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目指すべき姿に記載
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写真の説明と学校名 
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そのほか参考となる資料を示しています。 

目指すべき姿に 

対応する施設整備の 

事例を示しています。 
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学習活動への適応性 安全性 快適性 環境への適応性 地域の拠点化 

１．地震に強い学校施設  

事例１－１ 構造体の耐震改修工事を行う  
事例１－３ 窓ガラス、家具、書棚等の耐震対策を
行う  

２．津波・洪水に強い学校施設  

事例２－１ 津波等が到達しない安全な高台等に 

学校施設を建築する 

参考となる資料：「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について（ｐ１２－１６）」等 

参考となる資料：「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」等 

管理普通教室棟の耐震改修
工事を実施 

新潟県立安塚高等学校 

   

学校生活における生徒への安心感だけでなく、大規模地震時に地域の避難所としても活用
できることで、地域住民にも安心感を与えることができる。 

棚同士の連結による固定 

スムーズに避難ができることや津波が到達しにくいことで、子どもたちや保護者に安心感
を与えることができる。 

事例２－２ 安全な場所へ速やかに避難できるよ 

う避難経路を整備する 

事例２－３ 上層階へ速やかに避難できるよう屋 

外避難階段を設置したり、屋上を緊急的な避難場 

所となるようにする 

事例２－４ 上層階が安全で緊急的な避難場所と
なるよう建物を高層化する 

事例１－２ 体育館など大規模空間の天井材や
照明器具など落下防止対策工事を行う  

斜め補強材 

屋内運動場の天井（現状） 

①撤去例 

天井の補強による耐震化 

②補強例 

天井撤去 
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３．防災機能を備えた学校施設  

参考となる資料：「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について（ｐ22－３１）」等 

子どもたちの安全確保と共に、地域の避難所としての役割も果たすことができ、子どもた
ちや地域住民に安心感をあたえることができる。 

事例３－１ 備蓄倉庫、防災トイレ、情報通信設
備、自家発電設備、雨水貯留タンク、電源車用電
気接続口、温水シャワー、太陽光発電設備等を整
備する 

事例３－６ 屋内運動場にTV配線、電話配線及び 
インターネットLAN配線を設置する 

事例３－５ 災害時にプール水を飲料水等とし
て活用できるよう浄水機能を有する水泳プール
を整備する 

事例３－４ 平常時には運動スペース、災害時に
は救援物資の荷さばきスペース等とするための半
屋外の空間を整備する 

緊急時の雨天時にも搬入等がスムーズな半屋外空間 
 長岡市立宮内中学校 

  

 千葉県安房郡鋸南町 

事例３－２ 体育館及び武道場について、避難 

所としての機能を強化するため、災害時に避難 

所本部とするための部屋やガス暖房付きの畳敷 

き武道場、多機能トイレ等を整備する 

 大阪府和泉市 
徳島県吉野川市 

停電時でも発電できる自立
運転機能を持った太陽光発
電設備 

パワーコンディショナー
と蓄電池盤 

電源の自動切り替え機能を
持ち、下部から電源の取り
出しができる電源切替盤 

備蓄倉庫（右側）を配置
した設備棟 

食糧、毛布、飲料水
を備蓄している。 

プールの水を飲料水や生活
用水として利用できる緊急用
給水システム 

事例３－７ 既存の受水槽に蛇口を設置する 

事例３－８ ガスの接続口を設置する 

 新潟県長岡市 

 兵庫県神戸市 

避難時に使用できるよう、
体育館に多目的トイレ、
一般用トイレ、更衣室を
整備 

学習活動への適応性 安全性 快適性 環境への適応性 地域の拠点化 

事例３－３ 保健室や給食室等の配置を救護ス 

ペースや避難所となる体育館等との位置関係に 

工夫して整備する 
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４．安全で安心な学校施設  

参考となる資料：「学校施設の防犯対策に関する調査研究 報告書」 
 「学校施設における事故防止の留意点について」等 

防犯や老朽化対策、事故の防止に努めることで、子どもたちや保護者、地域の人たちが安
心して利用することができる 

事例４－１ 防犯カメラを設置する 

事例４－３ 柱等に衝突時の怪我を防止するクッ
ションを巻く ガラスに飛散防止用のフィルムを
貼る 

事例４－２ 老朽化により児童生徒に危険が及ぶ 

ような箇所の改修を行う 

校内に設置された防犯カメラ 
高知県四万十市中筋小学校 

  

