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第２回千葉市公共施設見直しシンポジウム 

見 直 し で ど う 変 わ る ？ こ れ か ら の 公 共 施 設 

～みんなで考えよう！千葉市が目指す再配置のカタチ～ 

開 催 報 告 

 

 

日 時：平成２８年１１月１３日（日） １３：３０～１７：１５ 

場 所：千葉市生涯学習センター ２階ホール・３階大研修室 

来場者：第１部 ６０人 第２部 ８人 

 

 

 第１部  

 

◆市の取組み説明（１３：３０～１３：５０） 

 演題：千葉市における公共施設見直しの取り組みについて  

   千葉市財政局資産経営部長 

 

 

１ 現状と課題 

（１）資産経営のこれまでのあゆみ 

・専門部署の設置＝市全体としての公共施設の最適化、方針の策定、情報の一元化・見える化、

総合的・多角的な評価の実施 

・公共施設見直し方針策定（Ｈ２６．７）、公共施設等総合管理計画策定（Ｈ２７．５） 

 

（２）公共施設を取り巻く現状と課題 

 ・人口急増に合わせて、急いで整備してきた公共施設に余剰が生じつつあり、今後は人口減少な

どにより、ますます顕著になる見通しである。 

 ・今後は、施設の老朽化に伴う改修・建替え費用が増大する見込みで、さらに財政状況が厳しく

なる。 

 ・千葉市の人口のピークはＨ３２年（９７万人）。Ｈ５２には約１０万人減少し、８７万人に。

また、１０人中４人は高齢者となる見込みである。 

・今後３０年間で集中的に施設の建替え等が必要となるが、何も手を打たなければ、３０年間で

約２，６６３億円が不足する見込み（収支ギャップ）である。 

・これらの現状に対する課題として、「施設利用の効率性向上と施設総量の縮減」、「利便性の高

い立地の選択などによる施設再配置の検討」、「施設総量の縮減、運営コスト削減などに向けた

スピード感ある取り組み」などが挙げられる。 
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２ 具体的な取組み内容 

（１）千葉市公共施設見直し方針 

・以上のような現状と課題を解消するため、公共施設の見直しの基本方針（見直し３方針）によ

り見直しを進める。 

 ①施設利用の効率性向上（類似している施設を統合するなど、ソフト・ハード両面から効率性向

上を図る。） 

 ②施設の再配置（施設総量の縮減と市民サービスの維持・向上の両立を図るため、施設の再配置

を行う。） 

③施設総量の縮減（①②により、総延床面積を縮減する。） 

 

（２）千葉市公共施設再配置推進指針 第１期（案） 

・「千葉市公共施設見直し方針」に基づき、公共施設の再配置を計画的に行うための検討方法な

どを示すマニュアルのような「千葉市公共施設再配置推進指針 第１期（案）」を作成した。 

・再配置の実施にあたっては、今後、施設単位で、個別に「再配置（素案）」を作成するととも

に、市民・利用者の皆さんのご意見を踏まえながら進めていく。 

・対象期間は、再配置を具体的に推進する観点から、平成２９年度から平成３８年度までの１０

年間を「第１期」と設定する。 

・対象施設は、公共施設見直し方針と同様に、「建物を有する主要な施設」８８２施設とする。 

・具体的な再配置を検討する対象施設は、すでに耐用年限を経過した施設や、平成２９年度から

平成３８年度までの第１期中に耐用年限を迎える施設、１０９施設としている。また、実際の

老朽化の状況に応じて、大規模改修が必要な施設についても対象とする。 

・再配置を実施するタイミングは、必然的に建替えをするかどうか検討することとなる、施設の

法定耐用年限を迎えるタイミングを基本とする。 

・公共交通アクセスや接道条件、周辺環境などの地域特性を踏まえた立地の変更による施設利用

への影響や、異なる施設同士の複合化に伴う、新たな利用者同士の交流が生まれるなどの副次

的効果や、財政的な効果額について把握し、再配置を検討する。 

・再配置先の候補となる施設を定めた「再配置（素案）」を作成し、公民館やコミュニティセン

ターなど、普段から市民の皆さんが利用される公共施設は、利用者の皆さんとの意見交換会や、

アンケート調査など、適切な意見聴取に努めながら「再配置計画」を策定する。 

 

