暗い、床の剥がれ、コンセント

数の不足、特別教室のエアコンがない

等の改善をお願いします。 

（同趣旨の意見 計８件） 

 

Ｄ 

33 体育館は、雨漏りがする、床がきし

む、天井灯がなかなかつかない、トイ

レの水漏れ、放送設備が機能していな

い、各コートのラインも消えていてテ

ープで補修しているため、足が引っか

かるなどの危険がある。計画による大

規模な改修を待たず、早急に改善して

欲しい。 

（同趣旨の意見 計５件） 

 

Ｄ 

34 プールの設備が悪く、思うように水

泳学習ができない。早急に改善して欲

しい。 

（同趣旨の意見 計２件） 

 

Ｄ 

35 更衣室が十分でないので改善をお願

いします。 

Ｄ 

36 水色で寒々しい外観 快適な環境と

なるよう改修を願う。 

学校施設長期保全計画に基づき、教

育環境の改善を計画的に進めて行きま

すが、緊急性の高い不具合、危険箇所

については、状況に応じた保全を推進

します。 

Ｄ 

（６） その他（６件） 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

37 市民に意見をきく場合はもう少しわ

かりやすい言葉で、専門的な用語は解

説をつけるべきと思います。 

 

市民にわかりやすい学校施設長期保

全計画とするため、意見を踏まえまし

て、専門用語などの解説を付加いたし

ます。 

Ａ 

8 

 



 

 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

38 川崎フロンターレは、とかくばらば

らになりがちな市内各地域の市民が

“川崎”の名のもとに一体感･連帯感を

持てる機会を提供している。ついては、

サッカーに慣れ親しみやすい環境を整

備し、川崎フロンターレに関心を持つ

裾野を広げるために、学校施設整備に

あたっては、校庭芝生化を促進してサ

ッカー等に適した場を増やすことを戦

略的に進めてほしい。 

 芝生は、砂ぼこりの防止や地球温暖

化の抑制等、環境面の効果だけでなく、

はだしで歩いたり、寝そべったりする

ことで、子どもたちの心理面や運動能

力の向上といった効果への期待も大き

く、校庭の芝生化に向けた取組は大切

なものと認識しており、学校の状況を

踏まえながら校庭の一部で芝生化を進

めております。 

 

Ｅ 

39 体育館、視聴覚室、音楽室、図書室

は地域生涯教育の拠点として、児童教

育以外にも使用が可能なものとして欲

しい。 

 

 学校施設は、地域コミュニティの拠

点としての役割を担っていると認識し

ており、学校施設開放については、学

校教育に支障のない範囲で行っており

ます。 

Ｅ 

40 職員室の耐震性がないのは保護者と

して不安。緊急な措置をお願いしたい。

 

 昭和 56 年以降の学校は、新耐震基準

に基づき建築されており、昭和 56 年以

前に建築した学校については、耐震診

断を実施し、平成 24 年度末に全て耐震

改修が完了しております。 

 

Ｅ 

41 共働き家庭が増える中、中学校給食

を提供してほしい。 

 

 本市の中学校給食については、完全

給食を提供することによりさらなる食

育の充実が図られること、育ち盛りの

生徒にとって栄養バランスがあり安

全・安心で温かい食事を摂ることがで

きるなどのことから、平成 25 年 11 月

26 日の教育委員会会議において「川崎

市立中学校給食の基本方針」が決定い

たしました。今後は、パブリックコメ

ント等により市民や保護者の皆様から

ご意見をいただきながら、具体的な実

施手法等について検討を行い、一刻も

早い導入を目指します。 

Ｅ 

9 

 



 

 

10 

 

番号 意見要旨 意見に対する市の考え方 区分

42 教師の長期赴任を可能にする施策を

実施して欲しい。 

 

 教職員の人事異動につきましては、

学校における望ましい教員構成を確保

し、教育活動の活性化を図るとともに、

教員が多様な経験を積むことにより、

その資質能力の向上と人材育成を図る

ことをめざし、全市的な視野に立って、

計画的かつ適正な配置に努めていると

ころです。 

 現在、原則として同一校勤続年数が

７年に達した者（新規採用者は同一校

勤続年数が４年に達した者）は異動す

るものとしておりますが、より効果的

な人事異動のあり方につきましては、

学校現場の実情や様々な御意見等を参

考としながら、引き続き研究してまい

りたいと考えています。 

 

Ｅ 

 


