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１ 大牟田校の概要 

 

（１）設置目的・役割 

大牟田高等技術専門校（以下「大牟田校」という。）は、職業に必要な労働者の能

力を開発し、及び向上させ、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済

及び社会の発展に寄与することを目的とする職業能力開発促進法に基づき設置され

た公共職業能力開発施設である。いわゆる『ものづくり』分野を中心とした職業訓練

を実施しており、職業人として必要な知識・技能の習得を目指し、地域社会に貢献で

きる技能者の育成を行っている。 

昭和 27年、石炭と化学工業及び非鉄金属を基幹産業とする大牟田地域における技

能者養成施設「大牟田綜合職業補導所」として設立されたのが現在の場所における大

牟田校の始まりである。それ以降、産業構造の変化や技術革新の進展に応じた訓練科

目の見直しなどを経て現在に至っている。 

 

（２）現校舎の老朽化、災害リスク 

大牟田校で現在使用している校舎は、昭和 42年以降に改築されたものである。建

築から既に 50年以上が経過して老朽化が進んでいる。屋根、外壁をはじめ、各所に

おいて経年による劣化が進んでおり、屋上防水の老朽化により雨漏りが生じている

箇所もある。 

加えて、大牟田校は浸水想定区域に立地しており、令和２年７月豪雨では実習棟が

浸水し、施設・設備に大きな被害が発生した。利用者の安全・安心を確保するために

も、浸水などの自然災害による被害発生リスクが低い場所への早急な移転・建替えが

必要な状況となっている。 

 

施 設 名 大牟田高等技術専門校 

所 在 地 大牟田市歴木４７５ 

施設概要 ○土  地：敷地面積 7,154.48 ㎡ 

○施  設：延床面積 3,666.85 ㎡ 

※主な施設は次のとおり 

建物名称 構造 階数 面積（㎡） 建築年度 

本館棟 ＲＣ造 ３Ｆ 1,104.00 Ｓ43 年 

溶接科実習棟 Ｓ造 ２Ｆ 868.45 Ｓ42 年 

電気設備科実習棟 Ｓ造 ２Ｆ 703.17 Ｈ8 年 

旧ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ棟 Ｓ造 ２Ｆ 218.93 Ｓ63 年 
 

Ｒ５年度 

訓練科目 

電気設備科、ＯＡ事務科、ＩＴエンジニア科、ロボット溶接技術科 

（定員９０名） 
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＜配置図＞ 

 

＜施設写真＞ 

本館棟 旧マシニングセンター棟 

  

電気設備科実習棟 溶接科実習棟 
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２ 建設地の選定 

 

大牟田市から提示された建設候補地について、大牟田校建替え検討委員会において 

① 敷地面積：訓練時の騒音等周辺地域への配慮及び訓練に必要な施設・設備を適正に  

配備するため、現有敷地と同程度以上を確保できること。 

② 利 便 性：最寄り駅又は最寄りバス停から徒歩圏であること。 

③ 安 全 性：浸水などの自然災害による被害発生リスクが低い地域であること。 

の３つの項目について比較検討を行った。その結果、「旧上官小学校跡地」が建設候補地

として最も適しているとして選定された。 

 

＜ハザードマップ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおむた地図ナビより 

 

※建設地の北東側の斜面は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律に基づく土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）に指定されている。ただ

し、土砂災害防止対策として間知ブロック擁壁を設置済み。 

※土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）：土砂災害が発生した場合に、住民の生命

または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するた

めに警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域。 
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３ 敷地の概要    

 

（１）建設地の位置、周辺概況 

旧上官小学校の跡地であり、ＪＲ大牟田駅及び西鉄大牟田駅から徒歩圏内、最寄

りバス停(上官交差点)から徒歩３分の距離に位置している。その他の周辺概況につ

いては以下の通りである。 

 

・住居表示：大牟田市宮坂町６番地３ 

・敷地面積：約 8,000㎡ 

・用途地域：第一種住居地域 

・建ぺい率／容積率：60％／200％(前面道路 4ｍのため、160％) 

・前面道路：西側／建築基準法第 42条 1項 2号道路 

上官町２丁目宮坂町線(市道 その他) 

・防火指定：法第 22条区域 

・地表粗土区分：Ⅲ 基準風速 34m/s 

・その他：居住誘導区域 

都市機能誘導区域（中心市街地周辺地区） 

景観計画区域（住宅区域）  

 