（３）これまでの資産の有効活用における実績 

・真砂地区学校跡施設 

  ３校のうち２校を活用し、１校は売却を行った。 

 ・高洲・高浜・磯辺地区学校跡施設 

  ３地区一体的に検討。５校のうち２校は活用し、３校は県企業土地管理局へ返還または売却等

を行う。 

 ・その他５つの施設について、見直しや民間活用などの新たな取組みを行った。 

 ・Ｈ２３～２７年度までの５年間で、約２５，０００㎡の延床面積を縮減できたが、公共施設見

直し方針のシミュレーションでは、今後３０年間で約３０年間で、約３７８，０００㎡の縮減

が必要と試算していることから、今後はさらにスピード感を持って取り組むことが必要である。 
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◆パネルディスカッション（１３：５０～１５：３０） 

  ファシリテーター：稲生 信男（早稲田大学社会科学総合学術院 教授） 

  パネリスト：山本 俊哉（明治大学理工学部建築学科 教授） 

        倉斗 綾子（千葉工業大学創造工学部デザイン科学科 准教授） 

        飯島 健一（小平市企画政策部行政経営課課長補佐兼施設マネジメント担当係長） 

        千葉市財政局資産経営部長 

 

 

１ 学校への複合化 

 

― パネリストの発表（事例紹介） ― 

 

■埼玉県志木市立志木小学校等複合施設の事例（資産経営部長） 

・志木小学校、いろは遊学館（公民館）、いろは遊学図書館を複合化し、学社融合施設とした事例。 

・複合施設検討の背景には、建物の老朽化・耐震化の問題があった。 

・複合化の検討にあたり、これからの学校教育は、地域の協力のもとに行われるべきという当時の

教育長の強い思いがあったと伺っている。複合施設とすることで、学校の特別教室も市民の生涯

学習に活用できるなど、生涯学習をより積極的に推進することができると考えたとのこと。 

・施設の複合化により、小学校と公民館、図書館との交流を通じて、子どもたちの学習・体験活動

の幅を広げることによる、学校教育の社会化や、児童と市民の双方の教育の相乗効果が期待され

ている。 

・Ｈ９年に志木市庁内でプロジェクトチームを設置し、本格的な検討が始まった。その後、市民検

討委員会の設置、基本構想の策定などを経て、Ｈ１３年から約２年間の工事期間の後、Ｈ１５年

１月から新校舎で小学校の授業を開始した。Ｈ１５年４月には、いろは遊学館、いろは遊学図書

館が開館となった。 

・小学校と公民館、図書館は利用時間や休館日が異なるため、この違いを利用して、児童が利用し

ない夜間や休日、長期休暇期間は、小学校の特別教室を一般市民へ開放し、反対に、図書館の休

館日にあたる月曜日は、小学生が図書館を貸切で利用することができる。 

・３つある棟のうち、公民館・図書館・小学校の特別教室のある生涯学習棟と小学校の普通教室棟

は建替え、南校舎は比較的新しかったため、既存の建物の大規模改造を行った。 

・複合施設の検討にあたり、重要視されたのが安全性の確保。Ｈ１３年５月に建築工事契約及び着

工したが、その直後、Ｈ１３年６月に池田小学校の事件が発生したため、複合施設の安全性に対

する心配の声が大きくなり、反対意見も多くなった。しかし、当時の教育長が、市民の皆さんが

子どもたちを守ってくれるんだという前提のもと、考えていきましょう、地域のみんなの目で子

どもたちを守っていきましょうと、一生懸命説得をしてご理解いただいたと聞いている。 

・このような経緯もあり、児童と公民館・図書館利用者との動線はあえて明確に分けず、教職員だ

けでなく、複数の施設の職員の目で児童を守るという方針で運営している。子どもたちの周囲に

は、複数の職員や利用者である市民を含めた多くの大人の目があることから、学校だけの単独施

設よりも安全性が高まるものと考えたとのこと。 

・全職員、教職員のＰＨＳ携帯や防犯監視カメラを２０台設置するなどの防犯対策も行っている。 
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・地域の防災拠点としての役割を果たすことも、複合施設の大切な役割として位置づけられており、

防災倉庫の設置や災害対策本部機能を併せ持っている。 

・お互いの施設を上手く利用することで、相乗効果が生まれている。池田小学校の事件発生にもか

かわらず、当時の教育長の強い意志により事業を推進したことはすばらしいと思う。 

 

 

