
１．施設整備計画の名称

高槻市立学校施設整備計画

２．計画期間

令和３年度 （１年間）

３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（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

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

令和３年度　施設整備計画　事後評価

　令和４年５月31日　本市施設整備計画事後評価検討委員会を開催

　本市施設整備計画事後評価検討委員会において目標の達成度合を評価し、当市のホームページ及び教
育委員会事務局学校安全課にて公表する。

　施設整備計画への計上事業について、計画通り実施することができた。
　今後は、老朽化施設が増大していくことが想定される中、時代とともに求められるニーズへの対応も不可欠
である。
　引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

・小学校１校の校舎における外壁及び屋根の改修を行い長寿命化を図るための予防改修について、計画通り
実施することができた。
・小学校２校の体育館における内外装の老朽化対策について、計画通り実施することができた。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

小学校１校及び中学校１校における既設校舎の不適格改修及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律」、「大阪府福祉のまちづくり条例」等への適合改修等について、計画通り実施することができ
た。

・小学校１校、中学校１校における、電気式空調設備の更新及びガス式空調設備の新設
・小学校１校及び中学校１校におけるエレベーター設置
・小学校１校におけるグラウンド改修
・小学校６校及び中学校８校におけるトイレの乾式化・洋式化等の改修

　今後とも、学校施設環境や障がいのある児童・生徒等の状況等を考慮し、適切な整備を行っていく。

・小学校２校の校舎、中学校１校の校舎及び体育館におけるガス管（非構造部材）の耐震改修
・小学校１０校、中学校５校、幼稚園１園及び認定こども園１園におけるブロック塀解体・フェンス設置
・小学校２校の校舎における外壁（非構造部材）の耐震改修
・小学校２校の校舎、小学校１校の校舎及び体育館における消火管等の改修
・小学校３校における直圧給水変更改修
・小学校４校、中学校２校における内装材・天井材（非構造部材）の耐震改修

　交付金対象として不採択となった小学校１校、中学校１校におけるブロック塀解体・フェンス設置工事につい
ては、市の財源で実施した。
　近年の大規模地震においては、外壁の剥落やガス管の破断など『非構造部材』の被害が発生しており、建
物本体の被害が軽微な場合も非構造部材の被害は見受けられることから、引き続き、非構造部材耐震化の取
り組みを行っていく。



６．事業ごとの実施状況

整備内容

大冠小学校 北棟２階、中棟１階 トイレ全面改修 R3.5.14 ～ R3.10.22 R3.10.20

大冠小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.10.29 ～ R4.3.11 R4.3.11

南大冠小学校 北棟２階、南棟１階 トイレ全面改修 R3.5.28 ～ R3.10.29 R3.10.27

芥川小学校 - 消火管等改修 R3.7.9 ～ R3.11.26 R3.11.16

芥川小学校 体育館 消火管等改修 R3.7.9 ～ R3.11.26 R3.11.16

芥川小学校 - 直圧給水変更 R3.7.9 ～ R3.11.26 R3.11.16

磐手小学校 特別教室棟 外壁改修 R3.5.14 ～ R3.12.3 R3.12.2

清水小学校 北棟１階、南棟２階 トイレ全面改修 R3.5.28 ～ R3.10.29 R3.10.26

清水小学校 特別教室棟 外壁・屋根改修 R3.6.4 ～ R3.12.15 R3.11.24

如是小学校 体育館 老朽建物対策 R3.8.27 ～ R4.3.11 R4.3.7

如是小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.12.10 ～ R4.3.29 R4.3.28

阿武野小学校 - ガス管改修 R3.7.2 ～ R3.12.17 R3.12.14

三箇牧小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.11.29 ～ R4.3.24 R4.3.24

北大冠小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.12.3 ～ R4.3.31 R4.3.31

芝生小学校 - グラウンド改修 R3.6.18 ～ R4.3.15 R4.3.15

玉川小学校 北棟２階、南棟２階 トイレ全面改修 R3.5.28 ～ R3.10.29 R3.10.25

西大冠小学校 体育館 老朽建物改修 R3.8.27 ～ R4.2.28 R4.2.25

西大冠小学校 - 直圧給水変更改修 R3.6.4 ～ R3.10.8 R3.10.7

西大冠小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.11.29 ～ R4.3.24 R4.3.24

日吉台小学校 南棟１階・２階 トイレ全面改修 R3.5.14 ～ R3.10.22 R3.10.21

日吉台小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.11.29 ～ R4.3.31 R4.3.31

