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神恵内村公共施設等総合管理計画 概要版 
 
1. はじめに 

1.1. 計画の背景・⽬的・位置づけ 

「神恵内村公共施設等総合管理計画」は、⼈⼝減少、⾼齢化、財政課題など村の今後の社会・
財政情勢に対応した「これからの公共施設全般の基本⽅針」を定めるものである。そのため、「神
恵内村総合振興計画」を上位計画としつつ、公共施設に関する個別施設計画の⽅針を定める総合
的かつ全村的な計画と位置づけられる。 

1.2. 計画の対象 

公共施設には集会施設、学校、
庁舎などの「公共建築物」のほ
か、道路、橋梁、上⽔道などの
「インフラ施設」がある。本計
画の対象は、公共建築物とイン
フラ施設を含む村が保有する全
ての公共施設である。 

1.3. 計画の期間 

建物の更新周期を踏まえた⻑期的視点での取り組みが必要であることから、計画期間は 2017
年度から 2036 年度までの 20 年間とする。 

2. 公共施設の現状と課題 

2.1. 公共建築物の現状 

村が保有する公共建築物の延
べ床⾯積は合計で約2万8千㎡で
ある。 

最も延べ床⾯積が⼤きいのは
「学校教育施設」で、約 5.5 千㎡
と、公共建築物全体の約 20％を
占めている。 

次に「産業系施設」が多く約
3.4 千㎡（全体の約 12%）とな
っている。 

築年別には 1980 年代〜1990
年代前半に建てられた施設が多
い。延べ床⾯積の⼤きい「学校教
育施設」は 1970 年代、「産業系
施設」は 1980 年代後半から
1990 代前半に整備されたものが
多く、築 40 年が経過している施
設も⾒られる。 

 

 
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1950年～ 1959年～ 1960年～ 1965年～ 1970年～ 1975年～ 1980年～ 1985年～ 1990年～ 1995年～ 2000年～ 2005年～ 2010年～ 2015年～

（㎡）

インフラ施設

遊休施設

その他施設

公園施設

住宅施設

行政施設

医療施設

保健福祉施設

子育て支援施設

学校教育施設

産業系施設

運動・観光施設

社会教育施設

集会施設

公共建築物の築年別延べ床⾯積 

施設⽤途別の公共建築物保有状況 

2,949㎡,

10.4%
1,974㎡,

7.0%

3,292㎡,

11.6%

3,375㎡,

11.9%

5,522㎡, 

19.5%
312㎡,

1.1%

1,128㎡, 

4.0%
1,108㎡,

3.9%

1,382㎡,

4.9%

2,805㎡,

9.9%

300㎡,

1.1%
2,207㎡,

7.8%

910㎡,

3.2%

1,073㎡,

3.8%

床面積

構成比

集会施設

社会教育施設

運動・観光施設

産業系施設

学校教育施設

子育て支援施設

保健福祉施設

医療施設

行政施設

住宅施設

公園施設

その他施設

遊休施設

インフラ施設

（28,336㎡）

公共建築物

集会施設・学校・庁舎など 道路・橋梁・上水道など

インフラ施設

村の所有する公共施設 ＝ 計画の対象



2 

2.2. 公共施設の更新・改修費⽤の⾒通し 

現有施設を全て定期的に更新・改修すると仮
定した場合に必要となる、公共建築物とインフ
ラ（道路・橋梁・上⽔道）を合わせた更新・改
修コストは、将来 40 年の合計で約 166 億円、
年平均で約 4 億円と⾒積もられる。 
 また、更新が集中する時期においては年 8 億
円超の費⽤となる年次も予想され、施設の⻑寿
命化や⼯事の段階的な実施など事業費の平準化
が必要である。 

 

 

3. 公共施設の基本⽅針 

【⽅針①】施設保有量の最適化 

現在の保有量のままでは施設の更新・改修費⽤を⽀出することが困難な状
況が⽣じることとなる。 

今後の更なる⼈⼝減少や厳しい財政制約が予想されるなか、公共サービス
を持続的に提供していくためには、公共施設の総量を適正化する必要がある。 

そこで、施設の新設は原則⾏わない⽅針※とするとともに、必要性の低い
施設や経費負担が⼤きい施設などを積極的に整理統合することで、公共施設
の保有量を最適化する。 

 

