
大規模改造としての

北広島市の考え方

屋根・屋上

外 壁

外部開口部

（建具）

・AD、AW（一部防音サッシ）

・AW（一部内部PW)・AD

・外部）防音AW、AW、内部）樹脂サッシ、

 複層ガラス

・AW、AD、GB（H27改造）

・AW、AD（H27、H30改造）

・AW（WW：内部）

 など

（ガラス）

・FL（H30改造）

・FL（一部強化ガラス）

・TP、FL

・FL、T、PWG

・F・T・FL

・PW、FL

・PHW（網入り）、FL

・PHW、FL

・透明ガラス（H27改造）

・透明ガラス（一部UVカット）（H27改造）

・透明ガラス（図書室のみUVカット省エネタイプ）

・透明ガラス（一部網入りガラス）

 など

北広島市学校施設の仕様まとめ

外

部

既設屋上防水の上に防水改修、既存ク

ラック改修の上塗装仕上げ

外部アルミサッシ改修（⼾⾞、気密ゴ

ム、防水ｼｰﾙ）、鋼製建具をアルミ建具

に改修

窓廻りシ−リング

・吹付けタイル＋複層仕上塗材E（H21改造）

・吹付けタイル＋複層仕上塗材E、一部トップコート、ビンニング、Uカットシール（H21改造）

・ガルバリウム鋼板、一部吹付けタイル（防水型外装薄塗材E）（H17改築）

・コンクリート打ち放し＋仕上げ塗材A（H22改造）

・コンクリート打ち放し＋透湿弾性複層塗材、一部化粧目地打込（H18増築）

・コンクリート打ち放し 吹付けタイル仕上げ塗材A（H27改造）

・コンクリート打ち放し、吹付けタイル＋透湿性防水型複層塗材RE（ウレタン）（H30改造）

・二丁掛けタイル、50角タイル（H30改造）

・コンクリート打ち放し＋仕上げ塗材A（H23改造）

・弾性吹付タイル仕上げ（H15改造）

・コンクリート打ち放し、弾性吹付タイル仕上げ（H13増築）

・コンクリート打ち放し＋透湿防水形複層塗材E吹付（H27改造）

・モルタル刷毛引き＋複層塗材RE仕上（H21改造）

・コンクリート打ち放し＋複層塗材RE （エポキシ系吹付タイル）吹付（H21増築）

・コンクリート打ち放し＋複層塗材RE

・コンクリート打ち放し＋アクリル系リシン吹付

 など

（屋上）

・塩ビ系シート防水（H21改造）

・高耐久ウレタン防水（H17改築）

・改質アスファルト防水（H22改造）

・改質アスファルト防水、環境保全型（H17改築）

・シート防水一部ガルバリウム鋼板（H18増築）

・改質アスファルト防水A（H23、H27改造）

・改質アスファルト防水B（H22改造）

・ウレタン塗膜防水（H13増築）

・Cコテ＋保護塗料

・改質アスファルト防水常温積層工法＋ウレタン系トップコート（H27改造）

・改質アスファルト防水常温積層工法＋ウレタントップコート仕上（ケミアスルーフ）（H21増築）

・改質アスファルト防水常温積層工法（H30改造）

・改質アスファルトシート防水（H21改造）

・改質アスファルト防水Ｂ+保護塗料塗り（H22改造）

・コンクリートコテ（Ｂ種）の上、ウレタン防水

・アスファルト保温スノー防水（HS・25型）

（屋根）

アスファルトフェルト張り+ガルバリウム鋼板（H22改造）

 など

部位など 現状

校   舎
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大規模改造としての

北広島市の考え方
部位など 現状

校     舎

教室床

内

部

教室（鞄棚、雨具掛け)設置、落下防止

手摺（２階以上）、ワックス不要の床

材、下駄箱新設(⻑靴収納）、図書室の

整備、学校の要望よりオープンスペー

ス設置

ダムウェーターを廃止しエレベーター

設置、職員室ＯＡフロアー化

内部仕上げ

（共用部）

（廊下・階段混在）

床：ビニールシート、M金ゴテ＋VS-B、SLG＋VS-B、ビニール床シート（H30改造）、⻑尺ビニール床シー

トA（H27改造）、

        塩化ビニルシート、⻑尺ビニルシート、コンクリート金コテ押え＋ビニール床シート

  ⻑尺塩ビシート、⻑尺ビニル床シート、⻑尺シート貼（H27改造）

壁：（外壁側）モルタル（教室側）ラワンベニヤ、

