
（様式１） 旭 学 施  第　８２  号

令和　４年　６月２９日

文部科学大臣　殿

旭川市長　　今　津　寛　介

１． 施設整備計画の名称

旭川市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和元年度～令和３年度（３年間）

（担当）

旭川市教育委員会 

学校教育部 学校施設課

住所：北海道旭川市６条通８丁目

電話：0166－25－7549

施設整備計画の事後評価について

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。



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】

（様式２）

令和４年６月中旬～下旬　　事後評価を実施

　計画期間終了後，各事業における実績等を踏まえ，教育委員会内で目標の達成状況等を確認
した。なお，評価結果をホームページで公表する。

　施設整備計画の目標としていた各事業については，計画どおり達成できた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
各事業の実施により，児童・生徒の安全を確保することができたほか,トイレや空調設備等の更新に
より教育環境の向上が図られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今後においても，耐震性のない学校施設の耐震化を着実に進めるとともに，令和３年３月に策定
した「旭川市学校施設長寿命化計画」により,各校の老朽化状況や学校施設の適正配置等も考慮
した上で，計画的な施設整備を実施していくこととする。

　令和元年度から令和２年度の２か年計画で，東栄小学校の校舎３棟及び屋体１棟の耐震化を完
了した。　                                                                                                                                 　　
東栄小学校の改築事業を完了したことにより，域内の学校施設の耐震化は着実に進捗している。
引き続き，関係部局と連携しながら耐震化率１００％の早期達成に向け，計画的に耐震化を進めて
いくこととする。　　　　　　　　　
　児童・生徒の学習・生活の場であるとともに，災害時に避難所となる学校施設について，防災機
能強化を図るため，老朽化が著しい給水設備の更新を実施した。



（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】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　令和３年度から令和４年度の２か年計画で，地震による倒壊の危険性が高い千代田小学校の校
舎の改築工事に予定どおり着手できた。令和４年度に校舎６棟及び屋体１棟の耐震化が完了する
見込みである。                                                                                                                                　　　　　　　　　　

　令和元年度から令和３年度にかけて計画的に実施した結果，計画期間中に域内小学校及び中
学校のアスベストを含有する煙突内部断熱材の除去を全て完了した。

 　老朽化している暖房設備については，改修工事によりボイラー本体や熱効率の良いガス暖房方
式に更新することができた。また，学校施設の衛生環境改善に向け，校舎内のトイレ改修工事を実
施し，快適な教育環境の整備を行った。

　旭川市東旭川学校給食センターをドライシステムにより整備し，安全・安心な給食の提供を実現し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　教育環境の充実を図るため，旭川小学校及び東栄小学校の校舎及び屋内運動場の改築工事に
合わせて，学校水泳プールを整備するとともに，予定どおり旧プールの取壊しを完了した。　

　旭川小学校及び東栄小学校は，計画期間中に予定どおり取壊しを完了した。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

旭川小学校（Ⅲ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R1.7～R1.11 R1.12.16 R1.12.16取壊し完了

旭川小学校（Ⅲ期工事） （１） 01 危険改築 屋 ＲＳ R1.7～R1.11 R1.11.1 R1.11.1取壊し完了

青雲小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.12

旭川小学校 （５） 30 学校水泳プール（屋外） Ｒ R1.7～R1.12 R1.11.22

旭川小学校 （５） 30 学校水泳プール（屋外） Ｒ R1.7～R1.12 R1.12.12 R1.12.12取壊し完了

旭川小学校 （５） 31 学校水泳プール（上屋） Ｓ R1.7～R1.12 R1.11.22

旭川小学校 （５） 31 学校水泳プール（上屋） Ｓ R1.7～R1.12 R1.12.12 R1.12.12取壊し完了

西神楽小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.11

知新小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.11

東栄小学校 （５） 30 学校水泳プール（屋外） Ｒ R1.6～R1.12 R1.12.16

東栄小学校 （５） 30 学校水泳プール（屋外） Ｒ R1.6～R1.12 R1.12.17 R1.12.17取壊し完了

東栄小学校 （５） 31 学校水泳プール（上屋） Ｓ R1.6～R1.12 R1.12.16

東栄小学校 （５） 31 学校水泳プール（上屋） Ｓ R1.6～R1.12 R1.12.17 R1.12.17取壊し完了

緑が丘小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.8

東光小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.8

春光台中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.12

東明中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.8

忠和中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.11

旭川市東旭川学校給食センター （５） 22 共同調理場（新増築） Ｓ H30.6～R2.9 R1.11.25

旭川市東旭川学校給食センター （５） 23 共同調理場（改築） Ｓ H30.6～R2.9 R1.11.25

旭川市東旭川学校給食センター （５） 23 共同調理場（改築） Ｒ R2.6～R2.9 R2.10.9 R2.10.9取壊し完了

正和小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.12 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