＜広域地図＞ 

現大牟田校 

建設地 
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＜建設地周辺図・現地写真＞ 
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＜建設地現況図＞ 
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（２）関係法令 

建設に当たり、関係する規制、必要な届出等は以下のとおり。 

  

申請・届出等

概　　　要

計画通知

建築物移動等円滑化基準のチェックリスト

延べ面積2,000㎡以上が対象。計画通知時に建築物移動等円滑化

基準のチェックリストの添付が必要。

特定まちづくり施設新築等届出

延べ面積2,000㎡以上が対象。届出は提出不要だが、適合義務有り。

開発行為事前協議申請

省エネ適合性判定

延べ面積300㎡以上の建築物が対象。計画通知時に省エネ適合性判

定通知書の提出が必要。また、3年ごとの定期報告が必要。

特定建築物についての届出。

学校等その他訓練施設に該当。延べ面積8,000㎡以上で届出対象。

（南筑後保健福祉環境事務所確認済）

※計画の詳細が決定次第、要再確認。

景観法 景観計画に基づく行為通知

大牟田市景観計画
高さ10ｍ以上又は延床面積1,000 ㎡以上の場合等が対象。

事前協議後、建築又は開発行為等着手前に通知。

自転車の安全利用の促進及び

自転車等の駐車対策の総合的

推進に関する法律

努力義務（申請等不要）

給水装置工事申請

設計内容・設備が決定次第、上水道工務課との事前協議が必要。

工事の際、給水装置工事届の提出が必要。

排水設備新設等計画確認申請

工事の際、排水設備指定業者から届出の提出が必要。

建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律

(建築物省エネ法)

建築物における衛生環境の

確保に関する法律（ビル管法）

上水道法

大牟田市水道事業給水条例

下水道法

大牟田市下水道条例

法令等

建築基準法

福岡県建築基準法施行条例

大牟田市建築基準法施行細則

騒音規制法上の騒音規制基準値以下であれば、「大学、高等専門

学校、専修学校その他これに類するもの」に該当するため第一種住居

地域であっても延べ面積3000㎡を超える建築物を建築可能。

ただし、建築物の完了検査の際に規制基準以下の要件を満たしている

ことが確認できる書面（12条5項報告）を求める。

建築用途については「その他（職業能力開発施設）」用途コード

（08990）となる。（大牟田市建築住宅課協議済）

高齢者、障害者の移動等の

円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー法）

福岡県福祉のまちづくり条例

都市計画法

①開発面積（敷地面積）1,000㎡以上が対象。技専校は令第21条の

　公益上必要な建築物に該当するため、法第29条１項３号の開発行為

　の許可申請は不要だが、法第32条により市との事前協議・同意が

　必要。

②都市計画道路等（計画道路、交通広場）の区域内における建築規制

　及び隣接する区域（離隔が10m以内）の建築行為に関する協議。

③都市計画道路等への建築物等の有無確認。
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申請・届出等

概　　　要

特定粉じん（アスベスト）排出作業の届出

特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造、補修する場合、

届出が必要。

①特定施設設置届出

②特定建設作業届出

①騒音特定施設に該当する場合、届出が必要。

　（工事開始の30日前迄に届出）

②騒音特定建設作業がある場合、届出が必要。

　（作業の7日前迄に届出）

①特定施設設置届出

②特定建設作業届出

①振動特定施設に該当する場合、届出が必要。

　（工事開始の30日前迄に届出）

②振動特定建設作業がある場合、届出が必要。

　（作業の7日前迄に届出）

特定施設設置届出

騒音・振動等特定施設に該当する場合、届出が必要。

土壌汚染状況調査など必要

3,000㎡以上の土地の形質変更で、土壌汚染により健康被害が生ずる

おそれがあると県が認める場合に必要。

①計画通知同意、着工・着手届出

②少量危険物の設置届出

①防火対象物は「７項　各種学校その他これらに類するもの」

　に該当。消防車待機場所は不要。避難器具など各種設置基準あり。

②少量危険物の設置届出を大牟田市消防本部予防課指導係に

　提出。併せて現校舎での廃止届出の提出も必要。

建築物の解体工事、新築工事等通知書

建築物の解体工事80㎡以上、建築物の新築・増築500㎡以上が

対象。（着手前迄に提出）

大牟田市土木管理課と協議後、許可申請提出。

広告物を表示し又は掲出物件を設置する場合は市長の許可が必要。

（校名看板は非該当）

大牟田市屋外広告物条例

騒音規制法（※）

振動規制法（※）

福岡県公害防止等生活環境の

保全に関する条例（※）

土壌汚染対策法

消防法

大牟田市火災予防条例

建設工事にかかる資材の

再資源化等に関する法律

法令等

大気汚染防止法
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※騒音規制法、振動規制法、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例における規制

