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2017学校施設・整備等教育再生セミナー

開催経緯

　セミナーテーマは「学校環境・施
設整備の未来像に向けて」。国をあ
げた取組である施設の老朽化対策。
文部科学省では「文部科学省インフ
ラ長寿命化計画（行動計画）の策定
について」の中で、公立学校施設や
社会教育施設等の個別施設計画を平
成32年度までに策定することを求
めている。しかし、近年の学校施設
は老朽化にとどまらず、ICT化をは
じめとする社会の変化にも同時に対
応し、これからの社会を担う子ども
たちが学び成長するための環境を整
えることが求められている。そのた
めに必要な情報や考え方の発信・提
供がねらいで、開催にあたっては富
士ソフト株式会社による特別協賛、
株式会社星光社、大建工業株式会
社、TOA株式会社、プライム・スタ
ー株式会社、リフォジュール株式会
社の協賛のほか、公益社団法人日本
ファシリティマネジメント協会の協

力をいただいた。
　講師は、文部科学省大臣官房文教
施設企画部施設企画課の西村文彦課
長補佐、牛久市教育委員会の高野裕
行氏、立命館守山中学校・高等学校
の文田明良副校長、株式会社ファイ
ンコラボレート研究所の望月伸一代
表取締役で、西村氏と望月氏は昨年
に続いての登壇である。さらには、

特別協賛の富士ソフト株式会社よ
り、教育施設のICT化に向けた提案
も行われた。

学校施設のマネジメント 
～文部科学省の取組

　まず西村氏は、現代の社会に対す
る認識として、有識者の言葉を紹介
しながら新しい社会構造を生み出し
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学校を取り巻く多様な課題を考える
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会場の様子

講演の様子 展示スペースでさまざまな提案を受ける参加者
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ていかなければならないときである
との認識を示す。それには、多様な
背景を持つ人びとによる検討が必要
で、学校施設に限ってみても、学校
は地域コミュニティの中心であり、
まちづくりの拠点であるという。公
共施設マネジメントの仕組や文教施
設の現状を説明する中では、老朽化
している施設は学校に限らず他も同
じようにあることや文教施設は棟数
でも面積でも大きな割合を占めるた
め、ここを考えることはマネジメン
ト上極めて重要であると指摘する。
そしてこれからどういったサービス
や施設が求められるのか、計画から
発注、運営などをセットで考えるこ
とが必要になるという。
　文部科学省が平成27年４月に策
定した「学校施設の長寿命化計画策
定に係る手引き」を通して、学校施
設のマネジメントの考え方や留意点
を説明するに際しては、より良い教
育環境を継続的につくっていくこ
と、などの目的を明確にすることが
まずは大切なことという。そして、
専門的な知識が不足している職員で
も取組むことができるようにとこの
春に策定した解説書も紹介した。そ
して、マネジメントを検討する中で
は避けて通ることができなくなりつ
つある学校施設と他の公共施設の複
合化について、続けて説明する。実

際に複合化する例が増えているとも
西村氏。ここでは、検討の際には教
育的側面からすることも必要である
ことや、関係者が増えるが故の連携
の重要性、セキュリティや管理区分
の明確化などが重要になると指摘。
そのほか、スポーツ施設に関する情
報やコンセッション方式の考え方な
ど、今後のマネジメントに必要な内
容を幅広く発信された。

平常時×緊急時、さらに 
教育×校内連絡に使う 
学校ICTの紹介

　続いて、協賛企業によるプレゼン
テーションとして登壇したのは、富
士ソフト株式会社みらいスクール事
業部の井出淳氏である。井出氏は、
校内LANと大画面テレビを活用する
効率的な施設整備のご提案として、
同社のみらいスクールステーション
を説明した。これは、専用端末であ
るメディアボックスを教室にある大
画面テレビにつないで常設すること
で、「平常時×緊急時」さらには「教
育×校内連絡」の一台二役として活
用できるICT環境をつくることがで
きるシステム。既存の環境を活用し
ながら作り出すICT環境の様々な特
徴について説明があった。（詳細は
P.47参照）

