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大牟田校
建設地

上官町２丁目
交差点 N

バス停

バス停

職業に必要な労働者の能力を開発・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して設置された公共職業能力開発施設であり、『も
のづくり』分野を中心とした職業訓練を実施している。

設置目的・役割

建設地の選定・概要

現校舎の老朽化、災害リスク

職業訓練情報の発信

 職業訓練機能の充実

現校舎は昭和 42 年以降に改築されたもので、建築から 50 年以上が経過し、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いる。また、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。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。

地域・防災への配慮
訓練生の作品展示スペースや見学コースなどを設置することで、積極的な情報発信を行う。

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。
これまでに実施してきた内容に加え、地域ニーズを踏まえた訓練内容の充実を図るため、令和
9 年度の新校舎開校に向けて介護サービス科の新設及び既存科目の充実を図る。
建替え後の訓練科目は電気設備科、OA 事務科、ロボット溶接技術科、プログラム設計科、介
護サービス科の５科目、延べ定員 130 名。
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在職者訓練
も引き続き実施する。

校の運営に支障のない範囲において講堂の一般利用貸し出しを行うなど、地域に親しまれる施
設を目指す。
大規模災害時における指定避難所としての機能を担う。

大牟田高等技術専門校建替え基本計画 [ 概要版 ]
１. 建替えに係る背景と経緯

２. 大牟田校に求められる施設機能 

大牟田校建替え検討委員会において建設候補地について以下の３つの項目で比較検討を行い、
建設地を選定した。
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。

敷地概要
上記の検討の結果、「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。

旧上官小学校の跡地であり、ＪＲ大牟田駅及び西
鉄大牟田駅から約 1km、最寄りバス停 ( 上官交差
点 ) から徒歩３分の距離に位置。

敷地面積：約 8,000 ㎡
用途地域：第一種住居地域
建蔽率：60％
容積率：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）
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施設整備の方向性

基本的な考え方
３. 建替えの基本方針

３ 地域に親しまれる施設２ 経済性、環境面に優れた施設１ 訓練生のための施設

訓練生のための施設整備を最優先に
検討

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施設

安全かつ安心して訓練が受講できる
施設

経済的な建築仕様による建設

建築後の維持管理面においても経済
的な施設

将来の科目見直し時においても、部屋
の変更が比較的容易に行える施設

省エネルギー化、木材の利用の促進、
再生水利用等による環境に配慮した
施設

周辺環境に十分配慮し、調和のとれ
た施設

訓練実施により生じる騒音、振動等の
対策を施した施設

職業訓練の積極的な情報発信を行う
ための作品展示スペースや見学コー
ス等の設置

可能な範囲での講堂の一般利用貸し
出し

（１）訓練環境対策

（２）バリアフリー対策

（３）安全・防災対策

訓練生が意欲的に訓練に取り組めるような施設
適切な採光、換気、空調など訓練生の健康面にも十分に配慮
訓練実施にあたり、効率的な動線
休憩スペースなどの確保
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
様々な在職者訓練に対応可能な実習室等を確保
労働安全衛生法の基準を満たす作業環境を整備

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
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
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

地震、風水害等の災害に強い校舎の配置・構造
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
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

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

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
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

（６）騒音、振動等対策

（７）情報発信及び地域交流対策

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

作品展示スペースや見学コース等の設置
可能な範囲での講堂の一般利用貸し出し

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の検討

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

（４）経済性対策

（５）環境配慮対策

可能な範囲で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柔軟に対応できる施設
配置や建築構造の検討

その他環境に係る法令上の基準に適合した施設整備

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
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、最も経済的な手法の採用

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
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
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設置を検討
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緑化計画

駐車場配置

諸室配置

建物配置

渡
廊
下

教室・OA事務科

庶務・介護サービス科

介護サービス科

プログラム設計科

電気設備科実習場

ロボット溶接技術科
実習場

本館棟 実習棟

合計

実習棟・講堂

6,500 ㎡

2,000 ㎡

4,500 ㎡本館棟

目安の面積

実習場廻りへの資材等搬出入車両の動線
を確保する。

講堂

実習棟本館棟

駐車場

駐車場

駐車場
受水槽

公用車
車庫

駐輪場

駐車場

出入口

日照・圧迫感・視線及び訓練により生じ
る騒音や振動等、周辺環境に与える影響
が小さくなる建物配置とする。
敷地隣地との高低差があるため、がけ崩
落の恐れがある範囲を避けて建物を配置
する。
講堂は内部関係者と外部利用者の動線が
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
館棟部分及び実習棟部分それぞれ一定の
採光が可能な配置とする。

駐車場計画概要（平面駐車）
車椅子使用者用駐車スペース：２台
訓練生及び職員の駐車スペース：９０台程度
構内車路幅：幅員 5.5ｍ
資材搬入経路：幅員 6ｍ

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。

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。

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。

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。

駐輪場はできるだけ校舎に近接させ、訓練生
の動線に配慮した配置とする。

敷地は大牟田市景観計画における住宅区域に
位置するため、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。

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。

竣工
・

開校
建設工事

周辺調査・先行工事

基本・実施設計基本計画

Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度Ｒ５年度Ｒ４年度 Ｒ９年度

大牟田校の基本計画策定にあたり、福岡県 PPP/PFI 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）を行うなど、PPP/PFI 導入の適否について検討を実施。

定性的評価：  ①建設：法令に定める施設・設備を備える必要があり、創意工夫の余地が乏しい。
       ②運営：安定した訓練指導員の確保が難しく、県内７校で同水準の訓練実施が求
           められるため、委託になじまない。
       ③維持管理・改修：民間の創意工夫の余地が乏しく、ノウハウの活用が見込めない。
VFM 算定結果 : 結果は を導入することに大きな有利性は認められない。
総合評価 : 以上から、PPP/PFI は適さないとの民間事業者の意見を受け、導入は行わない。

検討結果

検討方法

６. 今後のスケジュール

５.ＰＰＰ／ＰＦＩ導入の検討

４. 配置計画
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