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53 滝川小学校 北区天満1-24-15

54 堀川小学校 北区東天満2-10-7

55 西天満小学校 北区西天満3-12-21

56 菅北小学校 北区菅栄町9-5

57 豊崎東小学校 北区長柄中2-3-30

58 豊崎本庄小学校 北区本庄西2-1-16

59 中津小学校 北区中津3-34-18

60 大淀小学校 北区大淀中4-10-33

61 豊仁小学校 北区長柄西2-6-20

62 豊崎小学校 北区豊崎4-5-9

63 扇町小学校 北区扇町2-7-24

64 弘済小学校 吹田市古江台6-2-2

65 弘済小学校(分校) 高槻市奈佐原956

66 桜宮小学校 都島区東野田町1-10-19

67 中野小学校 都島区中野町3-10-5

68 高倉小学校 都島区高倉町3-3-10

69 淀川小学校 都島区毛馬町3-5-39

70 都島小学校 都島区都島本通3-10-3

71 内代小学校 都島区内代町3-4-6

72 東都島小学校 都島区都島本通4-24-20

73 大東小学校 都島区毛馬町2-11-111

74 友渕小学校 都島区友渕町1-3-123

75 友渕小学校(分校) 都島区友渕町1-3-187

76 福島小学校 福島区福島4-5-6

77 玉川小学校 福島区玉川2-13-16

78 野田小学校 福島区野田5-13-22

79 吉野小学校 福島区吉野3-10-5

80 大開小学校 福島区大開2-10-28

81 鷺洲小学校 福島区鷺洲5-6-8

82 海老江東小学校 福島区海老江1-6-19

83 海老江西小学校 福島区海老江8-1-10

84 上福島小学校 福島区福島7-4-33

85 西九条小学校 此花区西九条4-3-41

86 四貫島小学校 此花区四貫島2-16-29

87 島屋小学校 此花区島屋2-9-36

88 伝法小学校 此花区伝法3-13-10

89 梅香小学校 此花区梅香3-17-29

90 高見小学校 此花区高見1-3-35

91 酉島小学校 此花区酉島2-5-12

92 春日出小学校 此花区春日出中1-13-23

93 玉造小学校 中央区玉造2-3-43

94 南大江小学校 中央区農人橋1-3-3

95 中大江小学校 中央区糸屋町2-3-14

96 高津小学校 中央区高津3-4-21

97 南小学校 中央区東心斎橋1-14-29

98 開平小学校 中央区今橋1-5-7

99 中央小学校 中央区瓦屋町2-8-4

100 西船場小学校 西区江戸堀1-21-28

101 日吉小学校 西区南堀江4-9-19

102 九条南小学校 西区九条南2-13-17

103 九条東小学校 西区九条2-6-2

104 九条北小学校 西区九条南4-7-38

105 堀江小学校 西区北堀江3-2-16

106 明治小学校 西区阿波座2-3-35

107 本田小学校 西区川口1-5-19
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小 

108 明治小学校(分校) 西区立売堀4-10-18

109 市岡小学校 港区市岡3-2-24

110 磯路小学校 港区磯路3-7-7

111 三先小学校 港区三先2-6-32

112 田中小学校 港区田中2-10-34

113 八幡屋小学校 港区八幡屋3-3-5

114 波除小学校 港区波除3-6-8

115 築港小学校 港区築港1-10-38

116 南市岡小学校 港区南市岡2-6-35

117 港晴小学校 港区港晴1-3-12

118 弁天小学校 港区弁天2-9-35

119 池島小学校 港区池島2-5-47

120 三軒家西小学校 大正区三軒家西1-20-26

121 泉尾東小学校 大正区千島1-16-16

122 中泉尾小学校 大正区泉尾3-23-34

123 北恩加島小学校 大正区泉尾5-17-31

124 南恩加島小学校 大正区南恩加島3-6-11

125 鶴町小学校 大正区鶴町2-6-24

126 泉尾北小学校 大正区泉尾2-21-24

127 平尾小学校 大正区平尾2-21-28

128 三軒家東小学校 大正区三軒家東2-12-59

