
米沢市学校施設⾧寿命化計画(概要版)

 

１－３   計画期間 

計画期間は、令和 3年度（2021 年度）から令和 22年度（2040 年度）の 20 年間とし、建物

の老朽化状況や児童・生徒数の推移、本市の財政状況等を鑑みながら、5年を目安に計画を見

直します。 

計画期間：令和 3年度（2021 年度）～令和 22年度（2040 年度） 

  

１－４   対象施設 

本市が保有する学校施設（小学校 18校、中学校 7校）のうち、延床面積 200 ㎡以上の建物

を対象とします。 

         

 
 小学校 中学校 合計 

学校数 18 校 7 校 25 校 

建物数 63 棟 22 棟 85 棟 

延床面積 81,706 ㎡ 54,138 ㎡ 135,844 ㎡ 

長寿命化の方針 
従来の学校施設の改修等は、建物に機能上または安全上の支障が生じた後に、その機能回復

を目的として建替え又は改修を行ってきました。今後は、以下の方針に基づき、学校施設の長

寿命化を推進します。 

学校施設整備の基本的な方針等 
安心・安全に長く学校施設を使用していくため、学校施設の目指すべき姿の実現に向けた施

設整備の方針を設定します。 

①将来の児童・生徒数に対応した施設整備の検討 

米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に基づき、児童・生徒数の推移に応じた施

設規模を検討するとともに、劣化状況に応じた長寿命化改修、予防保全改修、建替え等に

より、安全に長く建物を使うための施設整備を行っていきます。 

 

②改修等に係るコストの縮減・平準化 

従来の学校施設整備は、建替えや改修に多額の費用を要するため、今後は、長寿命化改

修を含め効率的な施設整備やメンテナンス費用などの削減等により、施設整備に係るコ

スト縮減・平準化を検討します。 

 

③社会的要求に対応した学校施設の整備 

学校施設に対する社会的要求への対応が課題となっています。今後は、児童・生徒の快

適性や地球環境等に配慮した施設整備、多様な学習形態に対応した学習空間の整備とと

もに、バリアフリー化を一層推進し誰もが安心して学び育つことができる教育環境の構

築を目指して施設整備を進めます。 

 

④廃校の利活用 

米沢市公共施設廃止後の施設利用の考え方に基づき、（1）本市事業等による利活用、

（2）地域団体等による公益目的の利活用、（3）民間事業者等による営利目的の利活用、

（4）施設の解体・土地の売却の順に検討していきます。 

 

学校施設の保有の現状 

学校施設の建築年別の延床面積 

築 50 年以上の建物が、全体の延床面積の 14.1%あり、これらの建物は今後一斉に更新時期を

迎えます。また、すべての学校施設において耐震化が完了しているものの、旧耐震基準の建物

は 47 棟、全体の延床面積に対して約半数の 45.2%となっており、屋根や外壁、設備等の老朽化

が著しく進行しているため、対策が急務となっています。 

長寿命化のコスト比較と今後の課題 
従来型から長寿命化型にすることで、約 11 億円の削減が見込まれますが、施設の大規模修 

繕がなされていないまま築年数が経過し、今後 40 年間において建替えとなる施設が多いため 

削減効果があまり見込めない状況です。 

今後は、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画と連動しながら、長寿命化型に再編統合

の考えを合 

わせ、学校規模に見合った施設整備を検討していきます。 

なお、長寿命化改修が将来的に集中する時期があるため、事業費の平準化に向けた効率的な 

維持・更新や整備手法の検討のほか、財源確保について取り組む必要があります。 

予防保全による計画的な維持管理の実施 

建築基準法第 12条やその他法定点検等の結果を踏まえ、建物や設備に不具合等が生じ

る前に改修等を実施する「予防保全」による計画的な維持管理を行います。 

 

長寿命化改修の実施 

建物の物理的な不具合を直し、建物の耐久性を高めるとともに、建物の機能や性能を現

在求められている社会的要求水準まで引き上げる「長寿命化改修」を実施します。 

 