■公共施設の再配置の事例（山本氏） 

◇志木小学校 

・建設中のＨ１３年は、文部科学省が地域にひらかれた学校づくりを打ち出した頃であり、志木小

学校はその先進事例である。 

・施設をガラス張りにしたことで、多くの人々の目を確保できた。警備員と防犯カメラはあくまで

も補助的な役割となっている。 

・学校づくりの最初の段階から、地域の方々と議論を行っていた。建設後も、管理について委員会

を立ち上げ、合同の避難訓練などを行っている。 

◇大阪教育大学附属池田小学校 

・Ｈ１３年は、附属池田小学校事件が発生した年であり、その後全国の学校施設の防犯対策の強化

が進められた。 

・ その附属池田小学校における防犯対策も、志木小と同様、「アクセスコントロール（動線の管理）」

と「多くの人の目の確保」であり、その２点を重視して改築された。 

・ 事件後、地域との連携強化に取り組み、日本で初めて国際セーフスクールの認証を得ている。 

◇福岡市立博多小学校 

・福岡市の中心市街地にあり、４つの小学校が統廃合され、Ｈ１３年に整備された先進事例。教室

はオープンスクール形式で、地域に開かれた学校施設になっている。 

・校庭に面したところに給食室がある。実は学校にはいろいろな人が入っていて、人の目があるの

だが、見えないことがある。校庭に面していることで、子どもたちが、給食をどうやって作って

いるのか見えるという教育的な効果もある。 

・複合化されている公民館は夜１０時まで開館している。公民館利用者から小学校の様子が見える。

大人はどこにいるのかを考えて設計した。 

 

・学校の防犯対策は、門を閉じることだけではない。地域とともに取り組むことが大切。複合化に

したメリットを十分に活かせる。 

 

■複合化で生まれるシーン 複合化でつくる独自性（倉斗氏） 

・学校という建物はいろいろな可能性を秘めている。構造的にも非常にシンプルで、空調などを付

加しやすい。立地条件も、地域の子どもたちが通いやすい位置にあるため認知度が高く、コミュ

ニティからのアクセスもしやすい。 

・学校施設は、技術的にも有効活用できる可能性がある。公共施設マネジメントという背景だけで

なく、子どもの教育効果を考えても期待される時代になっている。 

・学校への複合化の課題 

①法的な規制の調整…行政が頑張れば何とかなる。 
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②安全性への懸念 …行政も建築家も１００％これで大丈夫とは言えない。 

地域の皆さんのやる気・本気が大切。 

・文部科学省が、昨年１１月に「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」を

発表した。これにより、文部科学省が学校の複合化を認めるということで話題になった。 

 “学習環境の向上に資する”がキーワードとなっている。学校建築を研究する者にとって、子ど

もたちにとって学校はどうあるべきかが第一であり、その中で、複合化は決してマイナスイメー

ジではない。 

・ハコとしての学校建築の特徴は、巨大な容積、広大な敷地、体育館・プールなどの付帯設備があ

り、豊かな施設と言える。 

 