129 小林小学校 大正区小林東2-4-45

130 真田山小学校 天王寺区玉造本町14-41

131 味原小学校 天王寺区味原町8-19

132 桃陽小学校 天王寺区堂ヶ芝1-2-23

133 五条小学校 天王寺区小宮町9-28

134 聖和小学校 天王寺区寺田町1-6-37

135 大江小学校 天王寺区四天王寺1-9-18

136 生魂小学校 天王寺区上汐4-1-25

137 天王寺小学校 天王寺区大道1-4-49

138 栄小学校 浪速区浪速東1-1-61

139 難波元町小学校 浪速区元町1-5-30

140 大国小学校 浪速区大国1-9-3

141 敷津小学校 浪速区敷津東3-9-32

142 塩草立葉小学校 浪速区塩草1-4-31

143 浪速小学校 浪速区日本橋西1-7-6

144 柏里小学校 西淀川区柏里2-13-33

145 野里小学校 西淀川区野里2-21-13

146 姫里小学校 西淀川区姫里2-8-24

147 姫島小学校 西淀川区姫島1-10-4

148 福小学校 西淀川区福町2-5-23

149 大和田小学校 西淀川区大和田4-3-24

150 川北小学校 西淀川区中島1-11-20

151 佃小学校 西淀川区佃1-21-12

152 香簑小学校 西淀川区御幣島6-5-25

153 歌島小学校 西淀川区歌島2-5-18

154 出来島小学校 西淀川区出来島2-2-24

155 佃西小学校 西淀川区佃2-15-30

156 御幣島小学校 西淀川区御幣島3-5-5

157 神津小学校 淀川区十三元今里2-3-12

158 田川小学校 淀川区田川2-9-37

159 加島小学校 淀川区加島1-60-28

160 三津屋小学校 淀川区三津屋中1-4-14

161 新高小学校 淀川区新高1-15-53

162 野中小学校 淀川区野中北1-11-26
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小 

163 十三小学校 淀川区十三東4-3-6

164 木川小学校 淀川区木川東3-7-32

165 三国小学校 淀川区三国本町3-9-18

166 北中島小学校 淀川区宮原5-3-4

167 西中島小学校 淀川区西中島7-14-25

168 塚本小学校 淀川区塚本3-5-6

169 木川南小学校 淀川区木川東1-2-36

170 東三国小学校 淀川区東三国6-3-24

171 西三国小学校 淀川区西三国1-21-28

172 新東三国小学校 淀川区東三国3-9-10

173 宮原小学校 淀川区三国本町1-16-44

174 東淡路小学校 東淀川区東淡路3-3-32

175 西淡路小学校 東淀川区西淡路5-5-32

176 菅原小学校 東淀川区菅原6-3-25

177 新庄小学校 東淀川区上新庄2-20-5

178 大隅東小学校 東淀川区瑞光5-8-19

179 豊里小学校 東淀川区豊里5-14-60

180 啓発小学校 東淀川区東中島4-8-38

181 小松小学校 東淀川区小松3-18-15

182 下新庄小学校 東淀川区下新庄5-2-9

183 井高野小学校 東淀川区井高野1-28-17

184 大桐小学校 東淀川区大桐4-1-15

185 豊新小学校 東淀川区豊新4-17-26

186 東井高野小学校 東淀川区井高野2-8-28

187 大隅西小学校 東淀川区大隅2-3-18

188 豊里南小学校 東淀川区豊里5-12-41

189 大道南小学校 東淀川区大道南1-23-6

190 東小橋小学校 東成区東小橋3-10-37

191 大成小学校 東成区大今里西3-2-62

192 中道小学校 東成区玉津1-7-39

193 北中道小学校 東成区中道2-9-20

194 中本小学校 東成区中本4-2-32

195 東中本小学校 東成区東中本2-9-3

196 今里小学校 東成区大今里1-35-29

197 片江小学校 東成区大今里南2-13-2

198 神路小学校 東成区大今里4-6-19

199 深江小学校 東成区深江南1-4-6

200 宝栄小学校 東成区神路1-15-48

201 北鶴橋小学校 生野区鶴橋3-4-50

