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資料 1－① 公立小中学校の経年別保有面積（平成 30年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「効率的かつ効果的な学校施設の整備に関する事例集」（平成 31年 2月文部科学省）から抜粋した。 

 

資料 1－② 「インフラ長寿命化基本計画」＜抜粋＞ 

Ⅱ.目指すべき姿 

（2） 総合的・一体的なインフラマネジメントの実現 

 変化のスピードが速く、複雑化した社会経済システムの下では、既存のインフラを安全に安心して

利用し続けられるようにするための取組はもとより、時代とともに変化する社会の要請に的確に対応

していくことが必要である。 

 一方、厳しい財政状況下において人口減少や少子高齢化が進展する将来を見据えると、維持すべき

インフラの機能の適正化を図るとともに、官民が連携してそれらを賢く使うなど、戦略的に維持管理・

更新等を行うことが重要である。 

 アイデアやビジョンにとどまることなく、必要な人材の確保・育成を含め、総合的かつ一体的にイ

ンフラをマネジメントすることにより、トータルコストの縮減や予算の平準化を図り、持続可能で活

力ある未来を実現する。 

〔目標〕 

 ・行動計画で対象とした全ての施設について個別施設毎の長寿命化計画を策定（2020年頃） 

 ・適切な点検・修繕等により行動計画で対象とした全ての施設の健全性を確保（2020年頃） 

 （略） 

Ⅲ.基本的な考え方 

1.インフラ機能の確実かつ効率的な確保 

（1） 安全・安心の確保 

 （略） 

  ① メンテナンスサイクルの構築 
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     インフラは、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設毎に異な

り、その状態は時々刻々と変化する。現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿

命を精緻に評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する

各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握すること

が重要である。 

     このため、点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適時な時期に、着実かつ効率的・効

果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を

記録し、次期点検・診断等に活用するという、「メンテナンスサイクル」を構築し、継続的に

発展させていく。 

 （略） 

（2） 中長期的視点に立ったコスト管理 

 （略） 

  ① 予防保全型維持管理の導入 

     中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストを縮減し、予算を平準化していくため

には、インフラの長寿命化を図り、大規模な修繕や更新をできるだけ回避することが重要で

ある。このため、施設特性を考慮の上、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽微である早

期段階に予防的な修繕等を実施することで機能の保持・回復を図る「予防保全型維持管理」

の導入を推進する。 

 （略） 

Ⅳ.インフラ長寿命化計画等の策定 

2. 個別施設毎の長寿命化計画 

  各インフラの管理者は、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況等を踏まえつつ、以下

に示す記載事項を基本として、メンテナンスサイクルの核となる個別施設計画をできるだけ早期に

策定し、これに基づき戦略的な維持管理・更新等を推進する。 

（注） 下線は当省が付した。 

 

資料 1－③ 「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」＜抜粋＞ 

Ⅲ.目指すべき姿 

○ 行動計画の対象施設は、後述するように今後急速な老朽化が予想される中、安全性の確保ととも

に公共施設に求められる機能の確保も求められるが、そのためには、各設置者において、定期的に

点検・診断を行い、その結果等を踏まえた計画を策定し、当該計画に基づいて日常的な修繕や大規

模な改修等（以下「修繕・改修等」という。）の対策を実施していくという「メンテナンスサイクル」

を構築する必要がある。 

（略） 

○ その際、現下の厳しい財政状況の中でも、対象施設のメンテナンスサイクルを着実に運用してい

くためには、これまでの改築中心から長寿命化への転換により中長期的な維持管理等に係るトータ

ルコストの縮減を図るとともに、行動計画・個別施設計画の策定を通じ、予算の平準化に努めるこ

とも重要である。 
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（略） 

○ 文部科学省としては、対象施設の設置者がメンテナンスサイクルを構築し、着実に運用できるよ

う、必要な技術的助言や支援を行い、各設置者における対象施設の長寿命化の取組を促進していく。  

（注） 下線は当省が付した。 
 

資料 1－④ 「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定について（通知）」（平成 27年 3

月 31日付け 26 文科施第 569号文部科学省大臣官房長通知）＜抜粋＞ 

 我が国のインフラが今後急速に老朽化することが予想される中、国及び地方公共団体等が管理す

るあらゆるインフラを対象に、国及び地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理

等を推進するため、平成 25年 11 月 29日に開催された「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省