私たちの想いが、 
新たな学校づくりを実現

　休憩を挟み、午後の講演は３つで
ある。まずは、牛久市教育委員会の
高野裕行氏である。高野氏は、地方
公共団体の職員として、子ども達
に、そして地域施設としての役割が
学校に求められる昨今、施設からそ
の「求められるもの」について考え
続けている。平成22年に開校した
市立ひたち野うしく小学校の施設整
備で立案から竣工まで直接かかわっ
たときには、自ら市内の学校を回っ
て教職員から意見を集め、その内容
を踏まえた基本設計を作成した。工
事監理も行い、その後も市立学校の
施設整備に業務でかかわっている。
　講演では当時を振り返りながら経
緯や設計におけるポイントなどにつ
いて写真を示しながら解説し、完成
後の使われ方も含めて紹介をする。
その中では、ひたち野うしく小学校
を考えるにあたり、市長の考えと教
員の声を踏まえて８つのコンセプト
をまとめたこと、委員会形式で人を
集めても本当の声は出しづらいと考
えて、委員会の前に自分達（市役所）
で学校を回り、教職員から集めた意
見を委員会で検討したこと、その中
には特別支援学級を低学年教室と保
健室、どちらに近づけるかで意見が

西村文彦氏 井出 淳氏 高野裕行氏 文田明良氏 望月伸一氏
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分かれたことなどがあった、と話し
た。

新たな教育基準に備えた 
学びの環境の未来に向け

　続いては、立命館守山中学校・高
等学校の文田明良氏である。
　現在各地で取組まれている学び方
の変化は、あるべき学びの姿に戻ろ
うとしているかもしれないという文
田氏は、新しい学習指導要領で教員
の学力観・価値観が問われていると
いう。自身の海外研修の経験を踏ま
え、わかりやすく教えることを心掛
けてきた指導（授業）は、生徒に力
の付くものだったのか、求められて
いるのは、悩みぬいて自分の考えを
絞り出させることではないかと問い
かける。そのうえで生徒主体とは何
を指すのか考えれば、これは生徒任
せではなく、生徒がそうなるように
導く教員が必要だという文田氏。そ
して、個々が変わるだけではなく、
学校全体として変わらなければなら
ないと指摘する。
　文田氏は、平成26年にキャンパ
スを移転した立命館中学校・高等学
校のプロジェクトにも携わってお
り、このときの経験から、施設が変
わると生徒は変わると話す。施設が
変わると教員が変わるかは微妙だ
が、しかし、生徒が変わると教員も
変わるので、施設にかかわる変化
は、学校全体に影響をもたらす良い
機会になると続ける。この移転プロ
ジェクトでは、ICTを活用して生徒
の探求や発表を重視したコーディネ
ートをするだけでなく、これからど
んな教育が必要となるのか、そのた
めに何が必要なのか、教員に必要な
スキルとは何か、などを話し合いな

がらつくってきたそうで、前段の話
を踏まえたうえで、新キャンパスの
特色を「発信力・仲間の活躍を見せ
る」「デジタル化などの教員の使い
やすさ」「いつでもどこでも使える
こと」「ICTによる双方向の実現」と
いった４つの視点から説明。新しい
環境で何ができるのか、どう使って
いるのか、生徒がどのように変わっ
てきたのか、など起きていることを
紹介した。

学校施設の長寿命化計画（個別
施設計画）の策定によって、新
しい学校を生み出していく

　望月氏の講演は、この４月に文部
科学省が公表した学校施設の長寿命
化計画策定に係る解説書とその先の
取組に対する考え方である。
　長寿命化計画の策定にあたって
は、対象建物の状況把握が必要で、
解説書に従って取組む場合には、添
付されているソフトのフォーマット
に入力していくと、コストも含めた
状況把握ができると望月氏は説明す
る。ここで、現状把握のための劣化
状況の確認は継続して行うことが大
切だともいう。そして、将来的な見
通しにおいて財政制約を踏まえた施
設設備予算の上限（財政制約ライン：
これを定めること自体が大きな課
題）から乖離しないかを把握するこ
と。できていない場合には総合管理
計画の内容を踏まえて差を埋めなけ
ればならないという。また、これか
らの施設整備の基準をどこにもって
いくのか（現状から変えるのか）、
この２つが大切になると指摘する。
　今後の学校施設整備に際しては、
防災機能の強化やまちづくりとの連
動が必要で、以前から指摘されてい