202 鶴橋小学校 生野区桃谷2-20-32

203 東桃谷小学校 生野区勝山北3-7-21

204 勝山小学校 生野区勝山南1-3-5

205 東中川小学校 生野区新今里7-14-37

206 小路小学校 生野区小路2-24-40

207 東小路小学校 生野区小路東3-8-15

208 田島南小学校 生野区田島5-23-7

209 巽小学校 生野区巽中3-12-5

210 北巽小学校 生野区巽北1-30-29

211 巽南小学校 生野区巽南2-10-7

212 巽東小学校 生野区巽東3-8-13

213 大池小学校 生野区中川3-4-3

214 清水小学校 旭区清水5-1-12

215 古市小学校 旭区森小路2-10-35

216 大宮小学校 旭区大宮4-9-16

217 高殿小学校 旭区高殿6-9-10

番号 学校名 住所
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小 

218 大宮西小学校 旭区中宮1-8-14

219 生江小学校 旭区生江1-10-21

220 城北小学校 旭区赤川3-13-47

221 新森小路小学校 旭区新森6-3-13

222 太子橋小学校 旭区太子橋1-12-15

223 高殿南小学校 旭区高殿3-10-30

224 榎並小学校 城東区野江4-1-28

225 関目小学校 城東区関目6-5-5

226 鯰江小学校 城東区今福西3-9-27

227 今福小学校 城東区今福南2-1-53

228 聖賢小学校 城東区新喜多2-4-35

229 鴫野小学校 城東区鴫野西4-11-48

230 中浜小学校 城東区中浜2-12-35

231 城東小学校 城東区鴫野東3-16-41

232 諏訪小学校 城東区永田2-15-5

233 成育小学校 城東区成育1-5-19

234 すみれ小学校 城東区古市2-6-38

235 東中浜小学校 城東区東中浜5-4-5

236 放出小学校 城東区放出西2-2-18

237 関目東小学校 城東区関目4-12-15

238 森之宮小学校 城東区森之宮1-6-64

239 鯰江東小学校 城東区今福東1-3-26

240 榎本小学校 鶴見区今津北1-5-35

241 茨田南小学校 鶴見区諸口1-3-71

242 茨田北小学校 鶴見区浜3-8-66

243 鶴見小学校 鶴見区鶴見4-14-10

244 今津小学校 鶴見区今津中4-1-48

245 茨田東小学校 鶴見区茨田大宮3-7-61

246 茨田西小学校 鶴見区横堤5-13-61

247 横堤小学校 鶴見区横堤1-11-83

248 みどり小学校 鶴見区緑2-4-45

249 鶴見南小学校 鶴見区鶴見2-17-22

250 茨田小学校 鶴見区安田2-1-8

251 焼野小学校 鶴見区焼野1-3-44

252 高松小学校 阿倍野区天王寺町北3-17-19

253 常盤小学校 阿倍野区松崎町3-11-12

254 常盤小学校(分校) 阿倍野区松崎町3-2-9

255 金塚小学校 阿倍野区旭町3-4-46

256 丸山小学校 阿倍野区丸山通1-4-43

257 晴明丘小学校 阿倍野区晴明通10-34

258 阿倍野小学校 阿倍野区阪南町2-17-21

259 阪南小学校 阿倍野区阪南町5-7-40

260 長池小学校 阿倍野区長池町20-26

261 苗代小学校 阿倍野区阪南町1-26-30

262 晴明丘南小学校 阿倍野区帝塚山1-23-8

263 粉浜小学校 住之江区粉浜2-6-6

264 安立小学校 住之江区住之江1-4-29

265 敷津浦小学校 住之江区北島2-9-22

266 加賀屋小学校 住之江区北加賀屋2-5-26

267 住吉川小学校 住之江区西加賀屋4-1-4

268 北粉浜小学校 住之江区粉浜1-5-40

269 住之江小学校 住之江区御崎4-6-43

270 平林小学校 住之江区平林南2-6-48

271 加賀屋東小学校 住之江区東加賀屋1-6-25

272 新北島小学校 住之江区新北島6-2-56
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273 南港光小学校 住之江区南港中4-4-22