基準等について 

（１）規制基準 

建設地は第一種住居地域であるため、規制区域は第２種区域（住居の用に供されて

いるため、静穏の保持を必要とする区域）となる。 

第２種区域における騒音・振動に係る規制基準は以下の通り。 

※規制基準：特定工場等の敷地境界線上における騒音の大きさ 

 

〇騒音規制法  

区域の区分 
午前８時から 

午後７時まで 

午前６時から午前８時まで 

午後７時から午後１１時まで 

午後１１時から 

翌日の午前６時まで 

第２種区域 60 dB以下 50 dB以下 50 dB以下 

※単位 dB （デシベル）：計量法に定める音圧レベルの計量単位 

  

〇振動規制法 

区域の区分 午前８時から午後７時まで 午後７時から翌日の午前８時まで 

第２種区域 65 dB以下 60 dB以下 

※単位 dB （デシベル）：計量法に定める音圧レベルの計量単位 

 

〇福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 

[騒音に関する特定施設] 

 

 

名称 条例 騒音規制法（参考(注)）

金属加工機械

1 圧延機械 原動機の定格出力の合計が 22.5ＫＷ未満のもの
原動機の定格出力の合計が 22.5
ＫＷ以上のもの

2 ベンディングマシーン ロール式で、原動機の定格出力が 3.75ＫＷ未満のもの
ロール式で、原動機の定格出力が
3.75ＫＷ以上のもの

3 せん断機 原動機の定格出力が 3.75ＫＷ未満のもの
原動機の定格出力が 3.75ＫＷ以
上のもの

4 ブラスト タンブラスト以外のものであって密閉式のもの及びタンブラスト
タンブラスト以外のもの
（密閉式のものを除く）

5
高速切断機及び
プラズマ切断機

すべて対象

6 研磨機
工具用研磨機及び板金作業場で使用する研磨機を除く。
亜鉛板研磨機以外は、2 台以上であること。

クーリングタワー 原動機の定格出力が 3.75ＫＷ以上のもの

ドラム缶洗浄機 原動機を用いるもの

ロータリーキルン すべて対象

重油バーナー 重油の使用量が 1 時間あたり 50ℓ以上のもの

電気炉 変圧器の定格容量が 1000ＫＶＡ以上のもの

(注) 騒音規制法については、条例の対象となっている施設のみ記載。

ヘ

記号

対象外

イ

ロ

ハ

ニ

ホ
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（２）測定結果 

規制対象となる可能性のある特定施設とその騒音レベル測定結果は以下の通り。 

 

※騒音レベルは、機器から１ｍ離れた位置に騒音計を設置して測定。 

 

騒音の距離による減音量の計算式は次の通り。 

減音量(dB)＝N1－N2＝20xlog10(
 r2 

 r1 
) 

r1：機器の騒音レベル測定時における 

音の発生源からの距離(m) 

r2:機器から敷地境界までの距離(m) 

 

 

測定結果より、特定施設の最大の騒音レベルは 80dBとなる。計画対象敷地は第２種区域に指定

されており、敷地境界線上における騒音の大きさを午前８時から午後７時までは60dB以下、午後

７時から午後11時までは 50dB以下に抑える必要がある。 

騒音の大きさを50dB以下とするために必要な敷地境界から機器までの離隔距離は次の通り。 

 

30＝20xlog10(
 r2 

 1 
)   ⇒ r2＝32(ｍ) 

 

上記より、騒音レベルは 80dB の機器の配置計画を行う場合は、機器を敷地境界から 32ｍ以上

離した位置に配置する、もしくは、機器に消音パネルを設置する等の騒音対策を行うこととする。 

機器種別 機器名称 メーカー 型番 該当科 使用頻度 騒音（dB） 振動（m/s2）

三本ロール 松本製作所 HBRHA ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年20時間程度 72 0

