
 

1 目的 

本計画は、学校施設の⻑寿命化を前提とした部位別の修繕計画や、大規模改修等に係る費用の試算と時期
の想定など、学校施設の維持管理に関する総合的な計画です。 

このため、市内の学校施設を対象として、中⻑期的な維持管理等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、学校施設に求められる機能・性能を確保することを目的とします。 

なお、本計画は解説書及び文部科学省「学校施設の⻑寿命化計画策定に係る⼿引き（平成 27 年 4 月）」に
準じて作成しました。 

 
２ 計画期間 

本計画は、学校施設の使用期間が数十年にわたることや、学習内容や学習形態の変化に対応するため、中
⻑期的な視点での策定が必要です。また、本計画の上位計画である「総合管理計画」や「再編計画」の将来
的な見直し時期との整合性を図ることも必要です。 

このため、再編計画で設定された「計画期間（2016〜2045 年度の 30 年間）と見直しサイクル 5 年ごと」
を考慮し、本計画の計画期間を 2020 年度から 2045 年度までの 26 年間とします。 

なお、計画期間内で、児童生徒数の増減や建築コストの変動などの社会情勢の変化、教育ニーズの変化、
本市の財政状況の変化などの様々な変動に対応するため、本計画においても、再編計画の見直しサイクルに
あわせた計画の見直しを行います。 

 

26 年間 （ 2020 年度 〜  2045 年度 ／ 5 年ごとに見直し） 

    ※再編計画の見直し時期にあわせて、本計画の見直しを行います。 

３ 対象施設 

南砺市が保有する学校施設（小学校、中学校）を、本計画の対象とします。 
 

 
 
 
 
 

 
 

４ 学校施設の目指すべき姿 

「第 2 次南砺市教育振興基本計画(南砺市)」、「学校施設整備基本構想の在り方について(文部科学省)」を
踏まえ、学校施設の⻑寿命化に向けて、老朽化対策や時代のニーズに対応した学校施設整備を行います。 

①安全性 ・ 誰もが安全・安心に利用できる施設 
・ 災害時の拠点としての機能を備えた施設 

②学習活動への適応性 
・ 多様な学習への対応やきめ細かな指導ができる施設 
・ 誰もが快適に利用できる施設 
・ 省エネルギーに配慮した環境負荷の少ない施設 

③地域の拠点化 ・ 他の公共施設との複合化を視野に入れた地域に開かれた施設 
 

５ 学校施設の実態 

1）将来の児童生徒数 ※推計値 
（小学校児童数） 2020 年：2,146 人 ⇒ 2045 年：1,802 人  344 人（-16%）減少 
（中学校生徒数） 2020 年：1,150 人 ⇒ 2045 年： 882 人  268 人（-23%）減少 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2）学校施設の保有量 

（全延床面積）119,168 ㎡ ※校舎が全体の 7 割近い 
（築年数別） 築 20 年以上 30 年未満：3.5 万㎡  

30 年以上 40 年未満  ：2.8 万㎡  ※30 年以上の建物は 5.7 万㎡で全体の 5 割 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 用途別の延床面積                   図 築年別の延床面積 
６ 学校施設整備の基本的な方針等 

1）学校施設の規模・配置計画等の方針 
◆ 小学校や中学校は、地域の中核的な施設であることから、８地域それぞれで維持 
◆ 将来の人口減少に伴い、地域内の児童生徒数が適正規模を下回れば、統合の必要を検討 
◆ 既存施設の更新や大規模改修を行う際には、減築の検討や周辺の公共施設の機能の複合化も検討 

2）改修等の基本的な方針（⻑寿命化の方針） 
◆ 今後は、中⻑期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を実現するため、「⻑寿命

化改修」へ転換 
◆ 老朽化による大規模な不具合が生じた後に修繕等を行う「事後保全」だけではなく、損傷が軽微な段

階からの予防的な修繕等を行うことにより、機能や性能の保持・回復を図る「予防保全」を導入 
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① 城端小学校 ⑦ 福光南部小学校 ⑬ 福野中学校

② 上平小学校 ⑧ 福光東部小学校 ⑭ 福光中学校
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④ 井口小学校 ⑩ 平中学校 ⑯ 利賀小中学校

⑤ 福野小学校 ⑪ 井波中学校

⑥ 福光中部小学校 ⑫ 井口中学校
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（2020 年 3 月）[南砺市] 

【概要版】 南砺市立学校施設個別施設計画 

図 将来の児童生徒数の推移 
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７ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