274 南港桜小学校 住之江区南港中5-2-48

275 清江小学校 住之江区御崎5-7-18

276 南港みなみ小学校 住之江区南港中3-5-14

277 東粉浜小学校 住吉区東粉浜2-3-26

278 住吉小学校 住吉区帝塚山西4-1-35

279 長居小学校 住吉区長居東3-3-40

280 依羅小学校 住吉区我孫子4-11-48

281 墨江小学校 住吉区墨江2-3-46

282 遠里小野小学校 住吉区遠里小野6-6-27

283 清水丘小学校 住吉区清水丘2-9-41

284 南住吉小学校 住吉区南住吉3-5-1

285 大領小学校 住吉区大領3-3-5

286 苅田小学校 住吉区苅田3-5-34

287 山之内小学校 住吉区山之内2-17-39

288 苅田南小学校 住吉区苅田10-1-35

289 苅田北小学校 住吉区苅田1-11-39

290 大空小学校 住吉区我孫子西1-6-12

291 桑津小学校 東住吉区桑津5-13-13

292 北田辺小学校 東住吉区北田辺3-11-14

293 田辺小学校 東住吉区田辺2-3-34

294 東田辺小学校 東住吉区東田辺2-14-6

295 南田辺小学校 東住吉区南田辺4-3-4

296 南百済小学校 東住吉区湯里1-15-40

297 育和小学校 東住吉区杭全4-10-12

298 鷹合小学校 東住吉区鷹合3-12-38

299 今川小学校 東住吉区今川4-24-4

300 矢田小学校 東住吉区矢田3-4-27

301 矢田東小学校 東住吉区住道矢田2-7-43

302 矢田西小学校 東住吉区公園南矢田2-15-43

303 矢田北小学校 東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55

304 湯里小学校 東住吉区湯里6-8-3

305 長谷川小学校 柏原市円明町3-15

306 喜連小学校 平野区喜連7-6-4

307 平野西小学校 平野区背戸口4-1-31

308 平野小学校 平野区平野宮原1-9-29

309 長吉小学校 平野区長吉長原2-6-55

310 瓜破小学校 平野区瓜破5-3-11

311 加美小学校 平野区加美正覚寺3-13-35

312 加美南部小学校 平野区加美南1-9-17

313 平野南小学校 平野区平野南2-3-8

314 長吉東小学校 平野区長吉出戸8-8-41

315 喜連西小学校 平野区喜連西3-17-61

316 長吉南小学校 平野区長吉六反3-2-17

317 瓜破北小学校 平野区瓜破1-8-33

318 長原小学校 平野区長吉長原東3-10-9

319 喜連東小学校 平野区喜連東2-2-17

320 瓜破東小学校 平野区瓜破東2-5-78

321 加美北小学校 平野区加美北7-4-10

322 長吉出戸小学校 平野区長吉出戸3-1-43

323 瓜破西小学校 平野区瓜破西2-1-43

324 喜連北小学校 平野区喜連1-7-4

325 加美東小学校 平野区加美東5-9-25

326 川辺小学校 平野区長吉川辺1-4-9

327 新平野西小学校 平野区背戸口1-5-22

番号 学校名 住所 
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328 天下茶屋小学校 西成区聖天下1-11-35

