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②県立学校校舎等耐震補強事業 
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１ 地域振興計画に基づく個別事業の基本計画及び内容 

 

【県立学校校舎等の耐震化の必要性】 

  東南海・南海地震をはじめとした大規模地震の発生が危惧されている状況におい

て、生徒の安全確保を図るため、県立学校施設の耐震化は本県における重要かつ喫

緊の課題となっている。 

  本県では、「愛媛県耐震改修促進計画」を平成 19 年に策定し、平成 27 年度末時

点における県立学校施設等の耐震化率(耐震基準を満たす校舎数／総校舎数)が

80％を目標に、順次、整備してきているところであるが、現在、耐震化率が 58.2％

(平成 23 年度)と、全国平均の 84.0％と比較して、全国に比べ県立学校の耐震化は

遅れており、東日本大震災の教訓を踏まえ、一刻も早く完了させる必要性があると

認識している。 

  このため、平成 24年度の県の当初予算編成に当たっては、従来の目標を見直し、

平成 27年度末時点の耐震化率目標を 90％に引き上げるとともに、平成 33年度を目

途としていた完了目標を４年間前倒しして、平成 29 年度とする新たな目標を設定

して一気に進めていく考えである。 

  現在、原発立地地域である伊方町(所在町)と八幡浜市(隣接市)については、県立

学校４校(三崎高校、川之石高校、八幡浜高校、八幡浜工業高校)が配置されている

が、周辺地域の拠点校である２校、八幡浜高校及び八幡浜工業高校について、原子

力発電施設立地地域共生交付金を活用して優先的に整備するものである。 

  なお、事業対象の八幡浜高校及び八幡浜工業高校の校舎は、災害発生時には避難

所としても活用されるなど、生徒のみならず、地域住民の生命を守る防災上の拠点

としての役割が期待されているが、昭和 56 年以前の旧耐震基準で建築された４棟

の校舎については、耐震性を満たしていない可能性が高いことから、耐震診断及び

耐震化工事が急務となっている。 

 

【事業の全体計画】 

 ○計 画 地  愛媛県八幡浜市 

 ○内  容  耐震補強工事 

  ・平成 25年度：八幡浜高校本館（ＲＣ４ 3,245㎡ Ｓ39年 10月築） 

  ・平成 26年度：八幡浜高校特別教棟（ＲＣ４ 2,879㎡ Ｓ47年３月築） 

  ・平成 27年度：八幡浜高校普通教棟（ＲＣ４ 1,735㎡ Ｓ56年３月築） 

          八幡浜工業高校特別教棟（ＲＣ３ 1,280㎡ Ｓ50年７月築） 

 ○事 業 費  約 294,000千円 

 ○留意事項  各事業は、前年度に県単独事業で実施予定の耐震診断結果を踏まえ

て、耐震化工事に着手することとしている。 
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２ 各事業の実施主体 

事業名 実施主体 主な事業内容 場所 備    考 

県立学校

校舎等耐

震補強事

業 

愛媛県 耐震補強工事 

・八幡浜高校本館 

（ＲＣ４ 3,245㎡ Ｓ39年 10月築） 

・八幡浜高校特別教棟 

（ＲＣ４ 2,879㎡ Ｓ47年３月築） 

・八幡浜高校普通教棟 

（ＲＣ４ 1,735㎡ Ｓ56年３月築） 

・八幡浜工業高校特別教棟 

（ＲＣ３ 1,280㎡ Ｓ50年７月築） 

八幡浜市 八幡浜高校 

 全校生徒 812名 

八幡浜工業高校 

 全校生徒 326名 

(※いずれも平成24年５

月現在の生徒数) 

 

 

 

 

３ 各事業の全体規模及び年度別実施スケジュール 

事 業 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 

県立学校校舎等

耐震補強事業 

 

・耐震補強工事 

 (交付金対象

事業) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置図】 

 

[平成 25～27年度：交付金対象工事] 
 
 八幡浜高校   八幡浜高校    八幡浜高校 
  本 館     特別教棟     普通教棟 
 
                 八幡浜工業高校 
                  特別教棟 

八幡浜高校 

八幡浜工業高校 

伊方原子力発電所 
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４ 充当しようとする交付金の年度別交付対象経費及び年度別交付金額 

 〔総括表〕                              （単位：千円） 

実施事業 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

県立学校

校舎等耐

震補強事

業 

八幡浜高校本館 

耐震補強工事 

事業費 199,838 (126,738)  

交付金 73,500 (44,157)  

八幡浜高校特別教棟 

耐震補強工事 

事業費  175,846  （92,916） 

交付金  73,500  （24,402） 

八幡浜高校普通教棟 

耐震補強工事 

事業費   131,628 

交付金   129,801 

八幡浜工業高校特別教棟 

耐震補強工事 

事業費   17,434 

交付金   17,199 

計 

事業費 199,838 175,846 

(126,738) 

 

149,062 

 （92,916） 

交付金 73,500 73,500 

(44,157) 

147,000 

（24,402） 

※ 括弧書きは、前年度からの繰越額である。（前年度金額の内数） 

 