庁連絡会議」において、「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という。）が策定されまし

た（略）。 

 文部科学省では、基本計画を踏まえ、文部科学省の所管施設等の長寿命化に向けた各設置者にお

ける取組を推進するため、このたび、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」（以下「本行

動計画」という。）を（略）策定しました。 

 ついては、基本計画及び本行動計画を踏まえ、所有又は管理する施設について、下記のとおり、

定期的に点検・診断を行い、その結果等を踏まえた計画を策定し、当該計画に基づいて対策を実施

していくという「メンテナンスサイクル」を構築し、当該施設の維持管理、長寿命化等に適切に取

り組んでいただくようお願いします。 

（略） 

2.メンテナンスサイクルの構築について 

(3)行動計画・個別施設計画の策定 

(ア)公立文教施設（公立学校施設及び公立社会教育施設）（本行動計画 p10、19、20等参照） 

 各地方公共団体においては、当該地方公共団体の行動計画として平成 28年度までに策定すること

とされている「公共施設等総合管理計画」（略）も踏まえ、公立学校施設、公立社会教育施設等の適

切な施設区分毎に、平成 32年度までに個別施設計画（略）を策定するようお願いします。 

 その際、公立文教施設には、点検・診断結果に基づく対策だけでなく、多様化する教育内容・方

法等への対応等も求められることから、個別施設計画の立案に当たっては、これらの整備需要も盛

り込み、優先順位を設定し、域内の施設全体の長寿命化が効果的・効率的に実施できる計画とする

ようお願いします。 

（注） 下線は当省が付した。 

 

資料 1－⑤ 学校施設の長寿命化計画策定に関する文部科学省の関係通知 

○ 「個別施設計画の策定について（通知）」（平成 31年 1月 8日付け 30文科施第 396号文部科学

省大臣官房長通知）＜抜粋＞ 

我が国のインフラが今後急速に老朽化することが予想される中、国及び地方公共団体等が管理す

るインフラを対象に、国及び地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理等を推進
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するため、平成 25年 11月 29日に開催された「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会

議」において、「インフラ長寿命化基本計画」が策定されました。 

文部科学省では基本計画を踏まえ、所管施設等の長寿命化に向けた各設置者における取組を推進

するため、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定するとともに、「文部科学省イン

フラ長寿命化計画（行動計画）の策定について（通知）」（平成 27年 3月 31日付け 26文科施第 569

号）において、各設置者に向けて行動計画・個別施設計画をそれぞれの目標年度までに策定してい

ただくようお願いしてきたところです。 

行動計画の策定は完了しましたが、平成 30年 4月 1日現在、文部科学省所管施設における個別施

設計画策定率は、別紙 1のとおり、他の各施設における計画策定率に比べて極めて低い状況となっ

ております。 

ついては、「個別施設計画の策定について（通知）」（平成 30年 1月 10日付け 29文科施第 301

号）において、できるだけ早い時期の策定を依頼していたところですが、個別施設計画が未策定の

設置者におかれては、2020年度までのできるだけ早い時期に策定するよう、改めてお願いします。

特に、策定完了の目標としている 2020年度まで残り 2年となり、計画の策定には相応の時間を要す

ることから、未だ個別施設計画の検討に着手していない設置者におかれては、早急に検討に着手す

るようお願いします。 

 

○ 「公立学校施設の個別施設計画策定について（通知）」（平成 31年 1月 8日付け 30施施助第 13

号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課長通知）＜抜粋＞ 

平成 30年 12月 25日にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議幹事会が開催され、

各省庁が所管するインフラの個別施設計画策定状況の結果が公表され、文部科学省所管施設の計画

策定率が、他の各施設における策定率に比べて低いことから、文部科学省大臣官房長より、（略）通

知がありました。 

なお、公立学校施設の計画策定率は、7%であり、他の各施設における策定率に比べて極めて低い

状況です。 

（略） 

 個別施設計画は、学校施設の整備内容や時期、費用等を具体的に表す中長期的な計画であり、限

られた財源や人員の中でトータルコストの縮減や予算の平準化など、戦略的に施設整備を進める点

でも非常に重要であるため、各地方公共団体においては手引や解説書等を参考にして早期に計画を

策定するようお願いします。 

 