329 岸里小学校 西成区千本中1-8-22

330 玉出小学校 西成区玉出中2-13-48

331 千本小学校 西成区千本中2-8-8

332 橘小学校 西成区橘2-1-29

333 長橋小学校 西成区長橋2-3-21

334 北津守小学校 西成区北津守3-3-40

335 南津守小学校 西成区南津守6-1-14

336 新今宮小学校 西成区花園北１－8－32

337 まつば小学校 西成区梅南3-2-25

番号 学校名 住所

（令和４年５月時点） 
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337 天満中学校 北区神山町12-9

338 北稜中学校 北区天満橋1-1-58

339 大淀中学校 北区大淀中2-1-11

340 豊崎中学校 北区本庄東3-4-8

341 新豊崎中学校 北区長柄東2-2-30

342 弘済中学校 吹田市古江台6-2-2

343 弘済中学校(分校) 高槻市奈佐原956

344 高倉中学校 都島区御幸町1-1-10

345 桜宮中学校 都島区東野田町5-16-10

346 都島中学校 都島区中野町3-9-33

347 淀川中学校 都島区毛馬町3-5-12

348 友渕中学校 都島区友渕町1-5-151

349 八阪中学校 福島区鷺洲6-1-13

350 下福島中学校 福島区玉川1-4-11

351 野田中学校 福島区吉野5-9-4

352 春日出中学校 此花区春日出南1-2-8

353 梅香中学校 此花区春日出北3-12-24

354 此花中学校 此花区高見2-14-31

355 東中学校 中央区大手前4-1-5

356 南中学校 中央区島之内1-10-23

357 上町中学校 中央区上本町西3-2-30

358 西中学校 西区千代崎3-1-43

359 花乃井中学校 西区江戸堀2-8-29

360 堀江中学校 西区南堀江3-5-7

361 市岡中学校 港区磯路1-5-21

362 港中学校 港区池島1-5-35

363 港南中学校 港区三先1-5-28

364 市岡東中学校 港区市岡元町3-2-18

365 築港中学校 港区築港1-2-41

366 大正東中学校 大正区三軒家東4-4-30

367 大正中央中学校 大正区小林東3-23-5

368 大正西中学校 大正区南恩加島6-14-37

369 大正北中学校 大正区北村3-1-1

370 天王寺中学校 天王寺区北河堀町6-20

371 夕陽丘中学校 天王寺区小宮町6-28

372 高津中学校 天王寺区城南寺町1-31

373 難波中学校 浪速区塩草1-1-59

374 日本橋中学校 浪速区日本橋西1-7-6

375 木津中学校 浪速区戎本町1-3-46

376 淀中学校 西淀川区大和田6-13-6

377 西淀中学校 西淀川区姫島6-10-5

378 歌島中学校 西淀川区歌島2-11-9

379 佃中学校 西淀川区佃2-15-93

380 十三中学校 淀川区十三東5-1-27

381 新北野中学校 淀川区新北野2-13-37

382 三国中学校 淀川区西三国2-5-24

383 美津島中学校 淀川区加島1-54-41

384 東三国中学校 淀川区東三国6-3-68

385 宮原中学校 淀川区西宮原3-3-2

386 淡路中学校 東淀川区西淡路4-25-53

387 柴島中学校 東淀川区柴島2-8-36

388 瑞光中学校 東淀川区瑞光4-9-37

389 中島中学校 東淀川区東中島4-8-38

390 東淀中学校 東淀川区豊里6-25-19

391 井高野中学校 東淀川区井高野2-8-13

番号 学校名 住所

（令和４年５月時点） 
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392 新東淀中学校 東淀川区豊里1-10-32

