
（様式１）

文部科学大臣　殿

近江八幡市長　冨士谷　英正　㊞

　義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条第４項に基づき、

下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

１． 施設整備計画の名称

近江八幡市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成２６年度～平成２８年度（３年間）

（担当）

近江八幡市教育委員会事務局教育総務課

住所：滋賀県近江八幡市桜宮町２３６番地

電話：0748-36-5563（直通）

近八教委第５５号

平成 28年 10月 17日

記



３．施設整備計画の目標

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

（様式２）

　平成26年度から構造上危険な状態にある桐原小学校の校舎（耐力度点数3,984点、4,382点）の
改築を行った。
　平成29年度より構造上危険な状態にある岡山小学校の校舎（耐力度点数4,427点）を改築する。

　構造上危険な状態にある桐原小学校の校舎の改築を行ったが、同校舎はIs値がそれぞれ0.25、
0.44であったため、耐震化率が97.1％となった。
　また改築と併せて災害時にプール水を飲料水等として活用するための浄水機能を有した屋外水
泳プールの改築を行った。
　平成29年度より構造上危険な状態にある岡山小学校の校舎を改築するが、同校校舎はそれぞれ
Is値が0.54、0.66であることから工事が完了することで市内の小中学校の耐震化率を１００％となる。

　平成24年度により経年劣化が目立つ中学校のトイレにおいて、大規模改造を進めており、24年度
には八幡東中学校、25年度には八幡西中学校と安土中学校、26年度は八幡中学校が完了し、市
内４中学校の改修が完了した。小学校については、平成26年度に桐原東小学校、平成27年度に
北里小学校の改修が完了し、平成28年度は八幡小学校の改修を行っており、引き続き武佐小学
校のトイレ改修を行う。

平成26年度より整備を行った桐原小学校において、学校と地域社会が連携協力し、地域の教育力
を活かした学習活動等を行うためのスペースを設けた。



４．域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

（１）　現在の学校等の整備状況

小学校 12 校

中学校 4 校

義務教育学校 0 校

中等教育学校（前期課程） 0 校

特別支援学校（小学部及び中学部） 0 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む） 9 園

幼保連携型認定こども園 1 園

高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む） 0 校

教員及び職員のための住宅 0 戸

学校給食施設 単独校調理場 0 箇所

共同調理場 1 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 16 箇所

学校武道場 4 箇所

社会体育施設 8 箇所

（２）　整備に関する計画の策定状況

個別施設計画※１

国土強靭化地域計画※２

※１ インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日閣議決定）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※２ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）

５．施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

無し

　事後評価は、教育委員らで構成する評価委員が行うものを内部評価、学識経験者や教育関係者
で構成する評価委員が行うものを外部評価とし、それぞれが設定した指標に基づき達成度合いを
計測し､最終的な業務評価を行う。その結果は市ホームページで公表している。

学校等 学校等

計画名 策定の有無 策定年月日

無し



（様式３）

６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

（㎡、箇所
等）

うち、
補助対象
面積等

（千円）
うち、対象内
実工事費
（千円）

桐原小学校（Ⅰ期） （１） 01 危険改築 校 Ｒ H26.12～H28.3 492 134,764 平成26・27年度 耐力度3,984点、4,382点

桐原小学校（Ⅰ期） （１） 03 不適格改築 校 Ｒ H26.12～H28.3 379 103,811 平成26・27年度

桐原小学校（Ⅰ期） （５） 11 地域連携（複合型） 校 Ｒ H26.12～H28.3 68 18,625 平成26・27年度

桐原小学校（Ⅱ期） （１） 01 危険改築 校 Ｒ H26.12～H28.3 1,969 539,330 平成26・27年度 耐力度3,984点、4,382点

桐原小学校（Ⅱ期） （１） 03 不適格改築 校 Ｒ H26.12～H28.3 1,918 525,362 平成26・27年度

桐原小学校（Ⅱ期） （５） 11 地域連携（複合型） 校 Ｒ H26.12～H28.3 272 74,504 平成26・27年度

桐原小学校（Ⅰ期） （１） 03 不適格改築 屋 Ｒ H26.12～H28.3 168 92 30,006 7,371 平成26・27年度 負担金併行

桐原小学校（Ⅱ期） （１） 03 不適格改築 屋 Ｒ H26.12～H28.3 1,124 827 283,463 198,801 平成26・27年度 負担金併行

桐原小学校 （２） 29 学校水泳プール（屋外） - Ｒ H26.12～H28.3 400 400 142,702 142,702 平成27年度

桐原小学校 （４） 09 屋外教育環境 - - H26.12～H28.3 10,600 10,600 40,514 40,514 平成27年度

桐原東小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - H26.6～H28.10 225 225 68,219 64,884 平成26年度

八幡中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - H26.6～H28.10 358 358 63,666 58,202 平成26年度

武佐小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - H29.3～H29.3 224 224 58,621 58,621 平成28年度

武佐小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - H29.3～H29.3 32 32 2,100 2,100 平成28年度

計 2,597,396 1,969,591

（参考）負担金事業

桐原小学校 ― 負担金事業 屋 Ｒ H26.12～H28.3 373 193 140,683 46,396 平成26.27年度 国債事業

事業実施
年度
（予定）

備考

1,330 381,621

5,725 1,526,484

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針
事業全体の整備面積等
【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費
【負担金事業を含む】