◇複合化の事例 

・過疎化が進んでしまった中山間地域における学校の複合化の事例。４つの中学校を１つにし、市

立図書館を学校の中に複合化した事例。ここでは、卒業生が図書館に訪れるなどの光景が見られ

る。美術の優秀作品を展示することで、地域に住む高齢者の方が定期的に作品を見に訪れるよう

になった。これは、中山間部において多世代の触れ合いを可能としており、計画のときにはなか

った効果が見られている。 

・課題を効果に変えるという点から、待機児童解消のため、小学校の余裕教室がたくさんできてい

る小学校に、保育園の最年長（５歳以上）のクラスを持ってきた事例がある。小学校の空間やス

ケール感、学校の雰囲気、昇降口の大きな空間を、保育園の時代から体験することで、小学校へ

の移行がスムーズに進む効果がある。 

・保育園・幼保園と小学校がとなりあった立地にある事例では、小学校の余裕教室が増えてきたた

め、１階の保育園と対面する位置に、子育て支援の施設を設けた。それぞれ別々の施設として存

在しているが、母親にとっては同じくらいの年の子ども（保育園に通っている子ども）は１日何

をして過ごしているのだろう、小学校に入ったらどんな風になるのかということをこの施設に来

ることで自然と情報を得ることができるため、子育て期の親にとっては非常にメリットになって

いる事例である。 

・立川市第一小学校は、公民館（学習館）と図書館を複合化した事例であり、小学校と他の施設は

区切られている。小学校の図工室のとなりに陶芸の部屋があり、陶芸の部屋を使う人は、扉を開

けて小学校に入るが、土足禁止のため、小学校との接続部分で履き替える必要がある。 

・小学校、図書館、児童館、幼稚園を複合化した、千代田区の事例では、地下に温水プールがあり、

授業日の１８時以降、土日や夏休み期間などは１日開放されている。唯一、市民の方と一緒に使

うのは図書室であるが、特に問題はないと聞いている。また、従来の学校図書室のときは、静か

にしなさいと注意しても静かにならなかったが、地域の方に注意されると静かになるといった効

果もあった。利用施設によって、入口・動線を分けているので、共存している図書館であっても

安全面は確保されている。 

 

・「足す」複合化から「混ぜる」複合化へ。混ぜ方は、それぞれの地域・施設によって違い、どの

ように混ぜるかを決めるのは市民の方である。 
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― ディスカッション ― 

 

■学校への複合化 

稲生氏 学校の主役は生徒であるので、教育力をどう強化するのかという視点で複合化を考えなけ

ればならない。学習環境という意味では、小学校への移行、卒業生との交流等によって、

生徒の上下のつながりを通じて成長する視点や、地域の方と触れ合うことで生徒が成長す

るといった横のつながりなど、学習環境を整備しながら、教育力の強化を図っていく視点

が大切であると思う。他方で、学校への複合化にあたり、安全性の問題は非常に重要。開

かれた学校は、望ましいことではあるものの、そのためには、安全性が大事になる。地域

のみなさんの見守り、これをどのようにシステム化するか、この視点をいただけたらと考

えている。また、今回話は出ていないが、施設を複合化することによって管理コストを下

げる、最終的には財政面への寄与もあるので、管理の効率化の視点も出てくると思う。こ

れらの視点から見たとき、小平市における取り組みをお教えいただきたい。 

 

飯島氏 小平市では、１つの小学校で社会教育系の施設と複合化をしている。多目的室、音楽室が

あり、市民の方が利用できるが、入口は小学校の昇降口と分けてある状況。見守りに関し

て、小平市にはコミュニティ・スクールなどがあり、地域・市民の方が学校に入って活動

することが活発である。学校の先生からも、開かれた学校にした方が、かえって市民の目

もあるので、防犯対策になるという意見をいただいている。 

 

 

２ 既存建物の活用や合築による複合化 

 

