
○快適な教育環境の整備
・教育人口推計や地域の状況を注視し，児童・生徒数の増加に対応するための教室確保に努める。
・平成３０年度までに特別教室の空調設置を完了する。
・校庭の芝生化，水飲栓の直結給水化，トイレの洋便器化を継続し，学習環境の改善を進める。
○老朽化・長寿命化対策の推進
・施設の劣化状況を把握し適切に予防保全を行い，学校のカリキュラム等に影響を与えることのない
　よう努める。
・構造体の耐久性調査結果などを踏まえ，施設の建替えや長寿命化など，（仮称）公共施設等総合管
　理計画と整合を図りながら中・長期的な計画の策定を進める。
・緊急に修繕が必要となった場合には，速やかに応急処置を行うとともに，原因等の調査を踏まえ的
　確な改修に努める。
○避難場所機能の充実
・毎年小・中各２校ずつ整備する。体育館改修工事を実施する際にも避難所機能に配慮するなど，早
　期の完了を目指す。

27 老朽化・長寿命化対策の推進 A 継続

28 避難所機能の充実

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○快適な教育環境の整備
・児童・生徒数の増加に伴う不足教室への対応や特別支援教室の整備，非構造部材の耐震化，校庭の
　芝生化や水飲栓の直結化など，計画していた事業を予定通り完了することができたことから，快適
　な教育環境の整備が図れた。
○老朽化・長寿命化対策の推進
・計画していた老朽化対策の工事は，全て完了することができたことから，良好な施設の維持保全が
　図れた。
・築年数が最も経過した学校２校において構造躯体に関する耐久性調査を実施し，構造躯体の状態の
　把握ができた。また，この調査結果を踏まえて平成２８年度に実施する学校を選定し，平成２９年
　度に予定している施設の整備方針策定のための準備を行うことができた。
○避難場所機能の充実
・小・中学校４校でマンホールトイレの設置，多目的トイレの整備，非常電源の設置，車椅子用のス
　ロープ整備等の内容を含めた工事を実施したほか，次年度の準備として設計を実施した。
・第五中学校の体育館改築工事の設計について，避難所機能を盛り込んだ計画とし，より効果的な改
　築計画とすることができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

A 継続

施策振返りシート

施策 8 学校施設整備の推進 施策主管
課長

教育総務課
施設担当課長
関口　幸司

26 快適な教育環境の整備 A

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　だれもが安全・安心に利用することができるよう，施設の整備を進める。

事業展開目標達成度
事業
番号

主要事業名

２　背景（ＰＬＡＮ）
　社会の少子高齢化の流れに反して，教育人口のさらなる増加が見込まれるとともに，学校
施設の老朽化が進む調布市にあって，子どもの就学人数に応じた教室数の確保や教育環境の
整備，老朽化の進む施設を安全・安心の観点から見直し，的確に整備を進めることが求めら
れている。
　また，学校は子どもたちの教育施設であると同時に，地域住民にとって最も身近な公共施
設であり，災害時には避難場所となるため，避難所としての機能の充実も推進していく必要
がある。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

継続
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

快適な教育環境の整備

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○児童・生徒数の更なる増加に対応するため，人口推計や大規模マンション等の建築
　計画を注視しながら，校舎等の増築や，普通教室整備工事を行うなど，適切に対応
　する。
○非構造部材の耐震対策については，校舎外壁の改修，体育館屋根及び外壁の改修，
　ガラス飛散防止フィルムの設置等について，計画的に改修を実施していく。
○校庭芝生化については，毎年１校ずつ実施していく。
○特別教室の空調整備については平成３０年度までの完了を目指し，設計に着手す
　る。
○水飲栓直結給水化については，平成２８年度までの完了を目指す。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○学校施設整備の実施については，学校のカリキュラム等に影響があるため，学校との調整などを綿密に行い，
　児童・生徒の安全を最優先とし，限られた期間の中で効率的に実施していく必要がある。
○普通教室が不足しないように，児童・生徒数の動向に注意し，対応する必要がある。
○水飲栓直結給水化については平成２８年度で東京都の補助金事業が終了する予定である。
○学習環境の改善について，普通教室の空調設置率は１００％を維持しているが，特別教室の空調設置率につい
　ては，依然低いものとなっている。
○調和小ＰＦＩ整備事業について，これまでの成果と課題をまとめ，更新に向けた方針を検討する必要がある。