５ 上記交付金以外の国の財源を充当する場合には、当該財源の内容及び金額 

  該当なし 
 

６ 事業の実施により整備された施設等の維持・運営主体、維持・運営方法及び維持・

運営にかかる自治体の負担額 

 （１）施設等の維持・運営主体及び方法 

    耐震化工事が完了した校舎に係る維持・運営については、愛媛県が規定予算

において適切に対応する。 

 （２）自治体の負担額 

平成 24 年度の県立学校管理運営費に 1,073,113 千円計上しており、うち、

八幡浜高校及び八幡浜工業高校の２校には維持管理・運営費として約 28,000

千円程度を見込んでいる。なお、今回の耐震化事業の実施に伴い、追加的に派

生する維持管理・運営費はない見込みである。 
 

７ 地域振興計画に掲げる事業が原子力発電施設の長期的な運転の円滑化に資する

理由 

  原子力発電施設の長期的な運転の円滑化には、安全性の確保はもとより、県民の

不安解消と理解促進のための取り組みを通じて、同発電所と立地地域との共生を図

ることが必要である。愛媛県においては、全国的に県立学校の耐震化が遅れており、

生徒が安心して学習することのできる基盤整備として、県立学校の耐震改修事業を

実施することは、地域振興を図る上で不可欠である。 
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今回は、地域の学び場であるとともに、災害の際には避難所としても利用される

県立学校の耐震化を図り、地域住民が安心して学習し、暮らせる地域づくりを推し

進めることにより、発電施設に対する地域住民の理解を深めることにつながり、ひ

いては原子力発電施設の長期的な運転の円滑化に資するものである。 

 

８ 地方自治体で作成される長期的な地域振興計画との関係 

「第六次愛媛県長期計画」(平成 23 年 12 月策定)において、「災害に強い県土づ

くり」を推進すべき政策とし、その具体的な施策として「災害から県民を守る基盤

の整備」を掲げ、県民誰もが安心して暮らせるよう、南海地震など大規模地震発生

に備えた公共施設の耐震化などを進めていくこととし、特に県立学校の耐震化につ

いては、同計画の中の主な取組みとして、「公共施設等の耐震化の推進」を掲げ、「災

害発生時には避難所としても活用されるなど、防災上の拠点としての役割を担う県

庁・学校・病院等の公共施設や、災害警備活動の拠点となる警察施設の耐震化を推

進します。」としており、県の長期計画においても、その整備推進は明確に位置付

けられている。 

本事業は、県の長期計画に掲げられた政策の一つである「災害に強い県土づくり」

を達成するため必要不可欠な事業であり、当該計画と整合しているところである。 

 

９ 他の類似事業との比較 

  学校校舎の耐震補強工事については、耐震診断の結果に基づき、適切な工法を選

択して実施するものであることから、その内容は対象校舎に応じて異なってくるが、

本県における過去の事業実施事例との比較において、本事業規模は妥当であると考

えられる。 

実施主体 愛媛県 
 

事業実施事例 

実施年度 平成 25～27年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 ３箇年計 

実施箇所 
八幡浜高校 

八幡浜工業高校 
８校８棟 ８校８棟 16校 16棟 計 32 校 32棟 

建 築 年 昭和 39～56 年 昭和 38～46 年 昭和 39～48 年 昭和 35～56 年 ― 

構造・階 ＲＣ３・４ ＲＣ３・４ ＲＣ２・３・４ 
ＲＣ１・２・３・４ 

Ｓ１・２ 
― 

延床面積 1,280～3,245㎡ 1,023～3,773㎡ 983～2,311㎡ 718～3,517㎡ ― 

事 業 費 
計 294,000千円 

(73,500千円／棟) 

計825,787千円 

(103,223千円／棟) 

計447,152千円 

(55,894千円／棟) 

計1,256,475千円 

(78,530千円／棟) 

計2,529,414千円 

(79,044千円／棟) 

 

１０ 地域振興計画に対する事業地域の住民の要望及び意見 

  学校等の耐震化をはじめとする「災害から県民を守る基盤の整備」については、

「第六次愛媛県長期計画」の県民ニーズ調査において、「重要である」が 58.33％、
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「まあ重要である」が 33.33％を占め、重要度は全 54施策中で７位となっているこ

とから、地域住民の期待は極めて大きいものがある。 

 

１１ 地域振興計画の事業地域の住民への公開及び周知方法 

  「第六次愛媛県長期計画」のほか重点プログラムとして冊子や県のホームページ

で公表しており、また、県立学校施設の耐震診断結果や事業実施予定箇所について

も県のホームページで公表し、周知に努めているところである。 

 

１２ 地方自治体及び事業地域の住民の協力・支援体制 

  今回の「耐震化事業」においては、工事の実施に当たり、地元住民に工事内容や

工期を説明することとしており、また、事業実施地域においては、これまでにも学

校校舎の改築工事や耐震補強工事が円滑に実施されており、事業推進に向けた協

力・支援体制が整っている。 

 

１３ 地域振興計画の期待される効果 

  学校施設を耐震化することにより、生徒の安全確保が図られるとともに、災害発

生時には避難所としても活用されるなど、地域住民の生命を守る防災上の拠点とし

ての役割が期待できる。 


