那覇市学校施設等⻑寿命化計画
序 章

概要

・背 景：老朽化した学校施設等の安全性の確保、学校施設の維持管理・更新等の
費用負担の増加、学校施設へのニーズの多様化等
・目 的：中長期的な財政負担の低減及び平準化、社会情勢の変化やニーズの多様
化に配慮した今後の学校施設等の維持管理・更新等の着実な推進
・計画期間： 2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 8 年までの1 0 年間（概ね5年間ごとに計画の見直し）
・対象施設：小学校（36校）、中学校（17校）、公立型認定こども園（17園）
、
給食センター（10施設）
※現況や劣化状況の把握は、将来的に譲渡予定の公私連携型認定こども園（19
園）及び将来的に廃止予定の大規模給食センター（3施設）も含む

第１章

学校施設等の現状と課題

【年齢３区分別人口の推移と将来推計】
１．学校施設等に係る⼈⼝動向
（１）本市の人口動向
・人口減少・少子高齢化が進行
（２）児童・生徒・園児数の推移
・本土復帰後は1970年代前半の
ピーク時から大きく減少
２．学校施設等の現状
（１）対象施設
・全体の面積：約447,000㎡
・多くは鉄筋コンクリート造の建築物
（２）地区別配置状況（小：36校、中：17校）
・小中学校数：本庁(17校)、真和志(18校)、首里(9校)、小禄(9校)
（３）建設年度状況
・1980年度に整備のピーク、延床面積の約５割が築30年以上を経過
（４）耐震化率の状況（2018年４月時点）
・小中：80.3％、幼こ：89.7％、ともに全国平均を下回っている
（５）学級数の状況
・少人数学級の実施や特別支援学級の増加により学級数は増加
（６）学級規模の分布
【小学校児童数と学級数の推移】
・小学校は小規模校、大規模
校ともに多く、中学校は
小規模校が多い
（７）余裕教室等
・小中学校共に余裕教室等は
減少傾向
（８）学校施設の市民開放
・小中学校の体育館及び運動場の利用は、横ばいから微減傾向
・地域コミュニティーの核となる地域連携施設も小学校区を中心に整備
３．学校施設等に係る⾏財政の状況
・教育予算は一般会計予算の9～14％程度で推移
・本市保有施設全体で更新費用は年あたり11.6億円が不足する試算
・教育予算のうち投資的経費は増加傾向、年度により大きな差が生じている
・小学校(年間)：光熱費約13,800千円/校 修繕費約329円/㎡ ※中学校同等
４．認定こども園
・小学校施設と一体的に整備しており、共用するライフラインの整理が必要
・認定こども園への移行や幼児教育無償化など教育保育を取巻く状況が変化
５．学校給⾷施設
・学校給食施設の整備は大規模センターを順次廃止、小規模センターに移行
・建物設備共に老朽化し、学校給食衛生管理基準を満たさない施設もある
６．学校施設等の課題（第１章まとめ）
①児童生徒数の減少や特別支援学級の増加等への対応
②学校施設等の適切な維持管理点検と計画的な改修や更新、小中学校の耐震化
③学校建設費の縮減等による財政負担の軽減、施設の長寿命化
④認定こども園への移行や幼児教育無償化など教育保育を取巻く状況の変化
⑤大規模給食センターの廃止など学校給食施設の再編の推進

第２章

学校施設等の⽼朽化状況の把握

１．躯体の健全性調査
（１）調査の目的
・改築や長寿命化の検討にあたり、コンクリート強度不足や中性化の進行
程度など、構造躯体としての健全性を確認
（２）調査の方法（調査項目）
・a)コンクリート圧縮強度、 b)中性化深さ、 c)中性化深さの進行速度
（３）調査の対象施設
・1981年以前の旧耐震基準の学校施設等⇒耐震診断時の資料の活用
・1997年以前の新耐震基準の学校施設等のうち、築30年以上の建物
⇒躯体の健全性調査（簡易調査）を実施
※中性化とは…アルカリ性であるコンクリートが大気中の二酸化炭素によって
中性に近づく現象。中性化が進行し、コンクリート内部の鉄筋位置まで達する
と鉄筋の腐食が進行する。