三本ロール ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 70 0

動力シャー （株）アマダ ESH1213 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 ほぼ毎日 78 0.2

動力シャー （株）コマツ SHS10×205 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年20時間程度 78 0.2

高速カッタ 日立工機 H-12B 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
77 0

ロータリーバンドソー 日立工機 CB １２FA 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
75 0

ロータリーバンドソー Panasonic EZ45A5LJ2G-B 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
76 0

高速切断機 大波機械製作所 NH-5A ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 76 0

高速切断機 大波機械製作所 OMH-405 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 76 0

高速切断機 高速電機製作所 KOM-370N ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 80 0

プラズマ切断機 ダイヘン A-70 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 74 0

プラズマ切断機 小池酸素工業 OXYCUT-80 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 74 0

両頭グラインダ 日立工機 GR26 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
78 0

両頭グラインダ 淀川電機製作所 FG-255T ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 79 0

両頭グラインダ 淀川電機製作所 FG-355T ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 78 0

両頭グラインダ 日立工機 GR31 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 80 0

機械プレス プレスブレーキ コマツ産機（株）PHS80×200 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年30時間程度 65 0

ベンディングマシン

（機械が古く不明）

せん断機

研摩機

測定結果特定施設 使用状況

高速切断機および
プラズマ切断機

測定点 

騒音発生源 音圧ﾚﾍﾞﾙ 
N1（dB） 

音圧ﾚﾍﾞﾙ 
N2（dB） 

r1 

r2 

敷地境界線 
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振動に関しても、発生源からの距離により減衰していくが、地盤の状態等によりその数値は大

きく変動してくることから、設置する周辺床の縁切りを行う等により、振動を確実に伝えないよ

うな措置を施すこととする。 

機器配置が決定する基本設計段階において、再度、機器ごとに測定及び詳細な検証を行う。 
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１ 職業訓練機能の充実 

 

現在、県内７校の県立高等技術専門校及び福岡障害者職業能力開発校において４１科

目（延べ定員 1,130人）の職業訓練を実施している。その中で、大牟田校は久留米校とと

もに筑後地域のものづくり系を中心とした訓練科目を担う施設として訓練を実施してい

る。 

 

＜令和４年度 県が運営する公共職業能力開発施設配置図＞ 

  

■

福岡障害者職業能力開発校
機械CAD、プログラム設計、商業デザイン、OA事務、

流通ビジネス、総合実務、職域開発 計170人

●

●

●

●

●

小倉高等技術専門校
OA事務、左官、建築、

アパレルサービス

計90人

田川高等技術専門校
OA事務、電気工事、自動車

整備、木工家具、

エクステリア左官 計130人

福岡高等技術専門校
自動車整備、プログラム設計、総合

印刷システム、空調設備、電気設備、

建築、ロボット溶接技術、デジタル

エンジニアリング、アパレルサービス

計250人

久留米高等技術専門校
ものづくり×プログラム、自動車

整備、建築、介護サービス 計140人

大牟田高等技術専門校
電気設備、OA事務、

ロボット溶接技術 計70人

※ ITエンジニア（R5新設）

●

小竹高等技術専門校
プログラム設計、自動車整備、

機械加工エンジニア、建築、

塗装、介護サービス

計170人

市町村界
（人口） 令和２年国勢調査

● 県立高等技術専門校
■ 国立県営能力開発校

設置科目と延べ定員

凡 例

戸畑高等技術専門校
3D-CAD機械システム、

溶接、介護サービス

計110人

北九州地域

（人口 1,254千人）

福岡地域

（人口 2,690千人）

筑豊地域

（人口 397千人）

筑後地域

（人口 794千人）

●
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大牟田校は求職者はもとより、地元中小企業の労働者の職業訓練の場としても必要な

施設となっている。令和５年度は４科目の職業訓練を実施するが、訓練内容のより一層

の充実を図るため、令和９年度の新校舎開校に向けて地域ニーズなどを考慮の上、介護

サービス科を新たに設置するほか、既存科目についても従前の内容に加え、新たなニー

ズを踏まえた訓練内容の充実を図る。 

また、在職者の能力開発やスキルアップによる職場定着及び企業の生産性の向上に資

する溶接技能者評価試験対策等の在職者訓練も引き続き実施する。 

 

