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（９）学校教育系施設

◆計画見直し後の施設ごとの方針及び計画期間一覧

第１期 第２期 第３期 第４期

2018年度～ 2023年度～ 2028年度～ 2033年度～

2022年度 2027年度 2032年度 2037年度

1 阿波市立伊沢小学校 方針１

2 阿波市立久勝小学校 方針２ 改修等

3 阿波市立林小学校 方針１

4 阿波市立市場小学校 方針１

5 阿波市立大影小学校 方針３ 利活用

6 阿波市立大俣小学校 方針１

7 阿波市立八幡小学校 方針１

8 阿波市立御所小学校 方針１

9 阿波市立土成小学校 方針２ 改修等

10 阿波市立一条小学校 方針１

11 阿波市立柿原小学校 方針１

12 阿波市立阿波中学校 方針２ 改修等

13 阿波市立市場中学校 方針１

14 阿波市立土成中学校 方針１

15 阿波市立吉野中学校 方針１

16 阿波市学校給食センター 方針１

≪施設ごとの方針≫
【方針１：適切かつ計画的な維持管理を行う。】
適切に日常点検等を実施し、予防保全の考え方に基づき、計画性のある修繕等を行い、継続して使用する施設
【方針２：改修を行う。】
施設の老朽化等による建て替えや市の施策等により改修等を行う施設
【方針３：利活用の検討を行う。】
民間活用等の検討を行い、利活用を行う施設
【方針４：譲渡等の検討を行う。】
地元や利用団体・個人への譲渡または市以外でのサービス提供が可能な施設
【方針５：用途変更を行う。】
施設の建設当時の用途を変更し、継続使用する施設
【方針６：統廃合の検討を行う。】
施設の統廃合を行う施設
【方針７：除却を行う。】
未使用または利用頻度が低い施設であり、周辺の他の施設や空きスペース等での代替が可能、また、そのまま放置して
おくと老朽化等により建物倒壊等の危険性があるため、除却・解体を行う施設

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

No. 方針

維持管理

維持管理

施設名称

方針及びマネジメント期



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
4工区）

2,511

令和2年度 阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 5,087

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和2年度 伊沢小学校屋外トイレ新築その他工事 17,611

令和2年度 伊沢小学校防球フェンス設置工事 5,163

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られる。また、現地調査時、教室棟の
外構付近から、異臭が確認された。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

211,200

特別管理教室棟 1,451.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1972/4/1 246,670 478,830

屋内運動場 640.00 鉄骨造 1978/3/1 108,800

325,380

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

普通教室棟 986.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1971/4/1 167,620

所在地 阿波町南柴生172 総延床面積（㎡） 3,743.70

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立伊沢小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 1 2018年度から2022年度までの5年間

令和2年度 阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 5,087

令和3年度 久勝小学校プール大規模改修工事 67,815

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 2 改修を行う。

方針の見直し 改変事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和2年度 久勝小学校屋外トイレ新築その他工事 16,280

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
4工区）

2,511

管理上の課題

教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂や塗装の剥がれが見られる。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

211,200

特別管理教室棟 852.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1974/7/1 144,840 281,160

屋内運動場 640.00 鉄骨造 1978/3/1 108,800

403,920

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

教室棟 1,224.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1969/3/1 208,080

所在地 阿波町森沢28 総延床面積（㎡） 3,627.50

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立久勝小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
4工区）

2,511

令和2年度 阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 5,087

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和元年度 林小学校プール大規模改修工事 70,422

令和2年度 林小学校屋外トイレ新築その他工事 17,380

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

施設内の一部の壁及び屋内運動場の内壁及び外壁に亀裂が見られる以外、比較的清潔な状態を維持
している。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

242,220

特別管理教室棟 1,518.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1970/3/1 258,060 500,940

屋内運動場 734.00 鉄骨造 1978/3/1 124,780

337,920

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

教室棟 1,024.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1969/3/1 174,080

所在地 阿波町東整理155 総延床面積（㎡） 4,163.50

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立林小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
３工区）

