
（様式１）

   文部科学大臣  様

大阪府知事

 松井 一郎

   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

大阪府公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成２８年度～平成３０年度（３年間）

（担当）

大阪府教育庁 施設財務課

住所：大阪府大阪市中央区大手前2丁目 別館３階

電話：06-6944-9385（直通）

教 施 財 第 ３７６ ６号

平成３０年２月１６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）

（大規模改造（老朽））
 建築後30年以上経過した建物が70パーセント以上を占めており、外壁の劣化による剥落や、屋
上防水機能の劣化による雨漏りなどを改修し、児童・生徒の安全・安心を確保する。

（防災機能強化）
 公立学校施設については、「公立学校施設における天井等落下防止対策等の加速について」
（平成24年9月18日付24文科施第290号）において、致命的な事故が起こりやすい屋内運動場等の
天井について、対策を講ずべき目標年度を示し、落下防止対策を実施する。

（空調設備）
 支援学校では、体調の維持管理が困難な児童・生徒が多く在籍するため、各教室の古い設備の
ものを対象として工事を行い、安全・安心な教育環境を確保する。



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 校

中学校 1 校

義務教育学校 校

中等教育学校（前期課程） 校

特別支援学校（小学部及び中学部） 77 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む） 5 園

幼保連携型認定こども園 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） 180 校

教員及び職員のための住宅 戸

学校給食施設 単独校調理場 41 箇所

共同調理場 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 181 箇所

学校武道場 139 箇所

社会体育施設 139 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

有 平成28年3月

 目標の達成状況を評価するための指標を検討し、計画期間終了後、指標に基づく評価を実施す
る。

学校等 学校等

計画名 策定の有無 策定年月日

有 平成28年3月



（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）

堺支援学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H28.6～H28.8 772 772 23,228 23,228 平成28年度 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算

刀根山支援学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H28.6～H28.8 357 357 25,450 25,450 平成28年度 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算

中津支援学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.6～H28.9 403 403 17,279 17,279 平成28年度 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算

富田林支援学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.5～H29.9 1,943 1,943 54,301 54,301 平成29年度 平成28年度一般会計第２次補正予算

生野聴覚支援学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.5～H29.9 1,767 1,767 74,139 74,139 平成29年度 平成28年度一般会計第２次補正予算

堺聴覚支援学校 （２） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H30.3～H30.3 6,399 6,399 200,000 200,000 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

八尾支援学校 （２） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H30.3～H30.3 3,992 3,992 200,000 200,000 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

佐野支援学校 （２） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H30.3～H30.3 3,478 3,478 200,000 200,000 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

和泉支援学校 （２） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H30.3～H30.3 3,242 3,242 200,000 200,000 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

守口支援学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H30.3～H30.3 2,774 2,774 106,447 106,447 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

吹田支援学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H30.3～H30.3 3,124 3,124 157,913 157,913 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

光陽支援学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H30.3～H30.3 2,971 2,971 116,121 116,121 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

西淀川支援学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H30.3～H30.3 1,812 1,812 84,640 84,640 平成29年度 平成29年度一般会計第１次補正予算

計 33,034 33,034 1,459,518 1,459,518

事業実施
年度
（予定）

備考学校等の名称 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】


