
（様式１）

文部科学大臣　殿

　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

宇部市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成２７年度～平成２９年度（３年間）

（担当）

宇部市教育委員会施設課

電話：0836-34-8606

記

平成３０年　５月１１日

宇部市長　久 保 田　后 子　印

宇 教 施 第　 ４６　号

住所：山口県宇部市港町一丁目１１番３０号



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

（様式２）

　 児童・生徒の安全を早急に確保するため、危険改築事業（校舎1校、屋内運動場3校）、不適格改
築事業（校舎1校、屋内運動場2校）、耐震補強事業（校舎1校）、防災機能強化事業（校舎1校）を行
い、学校施設の耐震化を図る。

（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



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 24 校

中学校 12 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） 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む） 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） 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 箇所

共同調理場 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 35 箇所

学校武道場 箇所

社会体育施設 18 箇所

（２）　整備に関する計画の策定状況

学校等 学校等

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

無し

策定の有無計画名

　計画期間経過後に、評価結果等を市のホームページで公表する。



（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）

東岐波小学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H27.4～H27.7 706 351 214,168 110,090 平成27年度 耐力度2,923点、負担金併行

東岐波小学校（Ⅱ期工事） （２） 37 太陽光発電等 - - H27.4～H27.7 19.8 19.8 19,800 19,800 平成27年度

新川小学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 校 Ｒ H27.4～H27.6 953 726 213,747 165,018 平成27年度 耐力度2,857点

原小学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H27.4～H27.7 556 420 181,248 1,409,947 平成27年度 耐力度2,860点、負担金併行

原小学校（Ⅱ期工事） （２） 37 太陽光発電等 - - H27.4～H27.7 19.8 19.8 19,800 19,800 平成27年度

西岐波中学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H27.6～H27.9 0 0 18,650 18,650 平成27年度 耐力度2,819点

上宇部中学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H27.4～H27.9 728 464 256,214 169,329 平成27年度 耐力度3,084点、負担金併行

上宇部中学校（Ⅱ期工事） （２） 37 太陽光発電等 - - H27.4～H27.9 19.8 19.8 21,780 21,780 平成27年度

神原小学校 （２） 05 （特）地震補強 校 Ｒ H27.7～H28.1 1,093 1,093 15,078 15,078 平成27年度 Is0.24

学校等の名称
事業
区分

目標 備考

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】 事業実施

年度
（予定）

神原小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.7～H28.1 2,402 2,402 19,039 19,039 平成27年度 Is0.41、Is0.68

藤山小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.7～H27.10 1,785 1,785 15,811 15,811 平成27年度 Is0.58

藤山小学校 （２） 05 （特）地震補強 校 Ｒ H27.9～H28.2 3,177 3,177 40,446 40,446 平成27年度 Is0.27

桃山中学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H28.1 1,756 1,756 25,568 25,568 平成27年度 Is0.66

桃山中学校 （２） 36 防災機能強化 校 - H27.6～H28.1 1 1 31,633 31,633 平成27年度

藤山中学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.7～H28.3 2,442 2,442 70,763 70,763 平成27年度 Is0.51、Is0.53

藤山中学校 （２） 05 （特）地震補強 校 Ｒ H27.7～H28.3 308 308 51,118 51,118 平成27年度 Is0.22

藤山中学校 （２） 36 防災機能強化 校 - H27.7～H28.3 1 1 69,580 69,580 平成27年度

藤山小学校 （２） 36 防災機能強化 校 - H28.3～H29.2 1 1 132,500 132,500 平成28年度

吉部小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - H28.3～H28.7 1 1 35,000 35,000 平成28年度

万倉小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - H28.3～H28.7 1 1 35,000 35,000 平成28年度

船木小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - H28.3～H28.7 1 1 35,000 35,000 平成28年度



（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）

学校等の名称
事業
区分

目標 備考

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】 事業実施

年度
（予定）

琴芝小学校（Ⅰ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 676 122 291,603 66,057 平成28年度 耐力度3,232点、負担金併行

琴芝小学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 - 554 - 225,546 平成28年度 耐力度3,232点、負担金併行

鵜ノ島小学校（Ⅰ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 573 109 272,302 55,818 平成28年度 耐力度3,184点、負担金併行

鵜ノ島小学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 - 464 - 216,484 平成28年度 耐力度3,184点、負担金併行

鵜ノ島小学校（Ⅰ期工事） （２） 03 不適格改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 142 27 67,480 13,832 平成28年度 全面改築、負担金併行