 昨年 6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2018～少子高齢化の克服による持続

的な成長戦略の実現～」（骨太方針）では、「個別施設計画」の策定率の低い分野については、関係

省庁が、ガイドラインの策定、交付金等における計画の策定要件化等により、実効的な計画策定を

支援することとされています。 

 このことも踏まえ、文部科学省では、限られた財源を効率的・効果的に活用するため、来年度以

降の交付金事業の事業採択に当たって、個別施設計画の策定状況を勘案する予定です。また、2021
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年度以降の交付金事業は、個別施設計画の策定を事業申請の前提条件とすることを含めて検討して

おります。 

（注） 下線は当省が付した。 

 

資料 1－⑥ 公立学校施設整備事業の概要 

1.趣旨 

 学校教育の機会均等の確保と水準の維持向上を図るため、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担

等に関する法律（昭和 33年法律第 81 号）等に基づき、公立学校建物（公立小中学校、特別支援学

校、幼稚園の校舎・体育館等）の施設整備に要する経費の一部を国庫補助することにより学校教育

の円滑な実施を担保する。 

2.主な国庫補助事業・負担（算定）割合 

事業名 負担（算定） 

割合 

事業の内容 

新増築 1/2 学校建物（校舎、体育館等）を新しく建設又は増築（教

室不足の解消、学校統合） 

改築 1/3 構造上危険な状態にある建物、耐震力不足の建物等 

1/2（かさ上げ） 建物の耐震性能を表す指標である Is値が 0.3未満の建

物のうち、やむを得ない理由により補強が困難なもの 

地震補強 1/2（かさ上げ） 地震による倒壊の危険性があるもの（Is値 0.3～0.7未

満） 

2/3（かさ上げ） 地震による倒壊の危険性が高いもの（Is値 0.3未満） 

長寿命化改良 1/3 老朽化により構造上危険な状態にある建物の耐久性を高

めるとともに、現代の社会的要請に応じる改修 

大規模改造 1/3 エコ改修や老朽化に伴う補修など、既存の学校建物を、

建て替えずに改修（老朽改修、トイレ改修、空調設置、

障害児対策 等） 

防災機能強化 1/3 応急避難場所として必要な、学校施設の防災機能強化

（非構造部材の耐震化、避難経路、備蓄倉庫の整備、避

難所指定校への自家発電設備の整備 等） 

武道場 1/2（新築） 

1/3（改築） 

中学校に柔道場、剣道場等を整備 

太陽光発電等設置 1/2 太陽光発電等の再生可能エネルギーの整備（太陽光パネ

ルの設置、太陽熱利用、風力発電の整備、太陽光パネル

既設置校への蓄電池の整備） 

その他 1/3 屋外環境（グラウンド）、学校プール、社会体育施設、

学校給食施設、木の教育環境施設 等 
 

（注） 「学校施設環境改善交付金交付要綱」（平成 23年 4 月 1日 23文科施第 3号文部科学大臣裁定）に基づき、当省

が作成した。 
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資料 1－⑦ 長寿命化改良事業の概要 

○ 長寿命化改良事業の概要 

（趣旨） 

・ 従来、改築（建て替え）していた老朽施設の再生を図るため、構造体の長寿命化やライフライン

の更新などにより建物の耐久性を高めるとともに、省エネ化や多様な学習内容、学習形態による活

動が可能となる環境の提供など現代の社会的要請に応じた改修を支援 

（対象校） 

・ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校 

（対象建物） 

・ 校舎、屋内運動場、寄宿舎 

（算定割合） 

・ 1/3 

（補助要件） 

・ 建築後 40年以上経過した建物 

 

○ 拡充する事業の概要 

（工事内容） 

・ 長寿命化を図る前提で実施する予防的な改修工事（屋内の防水層の全面的な改修、外壁の仕上げ

材（タイルや塗装等）の更新・躯
く

体のひび割れの全面的な補修 等） 

（補助対象） 

① 対象校：幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校 

② 交付金の算定割合：1/3 

③ 補助対象事業費：下限額 3,000 万円（小規模校 1,000万円、幼稚園 400万円） 

          上限額 1億円 

（対象となる建物） 

① 建築後 20年以上 40年未満のもの又は長寿命化改良事業後 20年以上 40年未満のもの 

② 個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）に基づくもの 

 

（注） 文部科学省作成資料に基づき、当省が作成した。 
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資料 2－① 「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」における学校施設の統廃合等に関する記載＜