<建替え後の訓練実施科目（令和９年４月予定）> 

  科目名
（訓練期間／定員）

第一種電気工事士、第二種電気工事士（修了時全員取得）、低圧電気取扱業務特別教育

日商簿記3～2級、表計算検定2～1級、ワープロ検定3～2級、秘書検定3～2級、コンピュー
タ会計2級、計算実務2級、電卓検定2～1級

ガス溶接技能講習、玉掛け技能講習、アーク溶接特別教育、産業用ロボット教示特別教育、
クレーン運転特別教育、自由研削といし特別教育、JIS溶接技能者評価試験に基づく適格性
証明書

基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、その他プログラム言語やネットワークに関する
専門試験

介護福祉士実務者研修、地域レクリエーション指導員資格、強度行動障害支援者養成研修、
認知症サポーター

介護サービス科

（１年／３０名）

　建替えを機に新たに大牟田校に設置する。介護福祉士実務者研修に加え、現場で求められる
PCスキル、コミュニケーション技法、強度行動障害支援技術等を習得し即戦力となる人材を育
成する。
　また、ﾉｰリフティングケアに対応するために必要な機材の導入やカリキュラムを実施する。

（取得できる資格等）

ロボット溶接技術科

（１年／２０名）

　金属加工に関する基礎知識に加え、被覆アーク溶接、CO2溶接、TIG溶接による鉄・ステンレ
スなどの溶接技能習得、玉掛け、クレーンなどの運転操作技術も習得する。
　さらに、CAD・CAMを使った加工プログラムの作成技術や関連するレーザー加工技術等の訓
練を実施し、地元ニーズに応じた多能工の育成を目指す。

（取得できる資格等）

プログラム設計科
（旧ITエンジニア科）

（２年／２０名）

　建替えを機に1年課程を2年課程に変更する。情報処理の基礎知識に加え、複数言語やシステ
ム設計、ネットワーク設定等を習得することで幅広い技術と応用力を身に付け、即戦力となるIT
人材の育成を目指す。
　また、プログラム言語の習得に加え、セキュリティ技術（暗号化、パスワード認証等）、メディア技
術（画像、動画処理技術）、データベース技術（SQL)を習得する訓練も実施する。

（取得できる資格等）

訓練の概要

電気設備科

（１年／２０名）

　電気工事手法、設計知識、測定技術を学び、幅広い電気分野で活躍する技術者の育成を行
う。近年では太陽光パネル施工訓練など企業ニーズに対応したカリキュラムも実施。
　省エネ・再エネ関連設備、スマートハウスなど最新分野に係る知識・技能の習得を目指す訓練
を加え、ＧＸの一翼を担う人材を育成する。

（取得できる資格等）

OA事務科

（１年／２０名）

　簿記会計やビジネスマナーなど事務における一般常識から、アプリケーションソフトを中心とし
たOA機器の操作方法や文書作成、データ処理などを習得する。
　地元企業が求める会計知識やビジネスマナー、Excelマクロ（VBA）など高度なPC操作に加
え、会計システムをはじめとする基幹業務システムの操作実習など、デジタル化が進むオフィス
ワークでの即戦力人材を育成する。

（取得できる資格等）
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２ 職業訓練情報の発信 

 

訓練生の作品展示専用のスペースを設けることにより、『ものづくり分野』への関心

を高めるとともに、職業訓練の情報発信に取り組む。 

また、オープンキャンパスの際などに訓練への理解がより深まるような見学コースの

設置を検討する。 

 

＜作品展示スペース（イメージ）＞ 
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３ 地域・防災への配慮 

 

今回の建替えにおいて講堂を設置するが、訓練生の体育授業や入校・修了式を始めとす

る校の各種行事等、内部関係者の利用のみに限らず、公的機関が担うべき防災対策及び地

域交流面の強化を行う。 

 

（１）大規模災害時における指定避難所としての活用 

建設予定地の旧上官小学校跡地は指定避難所に指定されており、周辺住民が引き

続き同じ場所を避難所として使用できるよう、大牟田市と避難所利用に関する協定

を締結の上、指定避難所としての機能を担う。 

 

（２）地域への一般利用貸し出し 

職業訓練の実施やその他大牟田校の運営にあたり支障が無い範囲において、地域

住民が説明会や会議などで使用できるよう講堂の地域住民への貸し出しを検討する。 
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１ 基本的な考え方 

 