393 大桐中学校 東淀川区大桐4-5-8

394 東陽中学校 東成区深江北2-5-7

395 本庄中学校 東成区東中本3-14-2

396 玉津中学校 東成区玉津1-12-36

397 相生中学校 東成区神路2-8-16

398 大池中学校 生野区中川6-3-6

399 桃谷中学校 生野区勝山北3-13-44

400 東生野中学校 生野区新今里7-9-25

401 田島中学校 生野区田島5-23-7

402 巽中学校 生野区巽中3-17-20

403 新生野中学校 生野区巽東3-3-12

404 新巽中学校 生野区巽南4-2-53

405 旭陽中学校 旭区高殿5-9-31

406 大宮中学校 旭区中宮4-7-11

407 旭東中学校 旭区新森6-7-25

408 今市中学校 旭区大宮5-13-40

409 放出中学校 城東区放出西3-12-10

410 蒲生中学校 城東区中央3-9-24

411 城陽中学校 城東区鴫野西3-3-64

412 菫中学校 城東区古市1-18-4

413 城東中学校 城東区永田3-3-44

414 鯰江中学校 城東区今福西4-7-20

415 茨田中学校 鶴見区諸口3-4-44

416 緑中学校 鶴見区鶴見6-6-11

417 茨田北中学校 鶴見区茨田大宮1-1-31

418 今津中学校 鶴見区今津中1-3-55

419 横堤中学校 鶴見区横堤1-11-27

420 昭和中学校 阿倍野区桃ヶ池町2-3-17

421 文の里中学校 阿倍野区美章園1-5-52

422 阪南中学校 阿倍野区北畠1-16-24

423 松虫中学校 阿倍野区松虫通3-4-45

424 阿倍野中学校 阿倍野区昭和町3-2-4

425 住吉第一中学校 住之江区粉浜西1-5-11

426 加賀屋中学校 住之江区西加賀屋2-9-20

427 住之江中学校 住之江区御崎8-1-6

428 新北島中学校 住之江区新北島8-2-46

429 南港北中学校 住之江区南港中4-3-39

430 南港南中学校 住之江区南港中3-5-14

431 真住中学校 住之江区御崎2-2-32

432 三稜中学校 住吉区千躰1-5-22

433 我孫子中学校 住吉区我孫子東1-4-32

434 住吉中学校 住吉区帝塚山西3-5-6

435 大和川中学校 住吉区遠里小野2-11-4

436 東我孫子中学校 住吉区苅田1-16-2

437 墨江丘中学校 住吉区墨江4-15-34

438 大領中学校 住吉区大領4-3-25

439 我孫子南中学校 住吉区浅香1-8-55

440 田辺中学校 東住吉区南田辺4-7-24

441 東住吉中学校 東住吉区桑津5-17-25

442 中野中学校 東住吉区中野4-4-25

443 矢田中学校 東住吉区住道矢田9-7-55

444 白鷺中学校 東住吉区今川1-2-21

445 矢田南中学校 東住吉区矢田3-4-27

446 矢田西中学校 東住吉区公園南矢田2-12-47

番号 学校名 住所
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447 長谷川中学校 柏原市円明町3-15

448 摂陽中学校 平野区平野西3-4-7

449 平野中学校 平野区背戸口1-16-26

450 長吉中学校 平野区長吉長原東1-6-15

451 瓜破中学校 平野区瓜破2-5-31

452 加美中学校 平野区加美正覚寺3-13-46

453 長吉西中学校 平野区長吉長原西3-8-21

454 喜連中学校 平野区喜連西6-2-11

455 長吉六反中学校 平野区長吉六反4-9-61

456 瓜破西中学校 平野区瓜破西2-12-22

457 加美南中学校 平野区加美南1-10-15

458 平野北中学校 平野区平野宮町1-8-55

459 天下茶屋中学校 西成区橘1-8-2

460 今宮中学校 西成区花園北1-8-32

461 成南中学校 西成区千本中1-17-10

462 鶴見橋中学校 西成区長橋3-9-23

463 玉出中学校 西成区玉出西1-15-37

464 梅南中学校 西成区梅南3-3-17

番号 学校名 住所

465 生野未来学園 生野区生野西3-5-40

番号 学校名 住所

（令和４年５月時点） 

義務 
（令和４年５月時点） 
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用語（ふりがな） 用語 定義

あいしーてぃー ICT
Information and Communication Technology （情報通信技術）
の略で、情報処理や通信に関する技術を総合的に表したことば