鵜ノ島小学校（Ⅱ期工事） （２） 03 不適格改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 - 115 - 53,648 平成28年度 全面改築、負担金併行

厚南中学校（Ⅰ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 605 85 247,878 51,399 平成28年度 耐力度3,236点、負担金併行

厚南中学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H28.12～H29.3 - 520 - 196,479 平成28年度 耐力度3,236点、負担金併行

西岐波小学校（Ⅰ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 558 112 266,568 69,313 平成28年度 耐力度4,309点、負担金併行

西岐波小学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 - 446 - 197,255 平成29年度 耐力度4,309点、負担金併行

岬小学校（Ⅰ期工事） （２） 01 危険改築 校 Ｒ H29.3～H30.3 900 540 312,892 187,735 平成28年度 耐力度3,660点他

岬小学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 校 Ｒ H29.3～H30.3 - 360 - 125,157 平成29年度 耐力度3,660点他

岬小学校（Ⅰ期工事） （２） 03 不適格改築 校 Ｒ H29.3～H30.3 66 40 21,833 13,100 平成28年度 全面改築

岬小学校（Ⅱ期工事） （２） 03 不適格改築 校 Ｒ H29.3～H30.3 - 26 - 8,733 平成29年度 全面改築

原小学校 （２） 36 防災機能強化 校 - H29.3～H29.3 1 1 60,570 60,570 平成28年度

桃山中学校（Ⅰ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 729 292 324,781 129,912 平成28年度 耐力度3,289点、負担金併行

桃山中学校（Ⅱ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 - 437 - 194,869 平成29年度 耐力度3,289点、負担金併行

厚東川中学校（Ⅰ期工事） （２） 03 不適格改築 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 684 274 304,733 121,893 平成28年度 Is0.20、負担金併行

厚東川中学校（Ⅱ期工事） （２） 03 不適格改築 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 - 410 - 182,840 平成29年度 Is0.20、負担金併行

神原小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H30.2～H30.3 1,826 1,826 65,000 65,000 平成29年度 Is0.42

神原小学校（Ⅰ期工事） （２） 36 防災機能強化 校 - H30.2～H30.3 1 1 54,274 54,274 平成29年度



（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）

学校等の名称
事業
区分

目標 備考

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】 事業実施

年度
（予定）

二俣瀬小学校（Ⅰ期工事） （２） 03 不適格改築 屋 ＲＳ H30.2～H30.3 532 43 36,995 36,995 平成29年度 Is0.23、負担金併行

東岐波中学校（Ⅰ期工事） （２） 01 危険改築 屋 ＲＳ H30.2～H30.3 795 48 47,574 47,574 平成29年度 耐力度3,289点、負担金併行

計 3,896,426 4,885,433



（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）

学校等の名称
事業
区分

目標 備考

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】 事業実施

年度
（予定）

（参考）負担金事業

東岐波小学校（Ⅱ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H26.8～H27.7 355 342 104,078 100,266 平成27年度 H26年度申請負担事業

原小学校（Ⅱ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H26.9～H27.7 136 136 40,254 40,254 平成27年度 H26年度申請負担事業

上宇部中学校（Ⅱ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H26.8～H27.9 264 264 86,885 86,885 平成27年度 H26年度申請負担事業

琴芝小学校（Ⅰ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H28.12～H29.11 218 65 88,701 26,610 平成28年度 H28年度申請負担事業

琴芝小学校（Ⅱ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H28.12～H29.11 - 90 - 36,524 平成29年度 H28年度申請負担事業

鵜ノ島小学校（Ⅰ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H28.12～H29.12 179 54 80,509 24,153 平成28年度 H28年度申請負担事業

鵜ノ島小学校（Ⅱ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H28.12～H29.12 - 125 - 56,356 平成29年度 H28年度申請負担事業

黒石小学校 ― ― 負担金事業 校 Ｒ H28.8～H29.3 919 919 265,500 265,500 平成28年度 H28年度申請負担事業

厚南中学校（Ⅰ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H28.12～H29.11 533 160 201,275 60,382 平成28年度 H28年度申請負担事業

厚南中学校（Ⅱ期工事） ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H28.12～H29.11 - 373 - 140,893 平成29年度 H28年度申請負担事業

西岐波小学校 ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 612 612 225,969 225,969 平成29年度 H29年度申請負担事業