  （腰壁）パイン羽目板（中壁）ラワン合板下地、掲示用ビニールクロス、

    (腰壁）ラワンベニヤ＋WAP・WUC （壁）ラワンベニヤ＋WEP（H27改造）、

  （腰壁）シナベニヤ＋WAP、（中壁）シナベニヤ＋WAP、ラワンベニヤ＋WAP（H27改造）、

  （腰壁）シナ合板（中壁）シナ合板、吸音ビニールクロス、

  （教室側）WEP、（外壁側）ウレタン吹付、シナ合板（H27改造）、

  （腰壁・小壁）シナ合板目透かし＋WAP（中壁）ラワン合板

     （腰壁）木下地＋羽目板＋OP、（壁）木下地＋シナ合板＋OP、

   ①ラワンベニヤ＋WAP、シナベニヤ＋WAP ➁LGS＋石膏ボード＋WEP､

   ①LGS下地石膏ボード＋WEP ②シナベニヤ＋WAP、

   ラワン合板＋WAP、シナ合板＋WEP（H30改造）、シナベニヤ＋SOP、下地防音用掲示板クロス、

  シナ合板目透かし＋SOP、掲示板クロス、ラワン合板下地＋掲示板ビニールクロス、ラワンベニヤ＋OP

天井：有孔石膏ボード、穿孔石膏ボード＋WEP、岩綿吸音板、木下地＋穿孔石膏ボード＋EP・木下地＋ボー

ダー石膏ボード

   ＋EP（H27改造）、LGS＋穿孔石膏ボード＋WEP・LGS＋ボーダー石膏ボード＋WEP（H27改造）、

   LGS＋穿孔石膏ボード＋EP、穿孔石膏ボード＋WEP・石膏ボード＋WEP、孔石膏ボード＋EP、

            LGS＋化粧石膏吸音ボード（H27改造）、吸音石膏ボード（H30改造）、LGS下地＋石膏ボード捨貼

＋岩綿吸音板、

         （中央部）穿孔PB＋EP、GB-R＋EP、穿孔石膏ボード＋EP・石膏ボード＋EP

（ワークスペース）−⻄部⼩学校

床：直貼複合フローリング、壁：ラワン合板、天井：PB

                                                など

教室壁

・ラワン合板

・シナベニヤ＋WEP（H27改造）

・シナベニヤ＋WEP、モルタルコテ＋VP

・吸音テックス プラスター塗＋OP

上部：吸音テック

腰壁：ラワンベニヤ、シナ合板、モルタル金鏝＋VP/ラワンベニヤ＋SOP、シナ合板＋WEP（H30改造）、

  から松ビーリング、穿孔シナ合板目透かし貼＋WAP、シナ合板目透かし貼＋WAP、穿孔シナベニヤ＋

WAP（H27改造）、

  シナベニヤ＋WEP（H27改造）、ラワンベニヤ＋OP

中壁：ラワン合板、ラワンベニヤ下地吸音クロス貼（H27改造）、シナ合板、吸音ビニルクロス・掲示クロス

（H30改造）、

   木下地＋ラワン合板下地防音用掲示板クロス、ラワン合板下地 防音用掲示板ビニールクロス、

   モルタルコテ＋WEP（H27改造）、ラワンベニヤ＋吸音クロス（H27改造）

小壁：穿孔シナ合板目透かし＋WAP、シナベニヤ＋WAP（H27改造）、穿孔シナベニヤ＋WAP（H27改造）

掲示壁：吸音ビニールクロス

腰壁・小壁：シナ合板目透かし＋WAP

                                              など

・ビニール系タイル

・直貼複合フローリング

・M金ゴテ VS-B

・⻑尺ビニール床シートA（H27改造）

・⻑尺ビニルシート

・プラスチックタイル

・フローリング

・⻑尺シート貼（H27改造）

・ビニール床シート（H30改造）

・直貼フローリング（UVセラミック塗装品）

                     など
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大規模改造としての

北広島市の考え方
部位など 現状

校   舎

教室天井

建 具

内

部

教室（鞄棚、雨具掛け)設置、落下防止

手摺（２階以上）、ワックス不要の床

材、下駄箱新設(⻑靴収納）、図書室の

整備、学校の要望よりオープンスペー

ス設置

ダムウェーターを廃止しエレベーター

設置、職員室ＯＡフロアー化

・WD（嵌め殺し窓、ガラリ有り）（H27、H30改造）

・WD（嵌め殺し窓・ガラリ有り）、SD

・WD（嵌め殺し窓・ガラリ有り）、SD（視聴覚室）

・WD（嵌め殺し窓・ランマ窓・スリット有り）、SD