赤大路小学校 - 空調設備改修 R3.7.16 ～ R4.1.21 R4.1.18

冠小学校 - EV設置 R3.6.4 ～ R4.1.28 R4.1.21

冠小学校 - EV設置に伴う既存不適格改修 R3.6.4 ～ R4.1.28 R4.1.21

津之江小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.12.17 ～ R4.3.31 R4.3.29

寿栄小学校 - 直圧給水変更・消火管等改修 R3.5.28 ～ R3.11.19 R3.11.19

寿栄小学校 - 直圧給水変更・消火管等改修 R3.5.28 ～ R3.11.19 R3.11.19

竹の内小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.10.29 ～ R4.3.11 R4.3.11 工事内容精査の結果、交付対象外となったため市単費で実施

松原小学校 北棟１階 トイレ全面改修 R3.5.14 ～ R3.10.22 R3.10.22

松原小学校 - 消火管等改修 R3.6.18 ～ R3.11.19 R3.11.19

真上小学校 - ガス管改修 R3.7.2 ～ R3.12.17 R3.12.14

北日吉台小学校 特別教室棟 外壁改修 R3.6.10 ～ R4.1.28 R3.11.25

第一中学校 - ブロック塀等安全対策 R3.10.29 ～ R4.3.11 R4.3.11

第二中学校 南棟２階 トイレ全面改修 R3.6.4 ～ R3.10.29 R3.10.28

第二中学校 - ブロック塀等安全対策 R3.9.17 ～ R4.1.20 R4.1.19 工事内容精査の結果、交付対象外となったため市単費で実施

第三中学校 北棟（中）２階 トイレ全面改修 R3.5.14 ～ R3.10.22 R3.10.20

第三中学校 - ブロック塀等安全対策 R3.12.10 ～ R4.3.29 R4.3.28

第四中学校 - 空調設備改修 R3.7.16 ～ R4.1.21 R3.12.16

第六中学校 北棟中２階、便所棟中３階 トイレ全面改修 R3.5.14 ～ R3.10.22 R3.10.22

第九中学校 南棟３階 トイレ全面改修 R3.5.14 ～ R3.10.22 R3.10.21

第十中学校 - ブロック塀等安全対策 R3.11.29 ～ R4.3.31 R4.3.31

柳川中学校 南棟２階 トイレ全面改修 R3.5.28 ～ R3.10.29 R3.10.25

柳川中学校 - ブロック塀等安全対策 R3.11.15 ～ R4.3.31 R4.3.31

阿武野中学校 南棟２階 トイレ全面改修 R3.5.28 ～ R3.10.29 R3.10.26

冠中学校 校舎棟２階 トイレ全面改修 R3.5.28 ～ R3.10.29 R3.10.27

冠中学校 - ガス管改修 R3.7.2 ～ R3.12.17 R3.12.14

冠中学校 - ガス管改修 R3.7.2 ～ R3.12.17 R3.12.14

芝谷中学校 - EV設置 R3.5.28 ～ R4.1.28 R4.1.28

芝谷中学校 北棟２階、南棟３階 トイレ全面改修 R3.6.4 ～ R3.10.29 R3.10.28

芝谷中学校 - EV設置に伴う既存不適格改修 R3.5.28 ～ R4.1.28 R4.1.28

西大冠幼稚園 - ブロック塀等安全対策 R3.11.29 ～ R4.3.24 R4.3.24

三箇牧認定こども園 - ブロック塀等安全対策 R3.11.29 ～ R4.3.24 R4.3.24

川西小学校 南棟 内装材・天井落下防止 R3.7.2 ～ R3.11.12 R3.11.4

玉川小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.11.15 ～ R4.3.15 R4.3.11

郡家小学校 - ブロック塀等安全対策 R3.11.15 ～ R4.3.15 R4.3.11

清水小学校 北棟東階段 内装材・天井落下防止 R3.5.28 ～ R3.10.29 R3.10.26

五領小学校 北棟東階段 内装材・天井落下防止 R3.6.18 ～ R3.9.10 R3.9.7

西大冠小学校 南棟西階段 内装材・天井落下防止 R3.6.18 ～ R3.9.10 R3.9.7

第一中学校 北棟西階段 内装材・天井落下防止 R3.6.18 ～ R3.9.10 R3.9.10

第七中学校 南棟西階段 内装材・天井落下防止 R3.6.18 ～ R3.9.10 R3.9.10

計

学校等の名称 整備棟
整備方針

備考
全事業期間(予定)
（契約～完成）

事業完了
年月日