桃山中学校 ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 409 409 173,591 173,591 平成29年度 H29年度申請負担事業

厚東川中学校 ― ― 負担金事業 屋 ＲＳ H29.3～H30.3 454 454 182,318 182,318 平成29年度 H29年度申請負担事業



（別表）事業区分

項 事業区分（交付要綱別表１より） 事業単位 （参考）

01 構造上危険な状態にある建物の改築 危険改築

（財）地震改築 地震財特法（Is値0.3未満）

02 長寿命化改良事業 長寿命化改良事業

03 不適格改築 不適格改築

（特）地震改築 地震特措法（Is値0.3未満）

（特）地震改築（特支）
地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学
校又は幼稚園

04 津波移転改築 津波移転改築

05 補強 大規模改造（補強）

地震補強 地震特措法（Is値0.3以上）

（特）地震補強
地震特措法（Is値0.3未満）又は地震財
特法（Is値0.3未満）※

（特）地震補強（特支）
地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学
校又は幼稚園

06 大規模改造（老朽） 大規模改造（老朽）

大規模改造（老朽：エコ改修）

07 大規模改造（質的整備） 大規模改造（教育内容）

大規模改造（トイレ）

大規模改造（余裕教室）

大規模改造（法令等）

大規模改造（校内LAN)

大規模改造（スプリンクラー）

大規模改造（空調）

大規模改造（障害）

大規模改造（防犯）

08 学校統合に伴う既存施設の改修 統合（改修）

09 屋外環境の整備に関する事業 屋外教育環境 屋外運動場、屋外集会、屋外学習

10 木の教育環境の整備に関する事業 木の教育 木の教育環境、専用講堂

11 地域・学校連携施設の整備に関する事業 地域連携（複合型）

12
へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室
の新増築

へき集、教員宿舎等 寄宿舎、集会室、教員宿舎

13 特別支援学校（幼稚部）の新増築 特支（幼・高） 寄宿舎を含む

14 特別支援学校（高等部）の新増築 特支（幼・高）

15 特別支援学校の用に供する既存施設の改修 特支（廃校・余裕教室等改修）

16 奄美高校の増築 中等後期【沖縄・奄美】

高校（全日）【沖縄・奄美】

17 幼稚園の園舎の新増築 幼稚園（幼保こども園含）

幼稚園（幼保こども園含）定員引下げ

18 筑波嵩上げ 小校

中校

義務校

※　地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。



項 事業区分（交付要綱別表１より） 事業単位 （参考）

19 公害 公害改築

公害（防止）

20 火山 火山改築

公害（降灰）

21 産業教育施設の整備 一般施設

普通科等家庭科

専攻科

共同利用施設 産業教育共同利用施設

農業経営者育成 農業経営者育成高等学校拡充整備

実習船

22 学校給食施設の新増築 単独校調理場（新増築）

共同調理場（新増築）

23 学校給食施設の改築 単独校調理場（改築）

共同調理場（改築）

24 地域スポーツセンター新改築、改造 スポーツセンター（新改築）

スポーツセンター（改造）

25 地域水泳プールの新改築 屋内スイミング（一般）

屋内スイミング（耐震強化）

屋内スイミング（浄水型）

屋内浄水型水泳プール

屋外地域スイミング（浄水型）

屋外浄水型水泳プール

26 地域屋外スポーツセンター新改築 屋外スポーツ（運動場）

屋外スポーツ（クラブハウス）

屋外スポーツ（照明施設）

27 地域武道センター新改築 武道センター（柔・剣道場）

地武道センター（弓道場）

28 社会体育施設の耐震化 社会体育施設耐震化
構造体の耐震化、建築非構造部材の耐
震対策等

29 学校水泳プール（屋外）新改築 学校水泳プール（屋外）

30 学校水泳プール上屋新改築 学校水泳プール（上屋）

31 学校水泳プール（屋内）新改築 学校水泳プール（屋内）

32 学校水泳プール耐震補強 学校水泳プール耐震補強

33 中学校武道場新改築 中学校武道場（新築）柔・剣道場等

中学校武道場（新築）弓道場

中学校武道場（増改築）柔・剣道場等

中学校武道場（増改築）弓道場

34 学校屋外運動場照明施設新改築 学校屋外運動場照明施設

35 学校クラブハウス新改築 学校クラブハウス

36 防災機能の強化に関する事業 防災機能強化

37 太陽光発電等の整備に関する事業 太陽光発電等

99 その他 その他