3,828

令和2年度 市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 3,872

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和2年度 市場小学校屋外運動場大規模改修工事 50,006

令和2年度 市場小学校屋外トイレ新築工事 14,458

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

施設内の一部の壁及び屋内運動場の内壁及び外壁に亀裂が見られる以外、比較的清潔な状態を維持
している。今後も適切な維持管理に努める必要がある。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

44,880

屋内運動場 919.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1989/3/1 156,230 303,270

プール専用付属室 136.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1992/3/1 23,120

980,173

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

校舎 2,970.22 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1978/3/1 504,937

所在地 市場町市場字上野段670 総延床面積（㎡） 4,151.97

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立市場小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 1 2018年度から2022年度までの5年間

今後のあり方

本施設は、第1期マネジメント計画期間（2018年度～2022年度）において、最大限有効活用を
行い、民間への貸付等を検討するが、屋内運動場については、指定避難所および大俣公民館大影分
館として利用されているため、活用方法について関係機関と協議を行う必要がある。

方針 3 利活用の検討を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 1 2018年度から2022年度までの5年間

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和2年度 大影小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事 2,841

管理上の課題

本施設は現在、休校中ではあるが、屋上防水シートの破損等により、雨漏りが生じており、天井材
の落下、外壁等に爆裂等も発生している。その他、廊下等木材利用部の蟻害、浄化槽の沈下等が見
受けられる。そのため、本施設の今後の利活用方法によっては、大規模な改修等が必要になってく
るものと考えられる。

基本的な
考え方

本施設は、第1期マネジメント計画期間（2018年度～2022年度）において、最大限有効活用を
行い、民間への貸付等を積極的に検討する。

方針 3 利活用の検討を行う。

プール専用付属室 95.55 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1987/8/1 16,244 31,532

265,518

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

校舎 804.60 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1979/8/1 136,782

所在地 市場町大影字境目39-1 総延床面積（㎡） 900.15

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/未対策 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立大影小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
３工区）

3,828

令和2年度 市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 3,872

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成28年度 大俣小学校屋内運動場大規模改修工事 33,675

令和2年度 大俣小学校屋外トイレ新築工事 12,946

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られる。また、屋内運動場の裏側の擁
壁の土砂が、一部崩れており、今後、修繕等が必要である。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

26,400

屋内運動場 685.11 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1988/3/1 116,469 226,086

プール専用付属室 80.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1989/3/1 13,600

614,790

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

教室棟 1,863.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1979/6/1 316,710

所在地 市場町上喜来字西原200 総延床面積（㎡） 3,048.21

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立大俣小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校

（９）-6



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
３工区）

3,828

令和2年度 市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 3,872

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和元年度 八幡小学校屋内運動場大規模改修工事 62,887

令和2年度 八幡小学校屋外トイレ新築工事 15,664

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

施設内の壁に、亀裂等が見られ、屋内運動場の玄関フロア付近には、雨漏りが見られる以外、比較
的清潔な状態を維持している。今後も適切な維持管理に努める必要がある。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

293,911

管理教室棟 517.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1980/11/1 87,890 170,610

屋内運動場 890.64 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1990/3/1 151,409

528,000

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

管理教室棟 1,600.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1977/1/1 272,000

所在地 市場町大野島字稲荷138-1 総延床面積（㎡） 3,290.14

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立八幡小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校

（９）-7



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
２工区）

1,571

令和2年度 土成地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 3,259

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成30年度 御所小学校内エレベーター修繕工事 732

平成30年度 御所小学校特別支援教室改修工事 638

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

本施設は、木造校舎であるため、風雨による劣化が非木造施設よりも、細心の注意を払う必要があ
る。木材の劣化による雨漏りや破損等については、定期的な点検による早期発見・早期対応を実施
する必要がある。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

