
全小中学校の普通教室へのエアコン 
整備方針・今後のスケジュール 

平成２７年１２月７日 

～子どもたちへの快適な学習環境の提供に向けて～ 



小中学校の普通教室へのエアコン設置状況 

小学校 １３校２６教室 中学校 ３校１２教室 

津市の状況  

 
 

全  国 ３２．８％  
三重県 １８．８％ 

    全国、三重県の状況 平成２６年４月 文部科学省調査 

津 市  ４．１％ 

平成２７年５月１日現在 



特別教室へのエアコン整備状況 

パソコン室、図書室へのエアコン整備をスタート 

平成２６年度 中学校のパソコン室、図書室へのエアコン整備が完了 

平成２７年度 小学校のパソコン室、図書室へのエアコン整備が完了 

平成２３年度 

普通教室以外に室内環境の確保が必要な特別教室 
（パソコン室や図書室）へのエアコンを整備 

図書室 

パソコン室 



 
 

普通教室へのエアコン整備の必要性 

 ●夏や冬の気温の変化による学習環境への影響 
 ●熱中症やかぜ等に対する健康面への影響 
 ●家庭におけるエアコンの普及 

エアコンの設置により快適な学習環境を整備 

●受験に対応した学習環境の整備 
●高室温・低室温による子どもたちの体調面への配慮 
●授業への集中力の向上 
●地域による学習環境のばらつきの解消 



エアコンの整備方針 

快適な学習環境の整備を目的とした 
全小中学校の普通教室へのエアコン設置を検討 

 

小中学校の普通教室へのエアコン整備の方針を決定 

第２回及び第３回津市総合教育会議 
において協議 

  平成２７年５月１５日、平成２７年７月２４日開催 

平成２８年度当初予算案に設計費を計上予定 

教育委員会において協議 

政策会議 
（庁内検討） 



エアコンの整備方針 

普通教室 （特別支援教室などを含む） 対象教室 

都市ガスと電気のライフサイクルコストを比較し、 
エアコンの 
種類 

都市ガス供給校は安価なガスエアコンを整備 

その他の学校は電気エアコンを整備 

整備の 
進め方 

 平成２７年度 

●大規模改造工事（一志中） 
●校舎増築工事（南が丘小、戸木小、美里中） 

 平成２８年度以降 

●５年間で全ての小中学校へ整備（中学校からスタート） 
●大規模改造校及び増築校は当該工事にあわせて整備 



事業期間・概算事業費・整備方法 

事業期間 
５年間で整備 【平成２８年度～平成３２年度】 

概算事業費 
総事業費 約２６億円 
    

 
学校施設環境改善交付金・合併特例事業債充当 

整備方法 

●当初予算で設計し、補正予算議決後、年度途中 
  に工事を発注 

合併特例事業債の期間内に完了 

平成２８年度当初予算案 設計委託料 約３千万円 

●春休みを整備期間として活用し、夏に稼働可能な 
  学校の整備を目指す 



整備予定校数・スケジュール 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

中
学
校 

設計 

工事 

大規模改造予定 

小
学
校 

① 
設計 

工事 

② 
設計 

工事 

③ 
設計 

工事 

④ 
設計 

工事 

大規模改造予定 

１６校 

１６校 

１５校 

１５校 

１５校 

１５校 

１５校 

１５校 

４校 

校数 設置完了校 整備予定校 備考 

中学校 ２２校（分校含む） １（芸濃中学校） ２０ ●あすなろ分校（中学校）については、Ｈ２９新設移転予定のため別途、整備 

小学校 ５３校（分校含む） ０ ５０ 
●あすなろ分校（小学校）については、Ｈ２９新設移転予定のため別途、整備 
●高宮小、辰水小、長野小の３校については、Ｈ２９年に美里地域施設一体型小中 
  一貫校として新設開校予定のため整備せず、新設予定の小学校（１校）に整備 

１校(※1) 

１校(※1) 

４校(※2) 