大牟田校に求められる施設機能を踏まえ、以下の基本方針に基づき施設整備を行う。 

 

（１）訓練生のための施設 

大牟田校では、職業人として必要な知識・技能の習得を行うための職業訓練を実

施する施設であり、大牟田校の建替えにあたっては何より訓練生のための施設整備

を最優先に検討することとする。 

そのため、女性、障がいのある人などあらゆる訓練生が受講しやすい環境が整備

された施設であることはもちろん、安全面や防災面でも十分な配慮がなされ、安心

して職業訓練が受講できる施設であることとする。 

 

（２）経済性、環境面に優れた施設 

建設時に経済的な造りとするだけでなく、維持管理面においても経済的な施設と

し、将来の科目見直し時においても諸室の変更が比較的容易に行えるような手法を

採用する。 

また、建設にあたっては省エネルギー化、木材の利用の促進、再生水利用等の導

入の可否について検討を行い、環境に配慮した施設を目指す。 

 

（３）地域に親しまれる施設 

大牟田校は周囲を住宅に囲まれた立地となっている。そのため、建物の高さや建

物により生じる日照への影響、敷地境界からの離隔距離についても検討、配慮を行

い、周辺環境にも十分配慮した調和のとれた建物であることに加え、訓練実施によ

り周囲に対して騒音、振動等の影響を与えることが無いような対策も十分に行う。 

また、職業訓練の積極的な情報発信手段の一つとして、作品展示スペースや施設

見学コース等の設置の検討を行うほか、校の施設（講堂）を可能な範囲で一般利用

に供するなど、地域との交流面においても考慮した施設とする。 
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２ 施設整備の方向性 

 

上記１の基本的な考え方を実現させるにあたり、より具体的な内容として、以下のよう

な方向性に基づいた施設整備を行う。 

 

（１）訓練環境対策 

• 訓練生が意欲的に訓練に取り組めるような施設とする。 

• 適切な採光、換気、空調など訓練生の健康面にも十分な配慮を行う。 

• 訓練実施にあたり、座学及び実習の動線を効率的なものとする。 

• 共用部分や屋外にベンチ等を設置するなど、一定の休憩スペースを設けること

により訓練生のくつろぎの空間を確保する。 

• 年齢・性別問わず誰もが職業訓練を快適に受講できる環境を整備する。 

• 様々な在職者訓練に対応可能な実習室等を確保する。 

• 労働安全衛生法の基準を満たす作業環境を整備する。 

 

（２）バリアフリー対策 

• 障がいのある人などを含む訓練生、職員及び外来者等の安全性、快適性、利便性

に配慮した施設とする。 

• 車椅子利用者や杖使用者を考慮し、土足利用を前提としたフロアを採用する。 

• 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）及び

福岡県福祉のまちづくり条例において定められる基準を満たす施設整備とする。 

 

（３）安全・防災対策 

• 地震、風水害等の災害に強い校舎の配置・構造とする。 

• 周辺の交通事情や自転車・バス通学にも十分に考慮した安全な動線を確保する。 

• 建築基準法や消防法等の基準に適合した安全・安心な建物とする。 

• 講堂は大規模災害発生時における指定避難所としての対応が可能な施設とする。 

• 災害発生時の安全性を考慮し、各所複数の避難経路を確保する。 

• 災害の迅速な発見、通報、初動対応、避難誘導を可能とする総合的な防災システ

ムを採用する。 

 

（４）経済性対策 

• 職業訓練の実施にあたり必要な施設の規模や構造上の強度を適正に確保した上

で、最も経済的となるような手法を採用する。 

• 将来にわたり長く使い続けられるよう、メンテナンスしやすく、全体としてエ

ネルギー消費の少ない施設整備を検討する。 

• 可能な範囲で会議室や実習室、更衣室などの諸室の間仕切りにパーテーション

を採用するなど、将来の科目見直し時において、軽微な変更の場合は改修工事

によらなくても柔軟に対応できるような施設配置や建築構造を検討する。 
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（５）環境配慮対策 

• 福岡県環境保全実行計画に基づき、ZEB Oriented相当以上の省エネルギー化を

図る。 

• 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の基準を満たす施設整備とす

る。 

• 森林保全・環境保全等の観点から県産木材を有効活用するため、実施可能な範

囲で木造化が可能か、また、建築物の内装等に県産木材を利用可能か検討する。 

• 水資源の有効適切な利用に資することを目的として雨水及び排水処理等による

水の再利用設備を検討する。 

• その他環境に係る法令上の基準に適合した施設整備とする。 

 