26

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　児童・生徒数の増加に伴う不足教室への対応，非構造部材（建築物を構成する部材のうち，天井材・窓ガラ
ス・照明器具・設備機器など，建物のデザイン性や居住性の向上などを目的に取り付けられるもの）の耐震化，
校庭の芝生化，特別教室（理科室・音楽室）などの空調の整備など，学習環境の整備，施設の安全対策，学校環
境の改善を推進し，快適な環境の確保に努める。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○児童・生徒数の増加に伴う不足教室対応
・教室の不足が見込まれる若葉小学校で，視聴覚室を普通教室及び少人数教室に整備した。
○非構造部材の耐震対策
・富士見台小学校，上ノ原小学校，石原小学校，第四中学校で，校舎外壁改修工事を実施した。
・第三小学校，第六中学校，第八中学校で，体育館屋根及び外壁改修工事を実施した。
・第一小学校，第三小学校，滝坂小学校，国領小学校の体育館で，割れたガラスが飛び散らないよう，飛散防止
　フィルムの貼付を実施した。
○学習環境の改善
・緑ヶ丘小学校で，校庭の一部芝生化を実施した。
・第七中学校，第八中学校で，水飲栓の直結給水化を実施した。
○特別支援教室の空調の整備
・第二小学校，緑ヶ丘小学校，杉森小学校，布田小学校，第七中学校で，特別支援教室の空調の整備を実施し，
　特別支援教室の空調の整備が全て完了した。

○若葉小学校において普通教室整備工事を行い，就学人数に応じた教室数の確保を行った。
○４校で校舎外壁改修工事，３校で体育館屋根及び外壁改修工事を実施したほか，４校で体育館ガラス飛散防止
　フィルムの設置を実施し，避難所機能の充実を図るとともに，非構造部材等の耐震化を行った。
○校庭の一部芝生化については，緑ヶ丘小学校（市内小学校１０校目）で実施し，近隣への埃対策，ヒートアイ
　ランド現象の緩和及び情操教育・環境教育の推進を図った。
○学習環境の改善として，第七中学校，第八中学校で水飲栓を直結給水方式に切り替え，生徒が夏でも冷たい水
　を飲むことができるようになるなど，水道水のおいしさをより実感できるようになった。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 学校施設整備の推進

主要事業評価シート

8

事業主管課 教育総務課
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学校施設整備の推進

主要事業評価シート

8

事業主管課 教育総務課

その他

ＮＯ．

②　課題
・学校施設の現状としては，築４０年以上を経過している施設が約半数を占めており，近い将来，公共建築物維
　持保全計画における構造躯体の計画更新時期を一斉に迎えることから，施設の老朽化状況を的確に把握し，か
　つ，（仮称）公共施設等総合管理計画との整合を図りながら，建替え及び長寿命化を含めた施設の整備方針を
　策定する必要がある。
・学校施設の整備の実施については，学校のカリキュラム等に影響があるため，学校との調整を綿密に行い，児
　童・生徒の安全を最優先に，限られた期間の中で効率的に行っていく必要がある。
・給食室改修工事については，給食を提供できない期間があるため，学務課と連携しながら改修工事を進めてい
　く必要がある。また，三学期からの給食が再開できるように，進行管理には十分注意する必要がある。
・修繕対応についても，学校との連絡・情報共有を密にし，迅速かつ計画的に進めていく必要がある。

27

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　計画的な維持保全により，安全で良好な施設環境を保持するとともに，構造体の耐久性調査などを踏まえ，施
設の建替えや長寿命化など，中・長期的な計画の策定を進める。
　また，緊急に修繕が必要となった場合には，速やかに応急処置を行うとともに，原因等の調査を踏まえ的確な
改修に努める。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○老朽化対策
・第二小学校，深大寺小学校，石原小学校，第四中学校，第六中学校で，老朽化している校舎屋上防水の改修を
　実施した。
・第一小学校，第二小学校，滝坂小学校，深大寺小学校，北ノ台小学校，布田小学校，第六中学校で，老朽化の
　進んだ受変電設備の更新を実施した。
・深大寺小学校，第五中学校で，老朽化の進んだプール水槽及び甲羅干しの改修を実施した。
・第一小学校，滝坂小学校で，老朽化した給食室の改修を実施した。
・第五中学校，第七中学校で，老朽化した校舎屋上防水を改修するための設計を行った。
・上ノ原小学校，緑ケ丘小学校で，老朽化した体育館内部を改修するための設計を行った。
・北ノ台小学校で，老朽化した給食室を改修するための設計を行った。
○耐久性調査
・若葉小学校，第三中学校で構造躯体に関する耐久性調査を実施した。