※1…国児分校（小学校）は、国児分校（中学校）と同一施設のため中学校と合わせて整備  ※2…美里地域施設一体型小中一貫校としての新設予定小学校（１校）を含む 



9 

道路・河川・公園の維持管理の強化・充実 

～より安全・安心して暮らせるまちづくりを目指して～ 

平成２７年１２月７日 



 施設の概要 

市道 

公園 

道路・河川・公園の維持管理に対する対応 

市内の道路・河川・公園の状況 

●道路等施設のパトロール 
●市民からの情報提供 

河川 

緊急性を見極め即対応 

津偕楽公園の様子 

平成２７年４月１日現在 

１０，９５０路線 延長約３，４５８ｋｍ 

５９３箇所 約２１２ｈａ 

１２４河川 延長約１６７ｋｍ 

●自治会等の要望等 
●地域懇談会での意見 要望内容を精査し順次施工 



道路・河川・公園等の維持管理に係る要望・意見 

自治会等の主な要望 

地域懇談会での主な意見 

施設の設置・修繕等を順次実施 

道路関係 舗装、側溝整備、路肩の草刈等 

交通安全施設関係 ガードレール・カーブミラーの設置等 

河川関係 河川のしゅんせつ等 

公園関係 遊具の修繕、樹木の剪定等 

その他 自治会等による側溝清掃の土砂回収等 

●道路に傷みがあるので、直してほしい 
●側溝に蓋をしてほしい 
●公園のフェンスの張り替えをしてほしい 

地域懇談会の様子 



工事後 工事前 

工事後 

水路を暗渠化することにより、安全な歩道空間を確保 

維持管理の取り組み事例 

工事前 

区域内を速度規制することで、歩行者等の安全な通行を確保 



道路・河川・公園に係る要望と予算の推移 

自治会等の要望の推移 

 維持事業に係る当初予算の推移 ※下記金額は、維持管理に関する施設修繕料、委託料、工事請負費 
   の当初予算額 

1,426  

452  
30  

600  670  

3,178  

1,436  

440  
43  

798  893  

3,610  

1,450  

470  
27  

800  900  

3,647  

0  

1,000  

2,000  

3,000  

4,000  

道路 交通安全施設 河川 公園 その他 合計 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

※数値は件数 
※平成２７年度は見込み 

事業名 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

道路維持事業・橋りょう維持事業 ８億５，２００万円 ８億５，５００万円 ８億９，１００万円 

交通安全施設等維持事業 ４，１００万円 ４，５００万円 ４，６００万円 

河川維持事業 ５，２００万円 ５，４００万円 ５，７００万円 

公園維持事業 １億５，９００万円 １億６，２００万円 １億８，０００万円 

合計 １１億   ４００万円 １１億１，６００万円 １１億７，４００万円 



 平成２８年度の維持事業の強化・充実 

施設の老朽化等 

道路、河川、公園等の維持事業予算の確保が必要 

経年による劣化 

安全性の確保 

迅速・適切な維持管理が求められる 

修繕等の経費増加 

製品単価の上昇 

要望の増加 

地域懇談会 

市民・自治会 

平成２８年度当初予算に維持事業予算を増額計上の方針を決定 

労務単価の上昇 



事業名 平成２７年度 平成２８年度案 増額（対前年） 

道路維持事業・橋りょう維持事業 ８億９，１００万円 ９億９，４００万円 １億  ３００万円 

交通安全施設等維持事業 ４，６００万円 ４，９００万円 ３００万円 

河川維持事業 ５，７００万円 ６，８００万円 １，１００万円 

公園維持事業 １億８，０００万円 １億９，５００万円 １，５００万円 

合計 １１億７，４００万円 １３億  ６００万円 １億３，２００万円 

 平成２８年度当初予算案の維持事業予算の増額計上 

 平成２８年度当初予算案 約１億３，２００万円の増額計上       

※上記金額は維持管理に関する施設修繕料、委託料、工事請負費の金額 

対前年比１１％増 

交通安全施設等 道路・橋りょう 河川 公園 全体 

１４ 

１２ 

１０ 

８ 

６ 

４ 

２ 

０ 

単位：億円 

8億 
9,100万円 

9億 
9,４00万円 

4,600万円 4,900万円 5,700万円 6,800万円 

1億 
8,000万円 

1億 
9,500万円 

11億 
7,400万円 

13億 
600万円 

■平成２７年度当初予算 
■平成２８年度当初予算案 