（６）騒音、振動等対策 

• 騒音規制法、振動規制法及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に

よる規制基準に適合した施設整備とする。 

• 実習中の騒音や振動が座学中の訓練の妨げにならないような建物や各諸室の配

置とする。 

• 法的規制への適合とは別に、訓練実施によって生じる騒音、振動、臭気、光など

により近隣住民の生活環境に影響を与えないような各種対策を導入する。 

 

（７）情報発信及び地域交流対策 

• 職業訓練の積極的な情報発信を行うため、作品展示スペースや施設見学コース

等の設置を検討する。 

• 講堂については、地域住民への施設の貸し出しや指定避難所として使用する際

に日常の職業訓練実施や校の運営に支障が無いよう、内部関係者と外部利用者

の動線を区別できるような造りとする。 
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１ 建物配置 

 

・ 敷地は第一種住居地域に位置しており、周囲には閑静な住宅地が広がっている。その

ため、建物により生じる日照への影響及び訓練により生じる騒音や振動が周辺環境に

与える影響が小さくなるよう、南側に建物を配置する。 

・ 敷地が低い南西側は建物により生じる日照への影響はないものの、建物が既存校舎よ

りも近づくため、目線を遮るための植栽や外観の工夫により圧迫感や視線の影響を緩

和し、周辺家屋への影響を小さくするための対策を行う。 

・ 周辺家屋への建物の圧迫感や視線の影響が大きい北東側斜面からは十分に距離をとっ

て建物を配置する。また、周辺家屋への視線に配慮した諸室配置を行う。 

・ 敷地の北面においては隣地と、南西面においては道路との間に、それぞれ３～８ｍ程

度の高低差があり、擁壁が設置されているため、がけの崩落に伴って土砂の流入の恐

れがある範囲（がけの上端からがけの高さの２倍の水平距離の範囲内）には、建物を

配置することを避ける。 

・ 訓練の際に騒音や振動が生じる諸室を実習棟にまとめて配置し、それ以外の訓練関係

の諸室及び事務室や会議室などの共用部を本館棟に配置する。 

・ 講堂については、内部関係者と外部利用者との動線が区別できるような配置とする。 

・ 必要諸室のボリュームを確保しつつ、本館機能部分（職員室、教室等）及び実習場部

分それぞれについて、一定の採光が可能な配置とする。 

・ 敷地境界と建物の間は一定の道路幅の拡幅を行い、実習場廻りへの資材等搬出入車両

の動線を確保する。 
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＜建物配置の範囲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配置ゾーニング＞ 
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２ 諸室配置 

 

・ 諸室配置の考え方を以下に整理する。 

・ 訓練実施にあたり、教室と実習室を行き来しやすい効率的な動線とする。 

・ 実習中に騒音や振動が生じる諸室は、座学中の訓練の妨げにならないよう配置する。 

 

＜諸室関係図＞
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＜平面・断面ゾーニング＞ 
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３ 駐車場配置 

 

・ 駐車場については、車椅子使用者用駐車スペース２台のほか、訓練生及び職員の駐

車スペースとして９０台程度を確保する。 

・ 構内通路は普通車両が相互通行できるよう、５．５ｍの幅員を確保する。また、資

材搬入車両が通行する部分に関しては、旋回等も考慮し、６ｍの幅員を確保する。 

・ 車両は、市道（上官町 1丁目西浦町線）に接する北西側進入路を進入路とする。 

・ 原則として平面駐車とし、維持管理が必要となる機械式の採用は避けることとする。 

・ 自転車、原付・バイクの駐輪場はできるだけ校舎に近接させ、訓練生の動線を中心

とした配置とする。 

・ 安全確保のため、駐車場と駐輪場は、通行帯が重ならないような配置とする。 

 

 

 

４ 緑化計画 

 

・ 敷地は大牟田市景観計画における住宅区域に位置しており、「緑や花に囲まれた住

宅地景観の維持・創出」「低中層を主とした住宅地景観の保全」を図っていく必要が

あるため、敷地を有効に利用しつつ、安全や管理上で支障のない緑化配置を行う。 

・ 落ち葉等による近隣問題が生じないよう、採用する樹種は慎重に選定する。 
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５ 目安の面積 