ることではあるが、財源や人口動向
なども踏まえたうえでの答えはまだ
出せていないという望月氏。学校は
平日の日中が活動時間と考えれば、
１年のおよそ半分しか使われていな
いことなども含めて、ありとあらゆ
る検討によって解決策を探る必要性
を指摘する。
　その、ありとあらゆる可能性を検
討する例として、ある地方公共団体
の取組から説明する望月氏は、この
計画は文部科学省の指示だからとつ
くるのではなく、20年、30年先の
新しい学校を生み出すという思いで
取組めば、必ず答えはあると力を入
れる。
　さまざまな例を示しながら説明を
してきた望月氏は講演の最後、講演
内でも示してきた定量的なデータを
つくるところから始めなければなら
ない場合も多く、前に進めることが
難しい点もあるが、やれば必ず効果
は出る。計画を出さなければならな
いからやるのではなく、自分達の街
をよくするのだとやる気を持って取
り組んでほしいと繰り返し呼びかけ
て講演をまとめた。

協賛企業による 
学校施設整備への提案

　さて、今回のセミナーでは、協賛
企業（富士ソフト、大建工業、プラ
イム・スター、リフォジュール、星
光社、TOA）による展示、参加者に
対する提案のスペースも設けること
ができた。彼らの提案をみてみよ
う。
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富士ソフト株式会社

　みらいスクールステーションは、
教室に常設するメディアボックス
を、既存の設備として設置されてい
る電子黒板やプロジェクターなどの
大型提示装置と校内LANに接続する
ことで、ICTを活用した授業と平常
時・緊急時問わずに使える校内連絡
システムを同時に常備できるように
なる学校ICT機器である。既存のシ
ステムを活用するために、低コスト
かつ効率のよい整備が可能で、同社
によると、校内放送やコンピュータ
教室の設備更新時や、電子黒板導入
時、校舎の建築工事などのタイミン
グで採用する例が多いという。
　活用の特長として、専用のリモコ

ンによる操作はPCスキルを問わな
いだけでなく、教室にPCを持込む
必要もないため、配線や機材準備の
煩わしさからも解放されること。起
動が早く、使いたいときに使うこと
のできるストレスフリー。従来放送
室など限られる場所だった放送の発
信を校内LANの活用でどこからでも
できるようになる利便性の高さ。さ
らには、無線通信機能によって、タ
ブレット端末からの画像転送なども
できる高機能化などがあげられる。
同社によると、導入されている学校
での活用事例として、キャンパス内
の100を越えるモニターをメディア
ボックスと接続して、エントランス

付近ではキャンパス案内、職員室で
は教員向け連絡事項など、その場に
適した校内連絡を文字情報や画像に
よって行っている例や、運動会など
の屋外行事を撮影し、リアルタイム
で校舎内の観覧スペースに設置した
大型モニターで鑑賞してもらう例、
同じく音声のみだった朝礼を校内ラ
イブ放送として映像で配信したとこ
ろ、しぐさや表情などでよりたくさ
んの内容が子どもに伝わっていると
感じている例、さらには緊急地震速
報と連動させることで特別支援学校
の安心・安全と学習利用を両立につ
なげている例などがあるという。

大建工業株式会社

　内装材や住宅機器などの製造販売
を行っている大建工業が提案するの
は長く使うことのできる床材であ
る。無垢のナラ材に対して1.5倍の
強度を持たせたフローリング材は、
独自のWPC加工処理と基材強化処
理が施されたもの。そのため落下物
による凹みキズやキャスターなどに
よるすり傷（スクラッチガード機
能）、さらには水がかりにも強い。
木のぬくもりを持ちながらも土足対

応可能な薄単板の床材である。化粧
は国産材をはじめ８種類の天然木か
ら選ぶことができるまた、優れた加

工技術は対汚染性も高く、清掃も多
くの汚れに拭き取りで対応できると
いう。

デザイン性も高い床材大建工業展示ブース

メディアボックスと専用のリモコン 富士ソフト展示ブース
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株式会社星光社