いじかんり 維持管理

建物や設備の性能や機能を良好な状態に保つほか、社会・経
済的に必要とされる性能・機能を確保し、保持し続けるため、建
物や設備の点検・診断を行い、必要に応じて建物の改修や設備
の更新を行うこと

いんたーふぇーす インターフェース
コンピュータにおいて、異なる機器・装置のあいだを接続して、更
新や制御を可能にする装置やソフトウェア

いんふら インフラ
「インフラストラクチャー」の略語。道路や上下水道、電力、通信
設備など生活や産業の基盤となる施策の総称

いんふらちょうじゅみょうかきほんけいかく インフラ長寿命化基本計画

国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新などに
係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに、維持
管理・更新に係る産業（メンテナンス産業）の競争力を確保する
ための方向性を示すものとして、国や地方公共団体、その他民
間企業などが管理するあらゆるインフラを対象に、「インフラ老朽
化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」が平成25年11月に
策定した計画

えびでんす エビデンス 根拠や形跡

えふあーるぴー FRP 繊維強化プラスチック（Fiberglass Reinforced Plastics）の略称

おおさかしこうきょうしせつまねじめんときほ
んほうしん

大阪市公共施設マネジメント基本方針
大阪市における公共施設の総合的かつ計画的な施設の維持管
理を進めるうえでの基本的な方針

かいしゅう 改修
経年劣化した建物の部分または全体の原状回復を図る工事
や、建物の機能・性能を求められる水準まで引き上げる工事を
行うこと

かいちく 改築
老朽化により構造上危険な状態にあったり、教育上、著しく不適
当な状態にあったりする既存の建物を「建替える」こと

がっこうきぼ 学校規模 各学校における学級数の規模のこと

きさい 起債 国等が債権を発行募集すること

きょうあい 狭隘 面積などが狭くゆとりがないこと

くたい 躯体 建築物の構造体

けんちくきじゅんほう 建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構
造・用途についてその最適基準を定めた法律

ごういけいせい 合意形成 ステークホルダーの意見を一致させること

こうき 工期 工事の行われる期間

こうきょうしせつ 公共施設
道路・公園・下水道・学校・図書館など、公共の福祉のために、
国または地方公共団体などの公的団体が行う事業によって供
給される施設

こうきょうしせつとうそうごうかんりけいかく 公共施設等総合管理計画

厳しい財政状況が続く中で、今後の少子高齢化の進展や人口
減少などによる公共施設などの利用需要の変化に対し、長期的
な視点で更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことが求め
られている。そのような現状において、財政負担を軽減・平準化
を実施し、公共施設などの最適な配置を実現することを目的とし
て平成26年に総務省より、すべての地方公共団体に対して策定
が求められることになった行動計画

こうくちょうせい 校区調整 児童・生徒の通学区域、学区の変更・調整を行うこと

こうそうか 高層化 いく層も高く重なっていること

こうぞうたい 構造体 建築構造を支える骨組みにあたる部分

こっこほじょきん 国庫補助金 国が使途を特定して地方公共団体に交付する支出金のこと

こみゅにてぃ コミュニティ
住民が生活している場所、教育・文化・スポーツなどに関わり合
いながら住民相互の交流が行われている社会のこと

ざいせいせいやくらいん 財政制約ライン
財政的な枠が設けられ、活動や物事の成立が抑制されてしまう
ライン

じごほぜん 事後保全
老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行う、事後的な保全
のこと

しゅうぜん 修繕
経年劣化した建物の部分を既存のものとおおむね同じ位置に同
じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ること

じんこうどうたい 人口動態 ある一定期間内の人口変動のこと

すちーむこんべくしょんおーぶん スチームコンベクションオーブン ファンにより熱風を強制対流させるオーブン

あ
行

か
行

さ
行



  語集 

 

 

 