■東京都小平市なかまちテラスの事例（飯島氏） 

・仲町公民館、仲町図書館を合築して１つの建物にした事例。 

・旧仲町図書館と旧仲町公民館は、道を挟んで近い立地にあった。なかまちテラスは、旧仲町図書

館の敷地に建築した。 

・旧仲町公民館、旧仲町図書館ともに老朽化が進み、耐震性、バリアフリーの問題もあった。旧建

物の延床面積は、２施設で合計１，８３８㎡であった。 

・基本コンセプトを「人と情報の出会いの場」と定めた。公民館は市民が集まり、人が活動する場

であり、図書館は、本をはじめとしてさまざまな情報がある場所である。双方の資源を有効活用

しながら、多機能感やゆったり感のある施設づくりを目指し、建設を進めてきた。 

・１階は、すべて建物が分かれている。２階、３階に行くとだんだんと施設がくっついていくとい

うおもしろい形をしている。つい先日、アジアデザイン賞を受賞した。 

・施設規模は地上３階、地下１階で、面積は旧建物の合計１，８３８㎡から１，４５３㎡になり約

２１％床面積が減った。２つの施設が１つになり、面積が小さくなった。 

・建設にあたり、市民の方に満足いただけるような施設を目指した。その中で、本のリクエスト予

約をすると、暗証番号を入れれば、ロッカーにて自動で貸し出しできるよう、本の貸出ロッカー

を設置した。これにより、図書館が開館していなくても、借りる本を２４時間受け取れるように

なった。 



- 7 - 

・施設の中にカフェが併設されている。カフェラウンジでコーヒーを飲みながら本を読むことがで

きる。このカフェラウンジ自体は、障害者団体が運営しているので、障害者の雇用といった違っ

た側面での効果もある。また、本を借りずに、施設見学をするだけの方もいるため、小平市の観

光ルートなどを発信できる、デジタルサイネージを設置している。 

・図書館よりも公民館の方が遅くまで開館しているため、図書館閉館後の公民館だけ開いている時

間に、新聞・雑誌だけでも読めるようにしておいたら便利だということで、１階エントランスに、

新聞・雑誌を置いて、読めるようにしている。 

・ロッカー室には、公民館利用団体への連絡文書等を入れて、利用者と公民館職員の間でキャッチ

ボールができるようになっている。 

・図書館はカーペットのスペースを作って、親子で本を楽しめるようにしている。また、一般市民

が入れない閉架書庫に、学校で使う図書を保管して、近くの学校との連携を行っている。 

・なかまちテラス建設の効果として、生涯学習の振興が挙げられる。公民館・図書館の連携により

利用者の主体性を尊重した学習活動の展開が期待された。施設をつくるまでに、かなり市民の方

と対話をしたので、地域コミュニティの形成や、施設ができたことによって、近隣民間事業者の

売り上げが上がったなど、産業活動の活発化がもたらされた。 

・２施設を１つにして、施設自体は小さくなったが、市民・行政を含め、みんなで知恵を出して工

夫をした結果、マイナスだけではなくプラスの施設ができた。 

 

稲生氏 立地の観点が非常に重要になってくる。また、施設の減量化によって将来の経費の削減を

やっているため、マイナスの側面が出がちではあるが、それに対してプラスの面を小平市

は重要視している。例えば２４時間図書貸出のようなサービスの拡充ということで、単な

る減量、施設の廃止だけではなくて、全体がプラスになるような観点も重要。生涯学習の

振興といった相乗効果など、副次的な効果もある。話し合いの場を設けたことによって、

その過程において地域のコミュニティが形成された効果もあった。このような視点でお話

しいただいた。こういう観点から、千葉市の施設活用の事例紹介を簡単にお願いしたい。 

 

 

３ 千葉市の事例紹介 

 

■蘇我勤労市民プラザと蘇我コミュニティセンターの事例（資産経営課長） 

・蘇我勤労市民プラザと蘇我コミュニティセンターにおける類似施設の機能統合の事例 

・蘇我コミュニティセンターの耐震性能が低く、耐震補強工事が必要とされるなか、類似施設であ

る蘇我勤労市民プラザがすぐ隣に設置されており、そちらは建物が新しく、建物性能も良いとい

う、類似施設の統合の条件が揃った事例。 

・蘇我勤労市民プラザの設置目的は、「勤労市民の文化の向上及び健康の増進を図り、もって福祉

の増進に寄与すること」で、利用対象者は「勤労者や一般の方」で市外の方も利用可能であった。 

・蘇我コミュニティセンターの設置目的は、「市民のコミュニティ活動のため」であり、利用対象

者は「市内在住・在勤の方」に限定している。 

・どちらの施設にも、音楽室・創作室・和室・多目的ホール・講習室などがあり、諸室については

機能が非常に似通っていた。 
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・Ｈ２１年度事務事業評価において、蘇我勤労市民プラザの事業の見直しの必要性について外部委

員からの指摘を受けたこと、また、蘇我コミュニティセンターは建物が老朽化し、耐震性能も低

かったため、継続利用するためには、大規模な耐震改修工事が必要であった。 

・そこで、施設の立地状況や諸室の機能、事業・施設の状況、市として公共施設の有効活用に向け

た新たな取り組みを始めたことを踏まえ、Ｈ２４年度、これら２施設を統合する利用方針案を策

定し、Ｈ２８年４月に統合するとともに、蘇我勤労市民プラザはＨ２７年度末で廃止した。 

・蘇我コミュニティセンターは、蘇我勤労市民プラザの建物に移転させた。統合にあたり、利用が

集中する諸室の拡充や図書室の設置などの施設改修を行い、それまでの両者の機能を維持した。 

・旧蘇我コミュニティセンターの建物は、他の公共施設への内部転用はしない。跡地はＪＲ蘇我駅

前の交通至便な土地であるため、当面は市が保有し、貸付等での活用を検討する。 

・統合による財政的な効果は、運営経費で約３，０００万円の削減効果がある。 

・統合後の新蘇我コミュニティセンターの利用者数は、月平均約１万５，０００人であり、諸室の

稼働率は５１．６％である。 

 

― ディスカッション ― 

 

■合築や既存建物の活用などによるその他施設の再配置について 

 

 稲生氏 学校の複合化、合築にしても、行政だけで進めることは非常に難しいし、適切でもない。

特に各論に入ってくると、いろいろな思惑がぶつかりあう分野であるが、どのように合

意形成を図っていけばよいのか、という点についてご意見をいただきたい。 

 