【現地調査の状況】
２．躯体以外の劣化状況調査及びアンケート調査
（実態調査）
（１）調査の目的
・長寿命化の実施計画のため、構造躯体以外の劣化状況等
を正確に把握する
（２）調査の対象施設
・概ね築５年以内の施設及び既に解体が予定されている
施設を除く学校施設等
（３）調査の方法（作業フロー）
①既存資料等による学校施設等の把握
②現地調査項目及び評価項目の作成
③学校施設等への現地調査
④現地調査結果の分析及び施設カルテの作成
（４）調査項目等の設定
・「屋根・屋上」「外装」「内装」「外構」毎に現地調査項目を詳細に設定
（５）評価方法及び評価基準の設定
①躯体以外の劣化状況の評価方法
・『各部位の劣化状況等評価』…「屋根・屋上」「外装」「内装」「電気
設備」「機械設備」「その他」の６項目について劣化状況を評価
※劣化状況とは…物理的劣化と機能的劣化
【ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄの例】
・『５つの評価大別』…現地調査項目を基に
「安全性」「快適性」「学習活動への適応
性」「環境への適応性」「地域への配慮」
の５つの性能について評価
・評価基準はレーダーチャートにより「定量
化」「見える化」
②評価の基準
・文科省の評価基準を参考に、下表の５段階評価として設定
良好

評価ランク
評価５（A）
評価４（B）
評価３（C）
評価２（D）
評価１（D）

状態
・更新時とほぼ同様な状態。
・緩やかに劣化が進んでいるが、概ね良好な状態。
・劣化が進み、使用上の支障が顕在化しつつある状態。
・著しく劣化が進み、使用が困難な状態。
・激しく劣化が進み、危険な状態。

３．学校施設等の劣化状況の把握（第２章まとめ）
（調査の結果）
①躯体の健全性
・コンクリート圧縮強度は全体的に健全である
・塗装等表面被覆のない施設は中性化の進行が速い
②躯体以外の劣化状況
・屋根外壁は特に劣化が進んでいるが、外壁改修を行った施設は改善している
・別棟の給食センターは同年数の他の用途に比べて劣化が進んでいる
・内装や電気機械設備は劣化するものの評価は比較的高い

第３章
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学校施設等の⽬指すべき姿
上位・関連計画における学校施設等の位置付け

・学校施設の耐震化、適切な維持管理、快適な教育環境づくり、
ICTを活用した効果的な教育の推進
・コミュニティ拠点等としての施設整備
・施設の長寿命化、施設の複合化・共用化、財政負担の低減や
総量縮減

第１章

第２章

学校施設等の⽬指すべき姿
（１）計画的な予防保全と更新による安全安心な学校施設
（２）子どもたちと教職員の多様な活動を支える快適な学校施設
（３）時代に即した環境負荷の低減に配慮した学校施設
（４）地域コミュニティの拠点等となる開かれた学校施設
（５）経済性を考慮し効率的・効果的に持続可能な学校施設

第４章
video

学校施設整備等の基本的な⽅針と施設整備⽔準

（学校施設整備及び⻑寿命化等の基本的な⽅針）
１．学校施設整備の基本的な⽅針
（１）床面積縮減：学校施設等全体で15～20％の床面積を縮減
（２）複合化・共用化：地域の核となる施設として周辺の公共施設の機能を集約
（３）学校の規模・配置の適正化
２．⻑寿命化等の基本的な⽅針
（１）長寿命化及び予防保全の方針
①長寿命化の方針…建物の目標使用期間に応じ適切に改修周期を構築し、
持続可能な財政運営をすすめながら、施設をなるべく長く使い続ける
②予防保全の方針…点検の実施サイクルを構築し、適切な周期で修繕する
３．学校施設等の⽬標使⽤期間の設定
昭和56年以前（旧耐震基準）
耐震補強を行わない施設
耐震補強を行った施設
平成９年以前（新耐震基準、耐久設計基準強度の導入なし）
標準的な耐久性を有する施設
耐久性がやや高い施設
平成10年以降に建設された施設(新耐震基準、耐久設計基準強度の導入あり)
耐久性がやや高い施設
耐久性が明らかに高い施設