 

大牟田校に求められる機能を満たすために必要な諸室及び目安の面積は次の通り。 

 

  

 

 

 

 

 

 

この他、廃材置場(金属）、自転車・バイク置場、自動車置場、公用車車庫等を屋外 

に整備する。 

棟 諸室 目安の面積

本館棟
事務室、各科教室、OA事務科実習室、プログラム設
計科実習室、介護サービス科実習室等

4,500 ㎡ 

実習棟・講堂 電気設備科実習室、ロボット溶接技術科実習室、講堂 2,000 ㎡ 

6,500 ㎡ 合　　計
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１ 検討方法 

 

大牟田校の基本計画策定にあたり、福岡県 PPP/PFI※1導入検討基本方針に基づき、従来

型手法との定性的評価及び定量的評価（VFM算定※２）を行うなど、PPP/PFI導入の適否に

ついて検討を行った。 

 

※１ Public Private Partnership：公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民

間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使

用や行政の効率化等を図るもの。 

       Private Finance Initiative：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 

※２ Value for Money：従来方式で事業を実施した場合と、PFI方式で事業を実施し

た場合の公共の支払額の差。 

 

２ 検討結果 

 

〇 定性的評価 

高等技術専門校の建設にあたっては法令に定める訓練実習場や設備を備える必要

があることから民間の自由提案を受け入れられる範囲が狭く、創意工夫の余地が乏

しい。 

また、民間による安定した訓練指導員の確保の困難性や県内７校で訓練水準を合

わせて実施する必要があるため運営は委託になじまず、運営を除く維持管理や改修

に限定して委託した場合は民間の創意工夫の余地が乏しく、民間ノウハウの活用が

見込めない。 

 

〇 定量的評価 

   VFMを算定した結果、VFMはマイナスとなり従来型手法と比べて事業費の削減効果

は低く、PPP/PFIを導入することに大きな有利性は認められない。 

 

〇 総合評価 

   以上のことから、PPP/PFIの導入は適さないとの民間事業者の意見を受け、PPP/PFI

の導入は行わない。 
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・ 令和５～６年度 基本設計、実施設計 

 ・ 令和６～７年度 旧上官小解体 

 ・ 令和７～８年度 新校舎建設工事 

 ・ 令和９年度   新校舎開校（４月予定） 

 

項目 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

基本計画策定

基本設計
測量、地質調査

実施設計

進入路設計・工事
周辺家屋調査

解体設計・工事

建設工事

機器整備、移設

開校 竣工・開校
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基本計画書の策定にあたり、学識経験者や職業能力開発行政に関わりの深い団体の代表

者及び大牟田市内関係団体等により構成される検討委員会を開催した。 

 

１ 大牟田高等技術専門校建替え検討委員会構成員 

 

〇 委員 

所 属 職 名 氏 名 備 考 

久留米大学商学部 教授 福永 文美夫 職業能力開発審議会 

福岡県職業能力開発協会 専務理事兼事務局長 中野 秀聡 職業能力開発関係団体 

大牟田鉄工業協同組合 理事長 内田 一良 大牟田校運営協議会 

日本労働組合総連合会福岡県連合会 副事務局長 豊福 明子 労働者団体 

（一社）福岡県中小企業経営者協会連合会 理事 福永 幸子 事業主団体 

大牟田商工会議所 専務理事 奥薗 征裕 経済団体 

大牟田市企画総務部 部長 森 智彦 大牟田市 

大牟田高等技術専門校 校長 森永 正博 大牟田校 

福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課  課長 島川 義隆 主管課 

 

〇 オブザーバー 

  福岡県建築都市部営繕設備課 

  西日本技術開発株式会社（大牟田高等技術専門校基本計画策定支援業務委託業者） 

 

〇 事務局 

  福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課 

 

 

２ 開催状況 

 

回数 開催日 協議内容 

第１回 ８月１９日 移転先候補地の検討、現地視察 

第２回 ９月  ７日 建設予定候補地決定、PPP/PFI導入可能性検討結果報告 

第３回 １０月２８日 大牟田校に求められる施設機能、建替え基本方針案 

第４回 １１月１８日 運営方針、建替え基本方針 

第５回 １月１３日 建物配置案、基本計画素案 

第６回 ２月  ７日 基本計画案 
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