【⽅針②】適切な維持管理の推進 

公共施設の更新・改修・維持管理などのトータルコスト削減のた
めには、施設の総量削減だけでなく、適切な維持管理の実施による
品質の確保とコスト削減が必要である。 

施設の劣化状況を定期的に点検し、適切に補修・改修し、既存公
共施設を⻑く・⼤事に使っていくこと（⻑寿命化）で、突発的な改
修費⽤の発⽣を抑え、施設にかかる⻑期的なトータルコストを削減
する。 

【⽅針③】連携と協働による計画推進 

公共施設の課題に対しては、村が⼀体となって取り組む必要があるこ
とに加え、公共施設は地域住⺠の⽣活に密接に関わることから、地域住
⺠と⾏政が情報を共有し、地域住⺠の理解のもと対策を実施していく必
要がある。また、村の職員や財源などの⾏政資源には限りがあることか
ら、住⺠や⺠間事業者等の⼒やノウハウを取り⼊れていくべきである。 

そこで、村のみが公共施設の対策に当たるのではなく、関係する地域
住⺠や団体・企業、周辺⾃治体などと協⼒・連携して対策を進めていく
こととする。 

  

年次別の公共建築物とインフラ施設の更新・改修費⽤の⾒通し
注：公共建築物は「建て替え周期 60 年・⼤規模改修を建て替えの中間年（30 年）に実施」との条件で算出。

※但し、個別施設計画に準じて、既存⽼朽施設の建替え、⽤途廃⽌、維持管理等を計画的に⾏う。
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4. 公共建築物の施設類型ごとの基本⽅針 
 

分類 基本⽅針 主な施設

集会施設 

（5施設、5棟） 

· 現有施設は、地区の避難所として位置付けられている。
そのため、現在の建物の維持を基本⽅針とし、⽇常業
務における点検や不具合報告に対応し、予防保全によ
る施設の⻑寿命化を図るなど適切に設備の維持管理を
⾏う。 

· 漁村センター 
· ⻘少年交流センター 
· ⾚⽯集会所 
· 珊内集会所 
· 川⽩ふれあいセンター

社会教育施設 

（3施設、6棟） 

· 現在の建物の維持を基本⽅針とし、施設の⽇常業務に
おける点検や不具合報告に対応し、予防的補修により
建物の⻑寿命化を図る。 

· 郷⼟資料館 
· ⽇本郷⼟玩具館 
· ⽣涯学習館 

運動・観光施設 

（14施設、44棟） 

· 「⻘少年旅⾏村」関連施設は、施設の利⽤の推移を⾒
ながら費⽤対効果を検討し、関係機関等と連携のもと、
施設のあり⽅を検討する。 

· その他の現有建物は点検と予防保全補修による⻑寿命
化を図る。 

· リフレッシュプラザ 
· ⻘少年旅⾏村 
· 道の駅オスコイかもえ

ない 
· 珊内ぬくもり温泉 

産業系施設 

（12施設、12棟） 

· 現在の建物の維持を基本⽅針とし、⽇常点検の実施と
不具合報告に対応した予防保全により施設の⻑寿命化
を図る。 

· 建物更新については、必要機能や費⽤対効果を勘案し
た上で関係機関を含め検討を⾏う。 

· ⽔産共同作業所 
· 養殖作業所 
· ⽔産物荷捌所 
· 出荷資材保管施設 

学校教育施設 

（3施設、11棟） 

· 将来の保育所を含めた学校配置のあり⽅について継続
的に検討しながら、⽼朽施設の改修・補修を計画的に
進め、良好な教育環境の形成と財政負担の低減化を⽬
指す。 

· ⼩学校 
· 中学校 
· 学校給⾷共同調理場 

⼦育て⽀援施設 

（1施設、1棟） 

· 施設の⽇常業務における点検や不具合報告に対応し、
予防保全による施設の⻑寿命化を図るとともに、バリ
アフリー課題等の利⽤者ニーズに併せた対応を検討す
る。 

· 将来の保育所のあり⽅や預かり保育の拡充に向けて継
続的に検討する。 

· 保育所 

保健福祉施設 

（2施設、3棟） 

· ⾼齢福祉施設は⽐較的新しく、バリアフリー課題など
の利⽤者ニーズに併せた対応を検討するとともに、予
防保全による施設の⻑寿命化を図るなど引き続き適切
な維持管理を図る。 