目標使用期間
40～55年間程度
40年間程度
55年程度
65～80年間
65年間程度
80年間程度
80年間程度
80年間程度
100年間程度を検討

４．学校施設等の改築及び改修等の⼿法と改修周期等の設定
手法
改築
長寿命化改良
大規模改造
大規模修繕
定期更新
応急修繕

実施時期・改修周期等
耐震性・耐久性により築40年程度から築80年程度の間で定める
建設後40年以上経過し、その後30年以上使用する建物で実施
建設後40年程度経過し、その後目標使用期間に応じ使用する建物で実施
概ね20年周期で実施
対象設備等の耐用年数に応じて実施
本計画策定後3年程度以内に実施

（改築及び改修等の整備⽔準）
国の交付金事業に準じた整備、定期更新、本市の関連計画に定められた整備
について予算の範囲内で整備するとともに、法令への適合化をはかる。次回の
改修時まで使用上の支障を生じさせない程度の性能を目安に、費用対効果を考
慮したうえで、改修時点において標準的な仕様や工法により整備することとし、
施設や設備の使用状況によっては解体や使用停止も検討する
（維持管理の項⽬・⼿法等）
日常点検の他、建築基準法、消防法、電気事業法、学校給食法等の点検等に
より施設の状態を把握する
比較的小規模な不具合は学校運営等に支障ないよう、比較的大きな不具合や
機器類の修繕等は、点検結果を踏まえ検討を行い、予防保全の方針に従い、原
則改修等の項目により直近の事業にて修繕を行うが、緊急性や児童生徒の安全
確保や学校運営等についてはその都度必要に応じて修繕するなど、柔軟に対応
する

第５章

⻑寿命化の実施計画

１．改築及び改修等の優先順位付け
①計画上一体とすべき棟の集合である「グループ」を単位
②建設年と改修周期により優先順位付け
③財政負担が一時期に集中しないよう、各事業時期を調整
④改修内容・時期・費用を整理し、年次計画を策定

２．カテゴリーと改修周期及びグループ
（１）カテゴリーと改修周期
【Ａカテゴリー】：（目標使用期間は40年程度）
旧耐震基準の学校施設等で、耐震補強を行わない施設
建物の水準

改築
竣工

20

40

60

80

100 年

経年による
機能・性能の劣化
施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

【Ｂカテゴリー】：（目標使用期間は55年程度）
旧耐震基準の学校施設等で、耐震補強を行った施設
建物の水準
耐震改修
大規模修繕
竣工

20

改築
60

40

80

100 年

55

経年による
機能・性能の劣化

３．改築及び改修等の費⽤の⽬標
（１）改築及び改修等の費用についての目標
・本市の教育予算における投資的経費は、直近10年で平均約58億円で推移
・持続可能な財政運営を目指すため、本計画では今後40年間の対象施設の
改築及び改修等の費用を、平均で年間約48億円に抑え、財政負担の平準
化を目標とする
・財源は、国の補助金や学校教育施設等整備事業債等の起債、基金等を適
切かつ効果的に活用し、財政負担の軽減を図る
（２）維持補修等の費用（光熱水費・修繕費・その他）についての目標
・対象施設の維持管理費は、直近５年の平均で約12億円となっている。
・今後は予防保全により維持管理費自体は増額となるが、各施設共に従来
型照明から順次LED照明への取替を進めるとともに、ハードとソフトの
両面から省エネ化・省資源化を推進するなど光熱水費の削減に努める
・多岐にわたる調査点検業務を効率的に実施していくため、実施単位や実
施時期を調整し複数の施設で一括して実施するなど合理化を図る
・小中学校は、児童生徒の安全健康に配慮しつつ空調の省エネ化をはかる
・公立型認定こども園は、小学校と一体であるメリットを活かし、なるべ
く同時に維持管理を行うことで小規模であるデメリットを低減する
・学校給食施設は、大量の水を使用するため節水型設備の導入を検討する
４．⻑寿命化のコストの⾒通しと効果
（１）長寿命化のコスト見通し
・従来型（Ａカテゴリー）と、長寿命型（Ｄカテゴリー）を比較した場合
各用途とも長寿命化により事業費ベースで10％程度のコスト縮減
・改修・定期更新・光熱水費の割合が高いため、改修コストの抑制や省エ
ネ化・省資源化によりさらなるコスト縮減効果が期待できる
【長寿命型と従来型のコスト比較】