 山本氏 複合化にあたっては、安全性の問題が注視されるが、学校だと音の問題もある。いずれ

も建築計画・建築設備などで解決できる問題である。学校と高齢施設の合築は、事例が

あまり多くなく、難しいと思われている。相互に組み合わせると効果があるというのは、

先ほど説明したとおりである。技術的に解決できる問題はたくさんある。また、これか

らは、地域を広い目で見ていただき、公共施設だけでなく、最近各地で行われているコ

ミュニティカフェなど、民間遊休施設の活用も含めて、地域としてどんな施設がこれか

ら必要かという観点で、利活用を考えていくことが原則となる。 

 

 倉斗氏 複合的にすべきか、合築的にすべきか、という点について、学校にふさわしい、学校と

一緒にしやすい図書館などの施設にすべきなのか、それとも今まで一緒になったことが

ない高齢者施設のような施設で、化学反応的なものを期待するのかというのは、市民と

の議論の中で決めるべきポイントと考えている。 

 

 飯島氏 先ほどご紹介した、なかまちテラスをはじめ、建替えの議論のときには、最初は市民の

方から、単純に減らすのは反対といったご意見をいただいた。合築した方が効果の高い

ものができるなど、完成した後に何ができるのか、効果の見える化をしていくと、合意

形成が図られる可能性が高いと思う。 
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 稲生氏 具体的に見える化とはどういったことか。例えば、模型を作るなどいろいろな方法はあ

ると思うが、いかがか。 

 

 飯島氏 模型も市民との意見交換の時には、設計事務所に作成していただき、展示した。建物の

構造や市民の動線、施設の機能を示すことができ、市民とディスカッションをすること

によってよりよいものができる。 

 

 稲生氏 これまでの議論を通じて、千葉市の取り組みとしてどのようなものが考えられるか。 

 

資産経 私は、２年間教育委員会で、学校統合やの空き教室の活用に関する仕事もしていた。今 

営部長 回の事例紹介では、建替えのタイミングで設計すると、いろいろな考え方が取り入れら

れるため、自由度があると感じた。空き教室や余裕教室などの既存施設を活用する場合

は、改修費も含めて、物理的にもいろいろと検討しなければならないということを実感

した。また、教育委員会は安全性に対して、非常に神経質になる。今回の議論を通じて、

どんなに物理的にガードしても、地域の目で守っていかないと悲しい事件が起きてしま

うというのを感じた。今後、仮に千葉市で学校を使うとした場合は、どうやって地域の

目を取り入れて、それを理解していただいて進めていくかが１つ大きな問題だと思う。 

 

 

４ 質疑応答 

 

Ｑ 学校への複合化となると、近隣の方以外に、割と全市的な合意形成を図る必要があり、これか

ら怒涛のようにそうした状況が訪れると思うが、合意形成の対応として具体的にどのような手

法を使っていきたいと考えているか。 

   

Ａ 【資産経営部長】 

学校統合については、地元代表協議会を作って、地域の方や保護者の方々に、統合による子ど

もたちの教育環境を整える方法について議論していただき、合意形成を図っていく。施設につ

いては、冒頭でご説明したとおり、マニュアル（千葉市公共施設再配置推進指針 第１期（案））

の中では、施設を利用している方の範囲における利便性を踏まえて、どことどこの施設が複合

化しやすいか、主に施設を利用されている市民の方のご意見を聞きつつ、合意形成を図ってい

きたいと考えている。 

 

Ｑ 複合化、合築を進めるときに、住民の意見をきめ細かく聞き、今後の計画に反映させていくつ

もりはあるか。 

 

Ａ 【資産経営部長】 

  施設を利用している市民の方々に、アンケートや意見交換会などの手段で意見を伺っていきた

い。予算については、できるだけご意見にお応えし、反映させていきたいと考えている。 
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稲生氏    機能面だけでなく、予算、どこを修繕するか新しい施設に何を盛り込むかとい

う点にも、市民の方のご意見を取り入れるつもりということか。 

 

資産経営部長 意見は取り入れたい。ただし、すべてを予算に反映できるかはわからない。 

 

Ｑ 千葉市で公民館の指定管理者制度の導入について、どのように考えているか。 

 

Ａ 【資産経営部長】 

  指定管理者制度は施設管理の問題。資産経営課としては、建物をどうしていくかといった問題

がメイン。管理の問題も絡んでくるので、生涯学習部と連携して取り組んでいきたい。 

 