· ⽼⼈福祉寮 
· ⾼齢者共同⽣活⽀援施

設 

医療施設 

（2施設、2棟） 

· 「診療所」は、住⺠への安定的な医療サービスの提供
のため、⽇常点検や不具合報告に対応し予防保全によ
る施設の⻑寿命化を図る。 

· 「⻭科診療所」は、新しい施設であるが、施設の⻑寿
命化を図るべく、⽇常点検や不具合報告に対応した早
期補修等適切な維持管理に努める。 

· 両施設ともにバリアフリー課題などの利⽤者ニーズに
併せた対応を検討する。 

· 診療所 
· ⻭科診療所 
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分類 基本⽅針 主な施設

⾏政施設 

（6施設、7棟） 

· 「役場庁舎」は⽼朽化が進⾏し、設備の増加により狭
あい実態にある。また、耐震診断において庁舎全体が
構造耐震判定指標値を満⾜していない実態にある。そ
のため、⽇常点検や不具合報告に対応し、予防保全を
実施することで建物施設の機能確保を図るとともに耐
震化等の課題に対する検討を進める。 

· 検討にあたっては、庁舎に必要な機能の複合化や複合
施設への建て替え、施設再配置などの検討を⾏う。

· 役場庁舎 
· 役場書庫 
· 除雪⾞庫 

住宅施設 

（23施設、26棟） 

· 「公営住宅」は「公営住宅等⻑寿命化計画」に基づき
⽼朽住棟の計画的な建て替え・除去や改善・修繕等を
実施する。 

· 「教員住宅」は教職員数に併せた住宅数を確保し、⽼
朽化率が100%を超える建物については、計画的な建て
替え・除去や改善・修繕等を実施する。 

· 「職員住宅（医師住宅）」は適切な補修による⻑寿命化
を図る。 

· 巻渕団地 
· 川⽩団地 
· 村有住宅 
· 後継者住宅 
· 教員住宅 
· 職員住宅 

公園施設（建築物） 

（10施設、10棟） 

· ⽇常業務における点検や不具合報告に対応し、予防保
全による施設の⻑寿命化を図る。 

· 施設の有効活⽤や村⺠や観光客等の利便性向上を図
る。 

· さわやかトイレ（湯乃
華の館、古宇の川屋、
鴎の憚り、岬の⽳澗、
⻯神の⼿⽔処） 

· トイレ（第⼗⼀御丸、
川⽩漁港） 

その他施設 

（11施設、13棟） 

· 貸付施設は、関係機関との連携のもと⻑期的な必要性
を判断し、⻑期にわたり必要性が⾼い施設は、⽇常点
検や不具合報告に対応し予防的補修による⻑寿命化を
図る。 

· 「⽕葬場」は需要変化を⾒据えて、施設改修・補修と
機器更新等を計画的に実施する。

· ⽕葬場 
· バス待合室 
· 貸付施設（商⼯観光セ

ンター、サクラマス幼
⿂飼育場） 

遊休施設 

（2施設、2棟） 

· 譲渡や施設の⽤途転⽤など有効活⽤の可能性を検討し
た上で、可能性がないものは、倒壊危険性や近隣居住
環境や周辺景観への影響などを考慮して計画的に除却
を進める。 

· アワビ中間育成施設 
· 冷蔵センター 

 
5. インフラ施設の施設類型ごとの基本⽅針 

 
分類 基本⽅針

道路 

· 計画的な道路（ロードヒーティング含む）の点検・改修・維持管理により、安全で
安⼼な道路機能の確保と構造物のライフサイクルコストの縮減を図る。 

· 定期的に点検し、データを蓄積することで計画的な改修・維持管理の検討材料とし、
また早期損傷発⾒で道路施設の⻑寿命化を図る。 

橋梁 
· 「予防保全的」な対応に転換し、コストの縮減と安全性・信頼性確保を図る。 
· ⽇常的にパトロール・清掃や定期点検を⾏い、「橋梁⻑寿命化修繕計画」で⻑期的

なコストを検討したうえで適切に修繕を進める。 

上⽔道 
· ⽔道施設の定期点検とメンテナンスを着実に実施し、施設の⻑寿命化を図る。 
· ⽔道施設の現状を把握し⽼朽施設の計画的な更新に努める。 
· ⽼朽管の更新は、効率的な布設替えを図り、耐震性を有する管材を選定する。 

 