312,510

教室棟 662.00 木造 2006/10/1 112,540 218,460

屋内運動場 947.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2006/10/1 160,990

278,190

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

教室棟 843.00 木造 2006/10/1 143,310

所在地 土成町宮川内字広坪89 総延床面積（㎡） 3,668.79

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/- 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立御所小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校

（９）-8



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 1 2018年度から2022年度までの5年間

令和2年度 土成地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 3,259

令和3年度 土成小学校校舎大規模改修その他工事 231,000

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 2 改修を行う。

方針の見直し 改変事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和元年度 土成小学校屋外倉庫屋根改修工事 3,780

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
２工区）

1,571

管理上の課題

施設内部の壁や床等に、多数の亀裂や剥がれが見られ、天井には漏水が見られる。また、一部の外
壁に、壁材の膨張が見られ、落下する恐れがある。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

297,990

校舎 977.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1977/2/1 166,090 322,410

屋内運動場 903.00 鉄骨造 1973/3/1 153,510

365,640

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

校舎 1,108.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1978/3/1 188,360

所在地 土成町成当1203 総延床面積（㎡） 4,181.00

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立土成小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
１工区）

1,895

令和2年度 吉野地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 2,487

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成30年度 一条小学校ブロック塀改修工事 1,059

令和元年度 一条小学校校舎大規模改修その他工事 158,950

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

施設内の壁等に亀裂や剥がれ等が見られ、天井からは漏水が見られる。また、校舎屋上のルーフド
レンには詰まりがあり、排水が適切にできていない状態である。今後、施設を長期的に安心安全に
利用していくためには、定期的な点検のほか、清掃等も必要である。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

232,650

普通特別教室棟 781.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1975/3/1 132,770 257,730

屋内運動場 705.00 鉄骨造 1968/12/1 119,850

561,660

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

普通特別教室棟 1,702.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1976/3/1 289,340

所在地 吉野町西条字岡ノ川原135 総延床面積（㎡） 4,497.00

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立一条小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校

（９）-10



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
１工区）

1,895

令和2年度 吉野地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 2,487

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成23年度 柿原小学校運動場便所新築その他工事 9,125

平成24年度 柿原小学校屋内運動場照明器具落下防止工事 4,683

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

教室棟の屋上のルーフドレンに詰まりが見られる以外、比較的清潔な状態を維持している。今後も
適切な維持管理に努める必要がある。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

222,750

普通特別教室棟 380.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1970/6/1 64,600 125,400

屋内運動場 675.00 鉄骨造 1971/12/1 114,750

303,270

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

普通特別教室棟 919.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1970/6/1 156,230

所在地 吉野町柿原字ヒロナカ256 総延床面積（㎡） 3,250.00

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立柿原小学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 小学校

（９）-11



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 1 2018年度から2022年度までの5年間

令和2年度 阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 5,087

令和3年度 阿波中学校部室新築工事

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行います。

方針 2 改修を行う。

方針の見直し 改変事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成30年度 阿波中学校屋内運動場オペレーター改修工事 2,646

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
4工区）

2,511

管理上の課題

本施設は、平成24年度に耐震工事を実施しており、比較的清潔に維持されている。ただし、屋内運
動場の照明設備や天井に、埃やクモの巣が発生しており、定期的な清掃が必要である。また、格技
場の雨樋の一部から漏水が発生しており、苔の繁茂が見られる。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

970,246

特別教室棟 1,827.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1966/7/1 310,590 602,910

屋内運動場 2,940.14 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2004/8/1 499,824

631,950

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

管理教室棟 1,915.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1965/6/1 325,550

所在地 阿波町東原230-1 総延床面積（㎡） 9,840.08

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立阿波中学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 中学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度 市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 3,872

令和2年度 市場中学校部室改築工事 10,557

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行います。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成29年度 阿波市市場中学校屋内運動場改築工事 641,520