・第二小学校ほか４校で校舎屋上防水改修工事，第一小学校ほか６校で受変電設備改修工事，深大寺小学校ほか
　１校でプール水槽及び甲羅干しの改修工事を実施することにより，安全で良好な施設環境を保持した。
・第一小学校，滝坂小学校の給食室改修工事では，ドライシステム方式化による衛生面の向上及びアレルギー対
　応専用調理室の設置により，食物アレルギー対策の推進が図られた。工事の進捗状況については，学務課に対
　して適切に情報提供を行い，給食が提供できない期間の対応について混乱が生じないように努めた。
・若葉小学校，第三中学校で耐久性調査を実施したことにより，構造躯体の状態の把握及び平成２９年度に予定
　をしている施設の整備方針策定のための準備を行うことができた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

・学校施設については，修正基本計画に基づき，校舎屋上防水，外壁改修，受変電設
　備改修をはじめ，計画的に実施していく。
・建替え及び長寿命化を含めた施設の整備方針の策定については，平成２８年度につ
　いても，染地小学校，第四中学校で実施し，平成２９年度に施設の整備方針の策定
　を目指す。
・給食室改修工事については，平成２８年度，北ノ台小学校で実施する予定である。
　工事中は給食が提供できないため，学務課と連携を図りながら改修工事を行う。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 老朽化・長寿命化対策の推

進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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学校施設整備の推進

主要事業評価シート

8

事業主管課 教育総務課

その他

ＮＯ．

②　課題
・避難所機能の充実を図ることによって，学校体育館本来の機能や使い勝手を低下させることは出来ないため，
　整備内容が制限される。
・工事を行うにあたっては，体育館を使用できない期間があり，学校のカリキュラム等に影響が生じるため，学
　校等と綿密に調整を行い，限られた工期で効率的に整備工事を行っていく必要がある。
・整備した避難所機能が有効に活用できるように，関係部署と連携を図りながら実践的な運用訓練ができる体制
　づくりが必要である。

28

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　東日本大震災を受け，災害時に地域住民等が応急的に避難する役割を担う，避難所としての学校施設の重要性
が高まっている。だれもが安全・安心に利用することができるよう施設を整備し，避難所機能の充実を進める。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
・飛田給小学校，国領小学校，神代中学校，第三中学校の４校で，マンホールトイレの設置，多目的トイレの設
　置，非常用電源の設置，車椅子用のスロープ整備等の整備工事を実施した。
・富士見台小学校，深大寺小学校，調布中学校，第八中学校の４校で，マンホールトイレの設置，多目的トイレ
　の設置，非常用電源の設置，車椅子用のスロープ整備等の内容を含めた設計委託を行った。
・第五中学校の体育館改築工事の設計にあたっては，避難所機能を盛り込んだ内容として設計委託を行った。

・飛田給小学校，国領小学校，神代中学校，第三中学校の４校で，マンホールトイレの設置，多目的トイレの設
　置，非常用電源の設置，車椅子用のスロープ整備等の整備工事を実施し，避難所機能の充実を図ることができ
　た。
・富士見台小学校，深大寺小学校，調布中学校，第八中学校の４校で，マンホールトイレの設置，多目的トイレ
　の設置，非常用電源の設置，車椅子用のスロープ整備等の内容を含めた設計委託を行い，次年度整備工事の準
　備をすることができた。
・第五中学校の体育館改築工事の設計委託については，あらかじめ避難所機能を盛り込んだ計画とし，設計及び
 　工事の合理化を図ることができた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

・平成２８年度に，富士見台小学校，深大寺小学校，調布中学校，第八中学校の４校
　で体育館避難所機能整備工事を実施するにあたり，工事時期等について，学校等と
　綿密に調整を行う。
・平成２７年度から，毎年小学校２校，中学校２校について体育館避難所機能整備工
　事の設計及び工事を予定しており，既存施設の確認等，現況調査を行う。
・既存の体育館に避難所機能の充実を図るにあたっては，配管状況により，だれでも
　トイレの位置や，温水シャワーの設置可否についてなど，整備内容に制約が生じる
　が，改築等の際には，設計当初から避難所機能を盛り込んだ設計を行う。
・避難所機能整備工事を実施した学校については，総合防災安全課と連携をしなが
　ら，防災教育の日を始めとする運用訓練を，より実践的に行えるように努める。
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避難所機能の充実

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

76