Ｑ 公共施設の考え方として、稼働率の話があるが、稼働率はどのように計算しているのか。また、

５１．６％の稼働率は高いのかどうか。稼働率何％を目指しているなどの目標はあるのか。 

 

Ａ 【資産経営部長】 

  稼働率は、各部屋の利用をコマ単位（昼間、夜間時間単位など）で計算している。昼間の利用

が集中していることが多いが、全体の平均で算出している。ニーズの少ない時間帯はどうして

もでてくるので、そうした時間帯に講座を入れるなどの工夫は行っているが、何％を目指すな

どの目標は定めていない。 

 

稲生氏    稼働率は面積で考えているのか。時間・空間で考えているのか。 

 

資産経営部長 面積ではなく、時間・コマ数で算出している。 

 

稲生氏    ５割と言っても、時間帯によって稼働率にばらつきがある。例えば夕方から利

用される傾向にあるなど、いろいろ傾向の違いがあり、民間施設とは異なって

いる。市としては、稼働率を高めていきたいという回答である。 

 

 

５ まとめ（稲生氏） 

 

（１）学校施設への複合化 

施設の統廃合、効率化が先行する中で、教育力の強化の観点を、施設の見直しや複合化にどの

ように盛り込んでいくかがポイント。住民の皆さんからのご意見をいただきたいと思う。 

子どもたちの安全の問題について、痛ましい事件が起こった話もあったので、地域の皆さんの

見守り、理解の上に見守っていただくといった仕組みづくりの問題もある。これは大きな課題で

あり、市民の方との議論が必要である。 

 この上で、複合施設の管理をどう効率化していくかという問題、これは将来にわたって持続可

能な施設運用のためにも、重要な視点である。 
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（２）合築による既存施設の活用 

 限られた立地の中、どのように効率的に選定していくか。市民の方にとっては、利便性の問題

があるので、いろいろな議論を踏まえて決めていくことが必要である。 

単なる施設の減量を目指すのではなく、生涯学習の振興など、さまざまな機能を付けることで、

相乗効果をどう図っていくのか、また、議論を進めていく中で、地域コミュニティの崩壊の問題

をどのように回復していくのか、未来に向けて進んでいくのかといった視点も重要になっていく

と思う。 

 

（３）その他 

総合的には、再配置の問題、学校への複合化の問題にご理解いただけるかと思うが、個別の施

設の話になると、多様なご議論、意見が出てくると思うので、千葉市においては、きめ細かい議

論、何よりも完成後の見える化の話が飯島氏からあったが、どういう風にこの施設をまとめるこ

とによって効果が見えてくるのかという点にご配慮いただいて、丁寧な行政運営を進めていただ

ければと思う。 

 

 

 

 第２部  

 

◆市民の皆さんによるグループ討議（１５：４５～１７：１５） 

 テーマ：公共施設の再配置について 

 ファシリテーター 

Ａグループ：山本 俊哉（明治大学理工学部建築学科 教授） 

   Ｂグループ：倉斗 綾子（千葉工業大学創造工学部デザイン科学科 准教授） 

 

内容 

 ・自己紹介 

 ・普段利用している公共施設の良いところ、気に入っているところ、悪いところなどを書き出す 

 ・意見を分類して、タイトルをつける 

 ・公共施設を移転する場合、どのような点を重視すべきか、各グループで意見をまとめる 

 ・再配置する場合の公共施設の組み合わせとそのメリットや留意点を考える 

 ・ファシリテーターによる各グループのまとめ発表 

 

 

Ａグループまとめ 

 ・公共施設の良いところや悪いところなどについて、一番意見が多かったのが、公民館であった。 

  （いろいろな人が来て出会える、食べ物が食べられない、音に対する配慮がない、受益者負担

の考えがない、社会の変化に対応できていない、など、何とかしてほしいという意見が多い。） 

 ・コミュニティセンターは、比較的使える、有料にしたら利用者が減ったといった意見であった。 
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◇緑区土気地区（土気駅周辺とあすみが丘）におけるケーススタディ 