・WD（嵌め殺し窓、ガラリ有り）※音楽室・視聴覚室はガラリなし

・WD（嵌め殺し窓、ガラリ有り）、WD（音楽室はSD）（H27改造）

・WD（嵌め殺し窓、ガラリ有り）※ことばの教室はSD

・PW（外壁側）、WD（嵌め殺し窓 ガラリ有り）

・PW（外壁側）、WD

・PD：⼾〜塩ビ鋼板（芯材〜硬質ウレタン）、枠〜亜鉛メッキ処理剤、嵌め殺し窓、

 ガラリ有り（H30改造）

・WD（ガラリ有）

・WD

・AD、SD、SHD（昇降ホール）

 など

・有孔石膏ボード

・PB

・穿孔石膏ボード、GB-R

・岩綿吸音板

・石膏ボード＋WEP（H27改造）

・穿孔石膏ボード＋WEP、ボーダー石膏ボード＋WEP（H27改造）

・穿孔石膏ボード＋WEP、石膏ボード＋WEP（H27改造）

・岩綿吸音板、石膏ボード＋WEP（H30改造）

・岩綿吸音板穿孔速攻ボード＋WEP

・穿孔石膏ボード＋EP

・平石膏ボード＋EP

・LGS下地＋石膏ボード、岩綿吸音板

・穿孔石膏ボード＋EP、石膏ボード＋EP

 など
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大規模改造としての

北広島市の考え方
部位など 現状

校     舎

電気設備

給排水設備

ボイラー

設備

空調設備

昇降機設備

・エアコン（職員室・コンピューター室のみ）（H27改造）

・空調方式：全空気、温水暖房、温風暖房（H30改造）

・熱源：温水（H30改造）

・放熱器：ネルヒーター、ファンコンベクター、電気ヒーター（H30改造）

・換気方式：換気扇、ダクト式機械換気

・暖房方式：全空気、個別（電気ヒーター）、温風暖房、電気暖房

・冷暖房設備：全水、個別（電気ヒーター）、温水暖房、電気暖房

・換気扇、ダクト式機械換気（H27改造）

・空冷式ヒートポンプ型エアコン（コンピューター室）

・温風暖房（熱源：電気、重油 放熱器：電気ヒーター、パッケージエアコン）

                                     など

設

備

トイレの洋式化（男女各和1ヶ所残

し）、暖房便座、擬音装置（中学校女

子のみ）、水飲み場に温水（１か所程

度）、照明のLED化、便所は人感セン

サーによるONOFF、防犯灯の増設

内線電話設置（⼩学校：普通教室、中

学校：各準備室）

（EV）

⻄部小学校、⻄の⾥小学校、⼤曲東小学校、双葉小学校、緑ヶ丘小学校、⻄部中学校、

東部中学校（H30改造）

（DW）

東部小学校、広葉中学校

（EV、DW）

⼤曲小学校、北の台小学校（H27改造）、⻄の⾥中学校

（緑陽中学校）

・EV、DM両方なし

※図面のない学校は不明

・ボイラー（重油）（H27改造）

・ボイラー（灯油、重油）

・放熱器：ヒートポンプユニット

・電気、重油

・熱源：温水、電気、A重油

・給湯：電気湯沸かし器（H27改造）

・空調：電気ヒーター（H27改造）

・温水ボイラー（鎮鉄製真空式 暖房専用 581Kw）×2（H30改造）

・電気、A重油、灯油

                                                              など

（給水）

・受水槽方式（配管材：ステンレス鋼管（拡管式）、水道用ポリエチレン管）（H27改造）

・水道直結方式（配管材：塩ビライニング鋼管（VB））

・水道直結方式（配管材：塩ビライニング鋼管VA、ポリエチレン管）

・圧力タンク方式（配管材：塩ビライニング鋼管VB、ポリエチレン管）

・圧力タンク方式（配管材：塩ビライニング鋼管VB）

・受水槽方式、圧力タンク方式 （ステンレス鋼管、ポリエチレン管）（H27改造）

・圧力タンク式 屋内給水管：塩ビライニング鋼管VB

・高置タンク方式、揚水用ポンプ（H30改造）

（排水）

・自然流下（配管材：ビニル管（VP)、ビニル管（VU)）（H27改造）

・自然流下（ビニル管（VP)、耐火二層管）（H27改造）

・自然流下（配管材：塩ビライニング鋼管、ビニル管VU、鉛管）

・自然流下（配管材：排水用塩ビライニング鋼管）

・自然流下（配管材：炭素鋼鋼管、ビニル管VP・VU)