春光小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.8 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

春光小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.8 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

整備方針

学校等の名称 目標
事業
区分

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）
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（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

整備方針

学校等の名称 目標
事業
区分

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

富沢小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.11 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

旭川第１小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.8 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

啓北中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.12 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

光陽中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.8 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

東鷹栖中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R1.7～R1.10 R1.11.12 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

東鷹栖中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.12 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

東栄小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R1.7～R2.11 R2.3.9

東栄小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R1.7～R2.11 R2.12.1

東栄小学校（Ⅲ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R3.5～R3.11 R3.11.19 R3.11.19取壊し完了

東栄小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 屋 ＲＳ R1.7～R2.11 R2.3.9

東栄小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 屋 ＲＳ R1.7～R2.11 R2.12.1

東栄小学校（Ⅲ期工事） （１） 01 危険改築 屋 ＲＳ R3.6～R3.10 R3.10.11 R3.10.11取壊し完了

末広北小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R1.7～R1.10 R1.12.12 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

西神楽小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.11 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

青雲小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.12 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

東明中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R1.7～R1.10 R1.11.8 補助不採択のため,令和元年度に単費で実施

神居東小学校 （１） 35 防災機能強化 R1.7～R1.10 R2.3.6

永山南小学校 （１） 35 防災機能強化 R1.7～R1.10 R2.3.12

雨紛小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.10.19 補助不採択のため,令和２年度に単費で実施

近文第２小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.11.2

緑新小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.11.24

緑新小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.24

大有小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R2.7～R2.10 R2.12.21

江丹別中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.2 補助不採択のため,令和２年度に単費で実施
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７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

整備方針

学校等の名称 目標
事業
区分

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

西神楽中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R2.7～R2.10 R2.10.19

愛宕東小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.10.19

向陵小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.2

永山東小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.2

東町小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.10.19

共栄小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.10.19

東五条小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.11.2

大町小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R2.7～R2.10 R2.11.2

大有小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R2.7～R2.10 R2.12.21

大有小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.12.21

緑新小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R2.7～R2.10 R2.11.24

緑新小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R3.5～R3.11 R2.11.24

緑新小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.24

富沢小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.16 令和２年度に単費で実施

永山東小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.12 令和２年度に単費で実施

日章小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.20 令和２年度に単費で実施

雨紛小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.9 令和２年度に単費で実施

神居東小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 R2.7～R2.10 R3.3.15

東鷹栖中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.18 令和２年度に単費で実施

桜岡中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 R2.7～R2.10 R2.11.16 令和２年度に単費で実施

北門中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.3～R3.9 R3.9.24

旭川中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.3～R3.9 R3.9.24

神居東中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R3.3～R3.9 R3.9.24

広陵中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.3～R3.9 R3.9.24
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７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

整備方針

学校等の名称 目標
事業
区分

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

西御料地小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R3.3～R3.9 R3.9.24

神楽小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.3～R3.9 R3.9.24

北星中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.6～R3.11 R3.10.14

北星中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R3.6～R3.11 R3.10.14

桜岡中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R3.3～R3.9 R3.9.24

愛宕中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.3～R3.9 R3.9.24

明星中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R3.6～R3.11 R3.10.14 補助不採択のため,令和３年度に単費で実施

千代田小学校（Ⅰ期工事） （２） 03 不適格改築 校 Ｒ R3.8～R5.1 R4.3.10

千代田小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R3.8～R5.1 R4.3.10

千代田小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 屋 ＲＳ R3.8～R5.1 R4.3.10

千代田小学校（Ⅰ期工事） （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｒ R3.8～R5.1 R4.3.10

千代田小学校（Ⅰ期工事） （５） 23 単独校調理場（改築） Ｒ R3.8～R5.1 R4.3.10

千代田小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 R3.6～R3.11 R3.10.14 補助不採択のため,令和３年度に単費で実施

北鎮小学校 （１） 35 防災機能強化 R3.5～R4.3 R4.3.7

東町小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R3.5～R4.1 R3.11.25

愛宕東小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R3.5～R4.1 R3.11.24

啓北中学校 （１） 35 防災機能強化 R3.5～R4.3 R4.3.3

北鎮小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R3.11～R4.2 R4.2.25

緑が丘小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 R3.6～R3.9 R3.10.11

永山南中学校 （５） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.10～R4.1 R4.3.16 令和３年度に単費で実施
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