　通信機器メーカーの星光社が提案
するのは、情報の共有である。既存
のインターネット接続環境を活用し
て、スピーディかつ確実に情報を一
斉配信できる連絡網システム。この
システムは、個人情報の管理を保護
者側で行うことが特徴だ。あわせ
て、学校と家庭の連携による情報集
約・共有システムの提案も行ってい
る。
　他に、吸音製品も同社は提案す
る。近年、多機能化による使われ方
の変化や急激な児童生徒数の変化な

どによって、当初の計画とは異なる
使い方をせざるをえない場合もあ
る。その際に課題となるものの一つ
が音の問題だ。聞こうと思っても聞
こえなければそ
れは児童生徒に
とってストレス
になるだけであ
る。そこで同社
では、窓や壁に
設置するだけの
吸音カーテンを
提案。特殊吸音

材をカーテン生地でカバーし、縦型
ブラインドに製品化。開口部の大き
さに合わせて設置できるため効率も
良く、色は50色と意匠性も高い。

TOA株式会社

　音とセキュリティの専門メーカー
である同社のシステムは学校で目に
する機会も多いが、今回同社が提案
してくれたのは、校庭の音環境改善
システムである。音の広がりが水平
方向に強く、垂直方向に広がりにく
い技術であるラインアレイ方式を採
用した屋外用のコンパクトなスピー
カーは、必要な場所で的確な聞き取

りを可能とする。そのため学校外に
音が漏れることを極力防ぐことがで
きる。音の広がりはシミュレーショ
ンが必要になるが、設置はスピーカ
ーの交換で対応できるので、現状の
配線などを活用することも可能。ま
た、教室内で使用するマイクとスピ
ーカーも参考展示として紹介してい
た。声が届くかどうかという視点で

はなく、補聴器と組み合わせた聴覚
障害児への対応や教員の喉を守ると
いう視点からの提案である。

TOA展示ブース。左がラインアレイスピーカー

プライム・スター株式会社

　学校施設でもここ数年の間に照明
はLEDランプを採用しているが、「だ
からこそ」と同社はLEDの安全性を
指摘する。LED照明を採用する効果
としてまずあげることができるのは
節電をはじめとする効率。しかし、
効率だけを求めてしまった結果、ち
らつきやノイズといった目に見えな
い影響に利用者が悩まされてしまっ
た例があることを説明、照明はあか
りが照らす環境を快適にする役割も

持っていると同社は力を込める。同
社製造のランプは、ちらつきやノイ
ズはもちろんのことブルーライトの
軽減などにも独自に取組み、（一社）
日本医療協会の認証も取得。目を守
る優しい光で子どもたちを照らす。
また、ライフライン維持を目的とし
た防災の現場で使うことのできる小
型軽量の非常用蓄電池、LEDの節電
性に着目した非常用LED照明も展示
されていた。 プライム・スター展示ブース

星光社展示ブース吸音カーテンのサンプル
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リフォジュール株式会社

　リフォジュールが提案するのは膜
天井システムである。体育館などの
大空間は、特定天井として厳しい落
下防止対策が義務付けられるように
なった。そのため、天井が取付けら
れていた学校体育館の多くは対策と
して撤去する例がみられる。しか
し、天井には音環境や熱環境を維持
するための役割も備わっており、撤
去すればよいものともいえない。そ
こで注目されているのが軽量な膜天
井システムである。特殊シート（膜）
と軽量フレームで構成されている同
社の膜天井は、美観や短工期、吸音
効果など様々な特徴をあげることが

できるが、最大の特徴は軽さ。２
kg/㎡の重量は、一般的な石膏ボー
ドと比べた場合およそ1/10～ 1/30

となるため、地震時には振動を吸収
して落下しにくい。万一落下した場

リフォジュール展示ブース

合の安全性も大きく異なる。また、
健康面への配慮（F☆☆☆☆取得）
や火災に対する安全性も考慮された
製品であることも話してくれた。

膜天井の見本
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