・自然流下、強制排水

・自然流下（H30改造）                               など

（LED）

東部小学校、北の台小学校（H27改造）、⼤曲中学校（H27改造）、東部中学校（H30改造）

（蛍光灯）

⻄部中学校、⻄の⾥中学校、広葉中学校、緑陽中学校

（蛍光灯 ※一部LED（DL））

双葉小学校、緑ヶ丘小学校

※図面のない学校は不明
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大規模改造としての

北広島市の考え方

屋根・屋上

外 壁

外部開口部

（建具）

・AW（内側WW）、AD（防音サッシ、普通サッシ）

・AW、AD、AF（GB）

・AD、AW、GB（H28改造）

・AW、AD、SD（H28改造）

・AW、AD、PW（H29改造）

・AW（H29改造）

                     など

（ガラス）

・FL

・TP、FL

・透明ガラス一部網入りガラス（H29改造）

・透明ガラスガラスシール貼り

・FL、TP、PW

・透明ガラス（ガラスシリコン打ち直し）

 一部強化ガラス、

 網入りガラス（H28改造）

・PHW、FL

・透明ガラス

                     など

既設屋上防水の上に防水改修、既存ク

ラック改修の上塗装仕上げ

外部アルミサッシ改修（⼾⾞、気密ゴ

ム、防水ｼｰﾙ）、鋼製建具をアルミ建具

に改修

窓廻りシ−リング、地下タンク油面計

更新

外

部

屋     体

部位など

・複層塗装吹付（H24改造）

・ガルバリウム鋼板（H17改築）

・コンクリート打ち放し＋仕上げ塗材A（H22改造）

・コンクリート打ち放し一部レリーフ打込み、弾性吹付タイル（H10改築）

・コンクリート打ち放し・アクリル系吹付けタイル＋仕上げ塗材A（H23改造）

・コンクリート打ち放し＋外装塗装材（H24改造）

・コンクリート打ち放し＋透湿防水形複層塗装E吹付（吹放し仕上）（H28改造）

・コンクリート打ち放しの上弾性吹付タイル＋透湿防水型複層塗材Ｅ（H29改造）

・コンクリート打ち放し、吹付けタイル＋透湿性防水型複層塗材RE（ウレタン）凹凸模様、

 二丁掛けタイル・50角タイル（H29改造）

・コンクリート打ち放し＋アクリル系リシン吹付

                                           など

（屋上）

・高耐久ウレタン防水（H17改築）

・改質アスファルト防水（H22改造）

・常温アスファルト防水 シルバーコート（H10改築）

・改質アスファルトシート防水（H24改造）

・改良アスファルト防水Ａ（H22改造）

・改質アスファルト防水常温積層工法、ウレタン系トップコート（H29改造）

・改質アスファルト防水常温積層工法（H29改造）

（屋根）

・アスファルトルーフィング＋⻑尺カラー鉄板＋耐圧⽡棒葺（H23改造）

・アスファルトルーフィング・⻑尺カラー鉄板、耐圧⽡棒葺＋鋼板屋根塗材（H23改造）

・アスファルトルーフィング・⻑尺カラー鉄板、平葺＋鋼板屋根塗材（H23改造）

・アスファルトルーフィング下地、ガルバリウム鋼板（H24改造）

・カバー⽡棒工法・ガルバリウム鋼板（H27改造）

・フッ素ガルバリウム鋼板（H29改造）

・⻑尺カラー鉄板の上、ウレタン塗膜防水（速乾型吹付工法）（H28改造）

・アスファルトフェルト430張りの上、ガルバリウム鋼板（H22改造）

・アスファルトルーフィング＋⻑尺カラー鉄板＋耐圧⽡棒葺

                                          など

現状
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大規模改造としての

北広島市の考え方

屋     体

部位など 現状

床

内

部

壁

床フローリング研磨・再塗装、ライン

改修(新パスケット他）、紅白幕用フッ

ク設置、暗幕カーテンの電動化、バス