学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 
 

   背景と目的 

米沢市の学校施設は、本市が保有する公共施設の総延床面積の約 4 割を占めており、その

多くは、昭和 40 年代から 50 年代にかけて多く整備され、老朽化した施設の大規模改修や建

替等に係る多額の事業費が必要な状態となっています。 

本市では、平成 29 年 3月に米沢市公共施設等総合管理計画を策定し、本市が保有する公共

施設の総量（延床面積）を令和 17 年度（2035 年度）までに 20％削減する目標を設定し、施

設分類ごとの施設管理に関する実施方針を定めました。 

本計画は、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画（平成 30 年 3 月改定）に基づき、

より良い教育環境の創出と教育の質の充実を目指すため、学校施設の状況や児童・生徒数の

推計等を考慮のうえ、建物や設備の更新・長寿命化を行うとともに、本市の財政負担の軽減

及び平準化を図ることを目的として策定します。 



今後の方針と実施計画

※（上段）実施内容　（下段）概算費用（百万円）

学校施設名 建築年度
長寿命化
の可否

方針 特記事項
R3～R12
費用合計

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

0

0

0

閉校

0

0

0

0

閉校

0

閉校

0

0

0

0

閉校

0

0

0

スラブ改修 閉校

48 48

閉校

0

閉校

0

ﾌﾟｰﾙ解体,改修工事 (仮)東中開校

602 602

閉校

0

閉校

0

基本計画、敷地測量 基本・実施設計他 基本・実施設計他 建設工事 建設工事 解体・撤去 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・外構工事

3,862 37 59 66 1,160 1,740 300 500

閉校

閉校

0

(仮)北中開校

0

統合小改修工事 統合小へ用途変更

220 220
26 第六中学校 H16 可

25 第四中学校 H26 可

統合
(長寿命化)

令和８年度、四中校舎を使用し、２校を統合し
た（仮称）北中学校を開校する。
※廃校後は、「米沢市公共施設廃止後の施設利
活用の考え方」基づく。

長寿命化

（注）改修費用が30百万円以上の整備が見込まれる事業のみ掲載しています。

24 第三中学校 S54 可

22 (仮)南西中学校 R7 可

統合
（新設）

令和８年度、２校を統合した（仮称）南西中学
校を開校する。
※廃校後は、「米沢市公共施設廃止後の施設利
活用の考え方」基づく。

23 第二中学校 S51 可

長寿命化

20 第五中学校 S38 否

19 第一中学校 H5 可

統合
(長寿命化)

段階的に３校を統合する。
１段階：令和７年度、一中と五中を統合する。
２段階：令和11年度、七中を統合し、（仮称）
東中学校を開校する。
※廃校後は、「米沢市公共施設廃止後の施設利
活用の考え方」基づく。

21 第七中学校 H11 可

否

可
維持

(長寿命化)
長寿命化

16 広幡小学校 S46 可

統合

令和９年度、第六中学校校舎を使用し、統合小
学校を開校する。
※廃校後は、「米沢市公共施設廃止後の施設利
活用の考え方」基づく。

18 塩井小学校 S47

17 六郷小学校 S48 可

14 北部小学校 S47 可
維持

(長寿命化)
長寿命化

15 窪田小学校 S47

12 南原小学校 H7 可

11 南部小学校 S54 可

統合
(長寿命化)

段階的に３校を統合する。
１段階：令和３年度に南原小と関小を統合す
る。
２段階：令和９年度から地域及び保護者との協
議を進め、令和13年度までの間での南部小と南
原小の統合を目指す。
※廃校後は、「米沢市公共施設廃止後の施設利
活用の考え方」基づく。13 関小学校 S53 可

可
R5～R8までの間に統合予定

10 愛宕小学校 S61 可

8 三沢東部小学校 S44 否
R5～R8までの間に統合予定

7 西部小学校 S48 可

統合
(長寿命化)

段階的に４校を統合する。
１段階：令和５年度から令和８年度までの間に
西部小と三沢東部小、三沢西部小を統合する。
２段階：令和９年度から地域及び保護者との協
議を進め、令和13年度までの間での西部小と愛
宕小の統合を目指す。
※廃校後は、「米沢市公共施設廃止後の施設利
活用の考え方」基づく。

6 上郷小学校 H22 可

5 万世小学校 S59 可

統合
令和９年度から地域及び保護者との協議を進
め、令和13年度までの両校の統合を目指す。

9 三沢西部小学校 S45

4 関根小学校 S43 否

3 松川小学校 H3 可

段階的に３校を統合する。
１段階：令和３年度に松川小と関根小を統合す
る。
２段階：令和９年度以降、地域及び保護者との
協議を進め、松川小の単学級の状況により、東
部小との統合を検討する。
※廃校後は、「米沢市公共施設廃止後の施設利
活用の考え方」基づく。

2 東部小学校 S46 可

統合
(長寿命化)

建替1 興譲小学校 S41 否 更新
特別支援教育の中心校及び教育支援センターと
して複合化を検討する。