 ・土気駅北口側にある土気市民センターは、利用しやすいが駐車場がない。また、築４５年を経

過しており、建替えるか建替えないか迫られている。 

・あすみが丘には、図書館やコミュニティセンターがあって便利だが、市民センターがない。 

・結論として、あすみが丘のショッピングセンターの空き店舗に、市民センターを入れ、現市民

センターは、将来の大網街道の拡幅計画の土地として有効活用しようという案がまとまった。 

 ・小学校と公民館の合築を考えたとき、公民館には最初に意見を書き出したように、様々な問題

があり、小学校には空き教室の問題がある。それぞれ性格が違う施設のため、いきなり合築す

るのではなく、試しに合築することを提案したい。例えば、公民館の料理教室は利用率が低く、

小学校の調理室も空いているので、調理室を公民館と小学校で相互に利用するようにするなど。 

 ・地元が利用できるようになっている、おゆみ野ふれあい館の方式を試してみるのはどうか。運

営委員会や施設をどう作っていくのかが課題なので、いきなり合築する前に試して、うまくい

くのなら合築を実施していきましょうというスタンスが大切。 

 

 ・グループ討議の実施にあたって、Ａグループのメンバー内に地域の人だけでなく、地域外の人

がいたことが良かった。ステークホルダーだけでなくて、地域の隣の人も呼んで議論すること

で、比較的、客観的に広域的にとらえられる。ただし、その前にしっかりと、市がなぜこうし

た議論が必要かということを検討して、次の本格的なワークショップを行ってほしい。 

 

 

Ｂグループまとめ 

 ・公共施設を機能別に分けていくと、区を拠点とした広域施設（コミュニティセンターなど）と、

コミュニティや地域の拠点となるような施設（学校など）に集約されていく。 

 ・あまり利用したことはないが、いきいきセンターなどの施設が小中学校の近くにあったら良い

のではないかという意見があった。 

  

 ◇再配置する際の留意点・メリットなど 

 ①共通すること 

・施設が集約されていくため、今まで近いと言っていた人にとっては、距離が延びる。 

・ただ施設を複合化するのではなく、地域拠点にしていくことで、障害を持った方、こども、高

齢者と心のバリアフリーが達成でき、多様性、共生を日常的に味わえる施設となる。 

・災害時には、一緒にいることで、災害弱者への対応も可能になるメリットがある。 

・地域拠点にすることで情報を共有できるメリットがある。 

 ②地域の拠点となる施設の場合（学校など） 

・学校を拠点化するとなると、閉ざされた体質を改善することが重要であり、不可欠である。 

 ・地域内の合意形成がなくては、絶対に進まないので、時間をかけて議論することが大切。 

 ③広域拠点となる施設の場合（コミュニティセンターなど） 

 ・いろいろな施設が複合化されるため、その施設に行けば用が足りるということで、迷わなくな

るし、便利になる。また、情報拠点になりうる。 
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 ◇その他 

・公共施設の再配置を進めるためには、市民の参加が不可欠である。シンポジウムを聞くだけで

なく、みんなで、このように議論することが大事。このグループ討議は良い。 

 ・シンポジウムの開催にあたり、広報は大切。動員目標を作って、もっと市民に議論をやっても

らうことが大切。若い世代に発信するなど、もっと人を呼ぶ必要がある。 

 

・施設を複合化することは、デメリットに見えるが、議論をすると新しいメリットがあることに

気が付ける。こうした活動を市民と一緒にやっていく、市民と時間をかけて議論をして浸透さ

せていくことが、非常に重要である。 

 

 

グループ討議参加者の感想 

 ・地域住民だけでなく、第三者の客観的な見方が心に響いた。 

 ・グループ討議のプログラムはなかなか良かった。施設の再配置については、こういうやり方を

しないと、住民はなかなか納得しないと思う。 

・第１部の話を聞いて終わるのではなく、アウトプットすることで、自分のこととして考えられ

る機会があって良かった。 

・公共施設の問題はすぐに訪れるので、こういう形で心のバリアが外れるようなコミュニティを

作れると良い千葉市になると思う。 

・庁内で連携して、情報を市民に伝えて、市民意識を醸成していかないと、公共施設の再配置を

実行していくには、課題があると思う。 

・広報するときには、動員目標を作って、数人でなく、たくさんの人に公共施設の見直しに関す

る大事な話を聞いて、話を盛り上げてやっていかなければいけないと思った。 

・パネルディスカッションのときの稲生先生の「丁寧な行政運営をお願いします」という言葉が

心に残った。公共施設の見直しは、時間がかかる問題だと思うので、ぜひ時間をかけて、丁寧

に、たくさんの方に広げていってほしい。 