ケットゴールの耐震・電動化

内部仕上げ

（共用部）

（廊下、渡り廊下、通路）

床：ビニールシート、⻑尺塩ビシート、ビニル床シート（H28、29改造）、ビニール床タイル貼、

  ⻑尺ビニル床シート（スロー�部：ノンスリップタイル）（H29改造）、

       モルタルコテ下地＋ビニル系タイル

壁：シナ合板＋EP-8、シナ合板＋WUC）、LGS下地＋合板＋シナ合板＋WEP（H28改造）、

       モルタル金ゴテ＋VP、ラワンベニヤ＋OP、

  （腰壁）木下地＋WUC（壁）木下地＋WEP（H29改造）、シナ合板＋WEP塗装（H29改造）

  （腰壁）パイン羽目板（中壁）シナ合板 一部50角タイル、ラワン合板、目透かし張、

  ①ラワンベニヤ＋WAP・シナベニヤ＋WAP ②LGS＋石膏ボード＋WEP、

  ①モルタルコテ＋WEP ②LGS＋石膏ボード＋WAP、

天井：石膏ボード、ウールロック吸音板、石膏ボード、ウールロック吸音板、PB下地、

          ロックウール吸音板、LGS下地＋吸音用穴あき石膏ボード＋WEP（H28改造）、

           LGS下地＋WEP（H29改造）、吸音穴あきボード・周囲平ボードEP＋WEP塗装（H29改造）、

          穿孔PB＋EP、GB-R＋EP、穿孔石膏ボード＋WEP・石膏ボード＋WEP、

          穿孔石膏ボード＋WEP・石膏ボード＋WEP、穿孔石膏ボード＋EP

（玄関ホール）

床：コンクリート打ち放し、M金ゴテ＋VS-B       壁：コンクリート打ち放し、M金ゴテ＋VP

天井：コンクリート打ち放し、有孔ボード（一部石膏ボード）

（階段室・ホール）

床：ビニル床シート     壁：LGS＋強化石膏ボード二重＋WEP（一部化粧フレキシブルボード）

天井：化粧石膏ボード

（ホール・渡り廊下）

床：ビニル床シート（H28改造）   壁：シナベニヤ＋WUC（H28改造）

天井：化粧石膏ボード（H28改造）

                                                など

・①縁甲板＋WSV ②穿孔ラワン＋WSV

・ラワン合板＋WSV

・下部：有孔特殊合板、ラワン合板

・上部：せん孔特殊合板、シナ合板

・天然目化粧壁材（塗装材）

・腰壁）木下地＋縁甲板の上ラワンベニヤ＋WSV

 壁）木下地＋縁甲板（ラワン横貼）＋WSV

・羽目板ラワン OS＋WSV塗替え

 LGS＋石膏ボード＋シナベニヤ＋WAP

・ラワン羽目板＋WSV

・ラワンベニヤ、吸音クロス貼

・ラワン合板、シナ合板＋WUC

・ラワン敷目板＋WSV、穿孔シナ合板＋WEP（H28改造）

・ラワン小巾板OSV＋WSV塗装、有孔シナ合板＋WEP塗装（H28改造）

・合板（WUC塗装）（H29改造）

・アビトンフローリング＋PU塗装（H29改造）

・有孔シナ合板目透かしOP

・中壁：ナ合板＋WAP、穿孔ラワンベニヤ＋OP

・腰壁：ラワン合板＋WSV、縁甲板＋ラワン合板＋OS

                                                                                          など

・特殊フローリングt18＋WUP

・ラワン合板

・ラワン＋SOP/WAP

・特殊フローリング＋UC（3回塗り）

・特殊フローリング＋WUC

・構造用合板、シートパネル、支持脚、積層フローリング＋WCU塗装

・特殊フローリング＋ポリウレタン塗装

・フローリングボード＋WUP

・フローリング特殊貼＋WUP（H28改造）

・特殊フローリング＋WUP（H28改造）

・鋼製床下地＋構造用合板＋⼤型積層フローリングt18＋WUP（H29改造）

・特殊フローリング＋水性ウレタン塗装ラワン合板（H29改造）

・特殊FLB＋WUC

・特殊フローリング

                                    など
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大規模改造としての