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

【Ｃカテゴリー】：（目標使用期間は65年程度）
平成9年以前に建設された新耐震基準の学校施設等で、標準的な耐久性を有
する施設
建物の水準

ランニングコスト（光熱水費）
メンテナンスコスト（改修等)

（円／㎡・年）
20,000

メンテナンスコスト（定期更新）
イニシャルコスト（改築）

45,860
42,240

15,978
14,715
15,000

12,982

（円／㎡・年）
50000
40000

13,865

13,508
11,583

10,809

30000
9,173

10,000

20000

大規模修繕

大規模改造

改築
5,000

竣工

20

40

80

60

100 年

100 年

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

大規模修繕

大規模修繕

改築

イニシャルコスト
（改築）
（円/㎡・年）

16,000
14,000

メンテナンスコスト
（改修等）

40

60

80

経年による
機能・性能の劣化

100 年

1,744
2,748

13,251

3,497

3,496

1,417

1,700

12,341
3,496
1,700
3,371

3,903

10,380

4,000

（２）グループ
・計画上一体とすべき複数の棟の集合で、LCCの算出の基本単位
・本計画では126（内LCCの対象は104）のグループを設定する

13,474
3,498

8,000
施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

ランニングコスト
（光熱水費他）

14,377
3,502

10,000

6,000

メンテナンスコスト
（定期更新）

15,299

1,417
20

給食センター

（２）長寿命化の効果等
①長寿命化による効果
・施設をより長く使用するほどコスト縮減効果がある、事業費ベースでは
使用年数65年で4％、80～100年で10％程度コスト縮減、改修コストを抑
えて100年使用した場合は20％程度のコスト縮減が期待され、地方負担
ベースでも同程度のコスト縮減が期待される
・長寿命化した場合の総事業費：今後40年間で総額約2,519億円（約63億
円/年）、内ランニングコストが総額約602億円（約15億円/年）
【図 長寿命化によるコスト比較(小学校モデルケースによる)】
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【Ｅカテゴリー】：（目標使用期間は100年程度）
平成10年以降に建設された新耐震基準の学校施設等で、明らかに耐久性が高
い施設 建物の水準
大規模改造
または
長寿命化改良

園舎

長寿命型

改築

経年による
機能・性能の劣化

大規模修繕

従来型
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屋体・武道場

長寿命型
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従来型

20
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竣工

大規模修繕

従来型

建物の水準
大規模改造
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長寿命化改良

長寿命型

校舎

0

※従来型:40年程度使用する場合のコスト、長寿命型:80年程度使用する場合のコスト

【Ｄカテゴリー】：（目標使用期間は80年程度）
新耐震基準の学校施設等で、耐久性がやや高い施設
大規模修繕

従来型

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

10000

長寿命型

65

経年による
機能・性能の劣化

0

6,388

2,000

5,190

4,152

2,993

4,152

0
これまでの
維持更新

大規模改造
（使用年数65年）

長寿命化改良
（使用年数80年）

長寿命化改良
大規模改造
（使用年数100年） （使用年数100年）

②平準化による効果
・事業時期の調整により最大で年間約150億円となるピークをカットし、
年間費用を約63億円（内ランニングコスト約15億円）に抑えるよう平
準化を図る。
③今後10年間の主要事業
・計画策定後５年間は、耐震化に向けた改築事業が中心となり、その後
は長寿命化改良や大規模改造といった大規模な改修事業が中心となる
・大規模修繕や定期更新といった中規模な改修事業は、今後継続的に実
施される
・応急修繕は計画策定後３年以内に集中して実施する