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
３工区）

3,828

管理上の課題

教室棟、技術教室及び体育倉庫（部室）の壁等に、大小複数の亀裂が見られ、技術教室において
は、漏水も見られた。平成29年11月に、新たな屋内運動場が完成するため、今後の施設全体にお
ける定期的な点検や維持管理の方法について、取り決める必要がある。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

796,620

特別及び普通教室棟 1,576.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1972/3/1 267,920 520,080

屋内運動場 2,414.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2017/11/29 410,380

875,015

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

管理特別教室及び普通教室棟 2,651.56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1973/3/1 450,765

所在地 市場町市場字上野段6-3 総延床面積（㎡） 7,147.76

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立市場中学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 中学校

（９）-13



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度 土成地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 3,259

令和3年度 土成中学校屋外運動場夜間照明改築その他工事 70,281

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

令和２年度 土成中学校屋外トイレ新築その他工事 13,596

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
２工区）

1,571

管理上の課題

教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られ、屋内運動場の天井には漏水が見
られる。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

551,430

管理教室棟 1,018.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1963/10/1 173,060 335,940

屋内運動場 1,671.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2010/3/31 284,070

594,990

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

教室棟 1,803.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1966/7/1 306,510

所在地 土成町吉田字一本松の二42 総延床面積（㎡） 6,182.50

耐震基準/耐震化 一部旧耐震基準/実施済み 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立土成中学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 中学校
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◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

マネジメント期 - -

令和2年度
小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第
１工区）

1,895

令和2年度 吉野地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 2,487

今後のあり方

学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよ
う、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改
修計画を行う。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

方針の見直し 継続事業

マネジメント期 1 2018年度から2022年度までの5年間

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成28年度 吉野中学校校舎西棟屋上防水改修工事 3,824

平成30年度 吉野中学校校舎大規模改修その他工事 242,547

令和2年度 阿波市校内通信ネットワーク整備工事 146,102

管理上の課題

教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られ、一部天井には漏水も見られる。
また、駐輪場の屋根の老朽化も顕著である。

基本的な
考え方

本施設は、第1期マネジメント計画期間（2018年度～2022年度）において、大規模改修（平成
30年度、平成31年度予定）を実施する。

方針 2 改修を行う。

524,370

本館棟 453.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1993/2/1 77,010 149,490

屋内運動場 1,589.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1997/10/1 270,130

1,072,830

設置目的・役割
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要な基本的な資質を養うこと。

根拠条例等 教育基本法

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

本館棟 3,251.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1984/8/1 552,670

所在地 吉野町西条字大西4-1 総延床面積（㎡） 5,293.00

耐震基準/耐震化 新耐震基準/- 避難所指定 屋内運動場のみ指定

施設名称 阿波市立吉野中学校 所属課 教育総務課

大分類 学校教育系施設 中分類 中学校

（９）-15



◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

施設名称 阿波市学校給食センター 所属課 阿波学校給食センター

大分類 学校教育系施設 中分類 給食センター

所在地 市場町切幡字古田117-1 総延床面積（㎡） 2,849.37

耐震基準/耐震化 新耐震基準/- 避難所指定 未指定

940,292

設置目的・役割 小中学校等の児童生徒等に対して、給食を実施する施設

根拠条例等 阿波市学校給食センター条例

建物名・棟名 延床面積（㎡） 構造 建築年月日
建築後30年後

大規模改修費（千円）
建築後60年後

建て替え費（千円）

共同作業所 2,849.37 鉄骨造 2014/7/9 484,393

管理上の課題

給食を提供するため、施設は常に清潔に保つ必要があり、その他の設備機器も常に稼働している状
況であるため、メンテナンスの周期は早くなる。

基本的な
考え方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

マネジメント期 - -

施設に係る
主な工事事業
（予定含む）

実施年度 主な工事事業 工事事業費（千円）

平成25年度～
平成26年度

阿波市学校給食センター建設工事 1,334,529

今後のあり方

日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図
る。

方針の見直し 継続事業

方針 1 適切かつ計画的な維持管理を行う。

マネジメント期 - -
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