北広島市の考え方

屋     体

部位など 現状

天井

建 具

内

部

床フローリング研磨・再塗装、ライン

改修(新パスケット他）、紅白幕用フッ

ク設置、暗幕カーテンの電動化、バス

ケットゴールの耐震・電動化

・WD（H28、H29改造）

・SD（H28改造）

・LSD

             など

・ロックウール吸音板、鉄骨表し＋EP-G

・岩綿吸音板

・ラワン合板 鉄骨現し

・ギャラリー下部：シナベニヤ＋ロックウール吸音板

 本体：ロックウール吸音板

・岩綿吹付コテ押え＋ALS版

・ロックウール吸音板

・グラスウール化粧吸音ボード PB下地、ロックウール吸音板

・グラスウールボード（H28改造）

・ALC版＋セルロースファイバー吹付 鉄部OP（H28改造）

・グラスウール吸音ボードt50（48K） 塩ビジョイナー（直張天井）（H29改造）

・グラスウール吸音ボード（H29改造）

・シナ合板＋WAP、鉄部表し＋SOP

・岩綿吹付 コテ押

                                       など
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大規模改造としての

北広島市の考え方

屋     体

部位など 現状

電気設備

給排水設備

ボイラー

設備

空調設備

トイレの洋式化、災害時外部発電機接

続装置設置、照明のLED化、電動カー

テンの設置、防犯灯の増設

設

備

・天井埋込式換気扇

・全空気方式

・空調方式：全空気、温風暖房

・暖房方式：全空気

・暖房方式：温水暖房（H28改造）

・換気方式（WC、更衣室）：換気扇、ダクト式機械換気（H29改造）

・温風暖房（熱源：電気、重油 放熱器:電気ヒーター、パッケージエアコン）

・送風機

                                     など

・熱源：電気、A重油

・電気ヒーター

・ボイラー（灯油・重油）

・放熱器：ヒートポンプユニット

・ボイラー（A重油）

・温水ボイラー

・電気、重油

                                など

（給水）

・受水槽方式（配管材：（屋内）ステンレス鋼管、（屋外）ポリエチレン管）

・圧力タンク方式（配管材：（屋内）ステンレス管（屋外）ポリエチレン管）

・受水槽方式、高置タンク方式（配管材：ステンレス管）（H29改造）

・受水槽方式（配管材：ステンレス鋼管）（H29改造）

・水道直結方式（配管材：塩ビライニング鋼管（VB））

・受水槽方式、ポンプ直結方式（配管材：塩ビライニング鋼管VB、ステンレス鋼管）

・受水槽方式、圧力タンク方式 （配管材：ステンレス鋼管、ポリエチレン管）（H28改造）

・水道直結方式（配管材：塩ビライニング鋼管VA・ポリエチレン管）

（排水）

・自然流下（配管材：（屋内外）ビニル管）

・自然流下（配管材：（屋内）ビニル管VP・（屋外）ビニル管VU）

・自然流下（配管材：ビニル管（VP)、耐火二層管）（H28改造）

・自然流下（配管材：炭素鋼鋼管、ビニル管VP）（H29改造）

・自然流下（配管材：炭素鋼鋼管、ビニル管VP・VU)

・自然流下（配管材：ビニル管）

・自然流下（配管材：排水用塩ビライニング鋼管・鉛管）（H29改造）

                                                               など

（LED）

東部小学校、北の台小学校、⼤曲東小学校（H29改造）、緑ヶ丘小学校、⻄部中学校、⻄の⾥中学校（H28改

造）、

東部中学校（H29改造）

（蛍光灯 ※一部LED（DL））

双葉小学校

（蛍光灯）

広葉中学校

（蛍光灯、LED）

⼤曲中学校（H28改造）

※図面のない学校は不明
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