1）改修等の整備水準 
施設全般 ①機能性等の向上 ・ユニバーサルデザインの導入 

・ICT 環境では、より効果的なネットワーク環境を検討 
・環境負荷を低減しつつ、快適性の確保とランニングコストを抑制 

 ②学校施設のバリア 
フリー化の推進 

・障がいの有無にかかわらず、全ての児童生徒や地域住⺠が学校施
設を利用することから、バリアフリー化の推進 

個別構造 ①構造躯体の⻑寿命化 ・躯体の耐用年数までの使用を想定した改修計画の策定 
 ②屋根・外壁等の外装材 ・耐久性に優れた材料を使用、耐用年数に応じた外装材の補修や更

新を実施 
 ③内部仕上げ ・社会的要求を満たす機能や性能を検討 
 ④設備機器 ・⻑寿命化において配慮すべき性能に対して、各部の整備レベルを

設定し、対費用効果を考慮して、最適な仕様を設定 
・建物の整備レベルの統一 

2）維持管理の項目・手法等 
【維持管理の項目・手法】 

◆ 定期的に改修工事を行うだけでなく、日常的、定期的に施設の点検や清掃、情報管理を行います。 
◆ 日常的、定期的な維持管理により、建物の劣化状況の詳細な評価ができるため、施設に応じた維持、

改修内容や時期を計画に反映します。 
【適切な維持管理に向けた評価項目の設定】 

◆ 構造躯体の点検・評価は、既往の「耐震診断報告書」などを活用することを基本とします。 
◆ 躯体以外の劣化状況に関する点検・評価は、建物ごとの「屋根・屋上」、「外壁」、「内部仕上げ」、「機

械設備」、「電気設備」を劣化状況を把握する部位とし、その度合いを評価して今後の維持・更新のた
めの指標とします。 

８ 長寿命化の実施計画 

1）⻑寿命化のコストの見直し、⻑寿命化の効果 
従来型の建て替え中心での更新では、改築が多くなり多額の出費が想定されます。このため、中⻑期の実

施計画にあたっては、年度ごとの施設関連経費の差が小さくなるように、各施設の改修や改築時期を調整す
るなど、【コストの平準化】を図ります。 
【見直しの STEP】 

 
 
 
 

【⻑寿命化の効果】 
①資産の有効活用  ：公共の資産を⻑く有効に使い続けることが可能となります。 
②財政面等への貢献 ：計画期間内（26 年間）のトータルコストが、【従来型】に⽐べ【⻑寿命化型】

が安くなります。    
③学習活動制限の軽減：改築の回数の減少により教室が使用できない期間が少なくなり、学習活動への

影響が軽減されます。 
④自然環境への貢献 ：改築の回数の減少により建設廃棄物の排出量や CO2 発生量を大幅に減少で

き、自然環境への負荷量低減に貢献できます。 
⑤効率化に向けた時間の確保：改築時期の延⻑により、児童生徒数や学習指導方針、財政運営状況、地

域の実情に応じた施設の在り方の検討時間が確保できます。 

【コストの平準化】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜計画期間 26 年間の削減額＞ 
STEP1−STEP3＝−152 億円 

         （45％減） 
 
 
 
 
 
 
 

９ 長寿命化計画の継続的運用方針 

【情報基盤の整備と活用】 
管理・運営状況等の情報を公共施設全体とともに共有し、効率的かつ効果的な維持管理を目指します。 

【推進体制等の整備】 
学校施設は、南砺市の公共施設の一部でもあることから、総合管理計画・再編計画との連携を図りつ
つ、地域に開かれた施設となるように、横断的な体制で計画の進捗状況を管理します。 
また、地域コミュニティの観点から、地元住⺠や関係団体等の意見を反映しながら取組みます。 

【フォローアップ】 
今後は、事業の進捗状況、劣化調査等の結果を反映しながら、本計画の進捗状況や社会的要請、ニーズ
の変化に応じて適宜フォローアップを行い、総合管理計画・再編計画とともに、5 年間隔を目途に、
PDCA サイクルによる随時見直しを行い、実現性・実行性を確保した計画とします。 

STEP1 
従来型           
建て替え周期約 50 年のコスト試算 

STEP2 
標準的な長寿命化型  
建て替え周期約８０年のコスト試算 

STEP3 
バランスのよい長寿命化型  
ステップ２試算結果の平準化等 

STEP1 
従来型           
建て替え周期約 50 年のコスト試算 

STEP2 
標準的な長寿命化型  
建て替え周期約８０年のコスト試算 

STEP3 
バランスのよい長寿命化型  
ステップ２試算結果の平準化等 
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従来型の平均 
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