事例４－５ 校内を見渡せる位置に職員室を配置
する 

事例４－４ 窓ガラスを強化ガラスにする 

窓ガラスを強化ガラスに入替え 
 神奈川県横浜市立羽沢小学校 

事例４－６ テレビ録画インターホンを設置する 

副校長席で見ることができるテレビ
録画付インターホンを設置 

 神奈川県横浜市立羽沢小学校 

学習活動への適応性 安全性 快適性 環境への適応性 地域の拠点化 

老朽化したバルコニーの手すりを改修 
茨城県立高萩高等学校 

  

柱にクッションが巻かれた武道場 
和歌山県湯浅町立湯浅中学校 
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５．学習能率の向上に資する快適な学習環境  

騒音、寒さ、暑さが緩和されることなどで、子どもたちが学習に集中できるようになる。
また、トイレに行くことへの抵抗感が少なくなることで、健康につながる。 

事例５－１ 校舎や屋内運動場の断熱化を行う 

事例５－７ 上下可動式黒板を整備する  

上下可動式黒板を整備した教室 
福井県福井市至民中学校 

事例５－５ 十分な収納スペースを整備する 

 

事例５－６ 音環境に配慮した諸室の配置計画や 

内装材とする 

明るい色使いのトイレ 
 神奈川県横須賀市立大塚台小学校 

音に配慮し整備した天井吸音材 
東京都目黒区立目黒中央中学校 

憩いの場となる手洗い 
 神奈川県川崎市立下作延小学校 

事例５－３ トイレの改修を行う 

事例５－２ エアコンの整備を行う 

仕様の違いによる床表面温度の時系列データ（仙台地域） 
（シミュレーション） 

参考となる資料：「トイレ発！明るく元気な学校づくり！！-学校トイレ改善の取組事例集-」等 

事例５－４ 木造校舎の建設や学校施設の内装木質
化を行う 

 内装木質化（机や椅子も木質化） 
 埼玉県ときがわ町立玉川中学校 

  

屋内運動場の断熱化により、暖房設備等がなくても快適
に過ごせる 

快適性 学習活動への適応性 安全性 環境への適応性 地域の拠点化 
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６． 

参考となる資料：「新たな学校施設づくりのアイディア集（ｐ５９－６０）」 

子どもたちや地域の人々が、学校の花壇や樹木の手入れなどを通して学校への愛着が増す
とともに、学校と地域とのつながりを深めることができる。 

７．バリアフリーに配慮した環境  

事例７－１ スロープや手すり、段差の解消など、
バリアフリーに配慮した施設を整備する 

参考となる資料：「学校施設のバリアフリー化等に関する事例集」 

障害のある子どもたちや教職員だけでなく、地域の人たちもより円滑に学校施設を利用で
きる。 

事例７－２ 障害者用トイレ・多目的トイレを 

整備する 

車いすで方向転換ができる 
スペースを確保したトイレ 

秋田県男鹿市立北陽小学校 

廊下と材質が異なり分かり 
やすいスロープ 

 京都府京都市立渉成小学校 

事例６－２ 校内や歩道に面した敷地の一部に 
植え込み、花壇などを整備する  

植樹のある屋外空間 
 富山県南砺市立福光東部小学校 

 
歩道に面した敷地に整備された植え込み 

東京都葛飾区立上平井中学校 

事例６－１ 校内や歩道に面した敷地の一部に 
樹木や生け垣などを整備する  

コンクリートを打設し段差を解消 
 神奈川県横浜市立羽沢小学校 

コンクリートを削り段差を解消 
 神奈川県横浜市立羽沢小学校 

快適性 学習活動への適応性 安全性 環境への適応性 地域の拠点化 

児童生徒が学校への愛着や思い出につながり、また、地域の人々が誇りや愛着 
をもつことができる学校  
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８．教職員に配慮した空間  

事例８－１ 教職員が休憩するスペース、教職員同士がコミュニケーションをとるための環境を整備する  

事例 

参考となる資料：「新たな学校施設づくりのアイディア集（ｐ３７－３８）」 

簡易な整備 

大規模な整備 

教職員がリラックスできるとともに、教職員同士の交流を促すことができる。 

カウンター式の休憩コーナー 
 東京都世田谷区下北沢盛徳高等学校 

休憩や食事の場として使われる 
職員談話室 

カリタス女子中学高等学校 
 生徒数 ●●●人 

職員が集まるラウンジ 
 千葉県千葉市立美浜打瀬小学校 

職員室に隣接した位置に設けられ
た職員休憩用のテーブルと椅子 

 神奈川県横浜市立羽沢小学校 

快適性 学習活動への適応性 安全性 環境への適応性 地域の拠点化 
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