抜粋＞ 

2.学校施設の長寿命化計画策定の手引と解説 

（4）学校施設整備の基本的な方針等 

 ① 学校施設整備の規模・配置計画等の方針 

（略） 

  ○ 基本的な考え方 

学校施設の長寿命化計画を実行性のあるものとするためには、少子化に対応した学校づくり

や、学校を中心とした他の公共施設との複合化・共有化について、地域の実情に応じて検討し、

その結果を計画に反映させることが重要である。 

（略） 

（6）長寿命化の実施計画 

 ① 改修等の優先順位付けと実施計画 

   （略） 

  ○ 実施計画の策定 

   優先順位付けの考え方を基に、学校施設毎に今後の改修等の時期や方法、費用見込み等につい

て整理するとともに、「（3）①学校施設の運営状況・活用状況等の実態」において把握した人口や

財政の状況から財政見込を設定し、今後、個々の学校施設整備を実行していくための年次計画を

策定する。 

  （略） 

   計画策定時点において、個々の施設に係る規模・配置計画等の方針が立っていない場合は、今

後の検討を踏まえ、改訂のタイミングで計画に反映することとし、まずは現状の規模や機能を維

持すると仮定したり、当面の計画とその後の検討時期を具体的に示したりしながら、計画を策定

することが重要である。 

   なお、その場合、少子化に対応した学校づくり等の検討が進んだり、その他関連する計画が策

定・改訂された場合には、計画に反映できるようにする。 

  （略） 

（注） 下線は当省が付した。 
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資料 2－② 市区町村における学校規模に関する認識 

 

（注） 「学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」（平成 30年度文部科学省）から

抜粋した。 

 

資料 2－③ 学校規模に課題を認識している市区町村における課題解消に向けた検討状況 

 
（注） 「学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」（平成 30年度文部科学省）から

抜粋した。 
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資料 2－④ 長寿命化計画を策定済みの市町村における統廃合等の検討内容を反映させない理由 

策定済みの市町村 

統廃合等の方針等は定めて統廃合等の内容を示

していたが、反映させない市町村 

統廃合等の内容を検討していたが、反映させない

市町村 

・ 統廃合等の方針は、市町村としての検討内容

を示したものであり、具体的な時期等は今後の

地域住民との協議で決まるため。 

・ 一部の学校施設について、地域住民を交えて

検討する中で、統廃合の対象を見直したことに

より時期が確定していなかったため。 

・ 地域住民の合意形成はおおむね図られていた

が、まだ一部の地域住民の理解が得られていな

かったため。 

・ 統廃合等は、地域住民への説明を何度も行い

ながら合意形成を図るものであり、また、地区

ごとの児童数の予想も難しいことから、統廃合

等の時期等を予測することは難しいため。 

・ 地域住民等が、統廃合等の内容が確定してい

るものと誤解しないようにするため。 

・ 統廃合等の検討が終わるまで待っていては、

国から求められている令和 2年度末までの長寿

命化計画の策定が難しかったため。 

・ 統廃合等は、地域の大きな問題であり、反対

する地域住民の意見を集約し、合意形成を図る

には時間が掛かるため。 

・ 長寿命化計画は施設の維持管理に関する計

画、統廃合等の計画は今後の統廃合等の方針を

示す計画と、両者は異なるものとして整理して

策定を進めたため。 

（注） 当省の調査結果による。 

 

資料 2－⑤ 令和 2年度末までに長寿命化計画を策定予定の市町村における統廃合等の検討内容を反映

させない理由 

令和 2年度末までに策定予定の市町村 

統廃合等の方針等は定めて統廃合等の内容を示

しているが、反映させない市町村 

統廃合等の内容を検討しているが、反映させない

市町村 

・ 統廃合の対象校は記載しているが、保護者や

地域の合意を得て統廃合を行うこととしてお

り、統廃合の時期が確定していないため。 

・ 一部の学校施設について、統廃合の対象や時

期が確定していないため。 

・ 地域住民等が、統廃合等の内容が確定してい

るものと誤解しないようにするため。 

・ 統廃合等の具体的な工程が決まっていない

上、今後、方向性が 紆
う

余曲折することも予想さ

れるため。 

・ 地域住民との協議が整っておらず、住民感情

等に配慮すると検討中の内容は記載できない

ため。 

（注） 当省の調査結果による。 

 

 