48 

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用語（ふりがな） 用語 定義

たいしんか 耐震化 強い地震でも建造物が倒壊、損壊しないように補強すること

たいようねんすう 耐用年数 建物や設備を使用するうえで予測される使用可能な年数のこと

たいりょくどちょうさ 耐力度調査
校舎の劣化状況から、この先どれくらいの期間使用することが
出来るかを把握するための調査

たようか 多様化 傾向がさまざまに分かれること

ちゅうせいかたいさく 中性化対策
建物のコンクリートが経年劣化、酸性雨・排ガスなどの影響で
徐々に中性化することにより内部鉄筋の腐食や鉄筋の劣化、そ
れに伴うひび割れの発生を招くことから、これを改善する工事

ちょうじゅみょうか 長寿命化
適切な維持管理を行うことにより、施設のサービス水準を確保し
つつ、施設の延命化を図ること

ちょうじゅみょうかかいしゅう 長寿命化改修
長寿命化を行うために、物理的な不具合を直し、耐久性を高め
ることに加え、機能や性能を求められる水準まで引き上げる改
修を行うこと

てっきんこんくりーとぞう 鉄筋コンクリート造（RC）
建築物の躯体に鉄筋で補強したコンクリートを用いた建築の構
造もしくは工法のこと

てっこつぞう 鉄骨造（S）
建築物の躯体に鉄骨の部材を用いる建築の構造もしくは工法の
こと

でーたべーす データベース
コンピュータによる情報処理で、蓄積・検索・更新などに便利な
ように有機的に整理された情報の集まり

とうしてきけいひ 投資的経費
経費の支出の効果が単年度または短期的に終わらず、固定的
な資本の形成に向けられるもの

とうはいごう 統廃合 統合と廃合。組織などを廃止したり、合併・統合したりすること

としんかいき 都心回帰 都心部の居住人口が回復・増加すること

とーたるこすと トータルコスト 総費用

にーず ニーズ 人間生活上必要な、ある充足状況が奪われている状態

のべゆかめんせき 延床面積 建築物の各階の床面積を合計した面積のこと

ばりあふりー バリアフリー
障がい者や高齢者等が、社会生活に参加する上で、生活の支
障となる物理的な障害や障壁を取り除いた状態

ぴーでぃーしーえー PDCA Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Action（改善）の略

びるといん ビルトイン
建物の構造部分に設備機器等を一体化するように設置されてい
ること

ふくごうか 複合化
既存の異なる種類の公共施設等を統合し、これらの施設の機能
を有した複合施設を整備すること

ふしょくかたいさく 腐食化対策 腐ったり、さびたりして形がくずれることに対する対策

ふたいせつび 付帯設備
建築物において建物本体と切り分けて、それに付属する給排
水・衛生・換気・冷暖房・電気配線・照明などの建築設備

ぶんこうせっち 分校設置 学校において、本校と分離して設けられる教育施設

ぶんりしんせつ 分離新設
新しく学校などを設立し、これに分割する学校の児童・生徒を一
部継承させること

へいじゅんか 平準化 不均衡や格差をなくすこと

ほうれいかいしゅう 法令改修 過去の法基準で建設した建物を現在の法基準に合わせる工事

ほぜん 保全

建物や設備が完成してから取り壊すまでの間、その性能や機能
を良好な状態に保つほか、社会・経済的に必要とされる性能・機
能を確保し、保持し続けること（保全のための手段として、点検・
診断・改修等がある）

ようとてんよう 用途転用 校舎の用途を学校施設から外の用途へ変更して使用すること

よぼうほぜん 予防保全
劣化や損傷が軽微である早期段階から、機能・性能の保持店
回復を図るために修繕等を行う、予防的な保全のこと

らいふさくるこすと ライフサイクルコスト（LCC）

施設の建設から運用、保全、修繕、解体（廃棄）までの全期間に
要する費用（初期の建設（設置）費用であるイニシャルコストと、
運用、保全、修繕等のためのランニングコスト、解体コストにより
構成される）

りべんせい 利便性 便利であること、利用する人にとって都合がよいこと

ろじっく ロジック 論理、論法

や
行

ら
行
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行

な
行

は
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