第６章

⻑寿命化計画の継続的運⽤

１．ＰＤＣＡサイクルの構築
Ｐ：現状把握や課題解決の方策を踏まえ、長寿命化の計画を策定
Ｄ：計画に基づき、適切な改修や日常的な維持管理等を実施
Ｃ：効果の検証を行い、より効果的な整備手法など改善点について課題整理
Ａ：効果検証や課題整理の内容を精査し課題解決の方策を検討
２．情報基盤の整備と活⽤
①施設概要や施設の状態（老朽化状況）等を管理する「施設カルテ」
②事業スケジュールや必要経費を管理する「LCC試算グラフ」
③修繕履歴を管理する「施設管理システム」
以上の３つの情報基盤を充実させ長寿命化計画を実施
３．推進体制の整備
施設の老朽化や施設へのニーズの多様化に対応するため、今後は関係課
や学校と連携・協力しながら、劣化状況を的確に把握することや学習活動
の適応状況等の実態把握・評価することを定期的かつ継続的に行い、把握
した情報や評価結果に基づき、より効果的な整備メニューの検討や保全計
画の見直しを検討する。また、本計画に沿って確実に改修等を実施するた
め、関係局の連携を強化し、協力体制の充実を図る
４．フォローアップ等
（１）フォローアップ（１年毎）
・事業進捗状況の確認し予算要求の実施計画を調整する
・施設管理システムを更新する
（２）計画見直し（５年毎）
整備や保全による効果の検証を継続的に行うとともに、より効果的な整備
や保全の手法など改善すべき点について課題を整理し、課題解決の方策を
検討したうえで計画を見直す。
・「那覇市個別施設計画策定基本方針（案）」との整合を図る
・実態調査により老朽化の状況を把握する
・施設カルテ・LCC試算グラフを更新する
・上位関連計画と本計画との整合を確認する
（３）今後の課題及び検討事項等
・健全性が未調査である施設の調査を実施しカテゴリー分けを行う
・目標使用期間の延長（100年耐久）について検討する
・実態調査の簡略化・省力化について検討する
・３つ情報基盤の一元化や改善を検討する
・今後40年間の学校施設等の床面積の推移の「見える化」する
・学校毎の複合化・共用化の状況について「見える化」する
・学校給食施設の再編計画は策定されしだい本計画に反映する
・沖縄県における高率補助の継続に注視し、補助金等を適切に活用する
・社会的に評価が高い学校施設の改修方針を検討する
・企画設計から解体迄の建物の生涯を通じて必要となる費用を縮減する
ため、他の自治体等の先進事例や最新の技術的知見も参考にしつつ、
コスト縮減方策の実施に努める
全体LCC 施設別LCC 他

資料編

（千円）

（千円）

（年）

（年）

■今後40年間のＬＣＣと平準化の効果

■カテゴリーとグループの詳細

2019～2058年の平均
約63億円のライン

Ｂカテゴリーの
更新ピーク
Ｃカテゴリーの
更新ピーク

（凡例）
【築 年 数】2018（平成30）年時点の経過年数
※複数の棟を まとめている場合は最も大きい値
【耐震基準】新：新耐震基準 旧：旧耐震基準
※増築している場合は主たる棟の基準
【グループ】公私連携：公私連携型認定こども園
※LCC算出対象外

※小禄小13号棟は老朽化が著しいためＡカテゴリーとする。

■今後10年間の主要事業一覧 （平成31年３月策定版）

※各事業スケジュール等は状況により変更する場合があります。

