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はじめに 

〇 地区センター及び水沢地域交流館施設の現状 

奥州市の地区センターは、市町村合併前の旧市町村時代の公⺠館や旧小学校施設を受け継いで地区

センターとして利用している施設で、現在、指定管理によりそれぞれ地元の振興会が運営しており、地

域住⺠等の利用のみならず、振興会で主催する事業等を行うことで、地域振興の拠点施設として利用促

進を図ってきました。 

また、地区センターは地域の拠点施設としての機能を担っているほか、市の第 1 次収容避難所とし

て指定するなど、地域住⺠にとっては無くてはならない施設であります。 

水沢地域交流館（アスピア）は水沢地域交流館管理運営共同事業体（奥州市国際交流協会と奥州市⺠

憲章推進協議会水沢支部）が指定管理により運営し、多様な市⺠活動や市内在住外国人の方々が交流を

行う場として利用されている建物であり、市内在住の外国人も年々増加する中、重要な施設のひとつと

して位置づけられています。 

  しかし、これら施設の中には経年劣化による損傷が進むなど老朽化が激しい建物があり、さらには

災害等により被害を受けるなど、毎年のように修繕工事が必要となる施設があるとともに、中には新耐

震基準を満たしていない建物も含まれているのが現状です。 

 

〇 課題 

  全国的にも人口減少が課題として叫ばれている中、本市においても地域の少子高齢化、世帯数の減

少が顕著になりつつあり、将来的な見通しと照らし合わせてみると、市内 30 地区すべての地区センタ

ーを今後も継続して現状と同等の規模で維持することが適正とは言えない時代に入ってまいりました。

市⺠ニーズもさらに多様化し、30 地区センターを基本としながらも、利用する市⺠の皆さんすべての

希望に応えるのが難しくなっているということです。地域振興の拠点施設としての機能を維持しなが

らも地区の実情を踏まえながら、現在の利用状況等により適正な規模に見直します。 

  団体やサークルにおけるさまざま活動については、使用料の減額免除を行うなど様々な支援を行っ

ておりますが、今後、大幅な見直しも必要になってきます。小中学校体育館の学校開放がなされている

ものの、いまだ公共施設が有効に利用されているとは言い難い状況にある中、将来的には少子化による

小中学校の統合も考えられ、空き施設の有効活用と併せて身近で便利な施設の利用を促す必要があり

ます。 

  現有施設を有効に活用し、無駄なくそして無理なく行政サービスを提供しながら地域振興を図って

いくためには、このような課題を解決していく必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」とい

う。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、公共

施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保全によ

る施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、地区センター等に係る個別施設ごとの

具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計画）

に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるものです。 

 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間としま

す。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニー

ズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「コミュニティ関連施設」−中分類「集

会施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

施設名 
整備 

年度 

延床 

面積 

（㎡） 

取得 

価額 

（千円） 

経過 

年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

水沢地区センター（本館） 

        （⻄館） 

堀之内公園体育館（付設体育館） 

Ｈ13 

Ｈ11 

Ｈ14 

963.69 

1,045.73 

747.38 

263,520 

370,120 

175,560 

19 

21 

18 

47 

47 

47 

小計  2,756.80 809,200   

水沢南地区センター（本館） 

         （炊事棟他） 

         （付設体育館） 

Ｈ元 

Ｈ22 

Ｈ元 

921.83 

110.20 

845.45 

120,420 

27,490 

110,440 

31 

10 

31 

47 

34 

34 

小計  1,877.48 258,350   

常盤地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

Ｓ62 

Ｓ60 

811.75 

712.35 

117,390 

94,974 

33 

35 

47 

34 

小計  1,524.10 212,364   

佐倉河地区センター（本館） 

         （付設体育館） 

Ｓ57 

Ｓ57 

482.79 

527.00 

136,322 38 

38 

47 

34 

小計  1,009.79 136,322   

真城地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

Ｓ63 

Ｓ63 

472.60 

661.02 

148,810 32 

32 

47 

34 

小計  1,133.62 148,810   

姉体地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

Ｓ59 

Ｓ59 

500.78 

554.00 

67,605 

74,790 

36 

36 

47 

47 

小計  1,054.78 142,395   

羽田地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

Ｓ57 

Ｓ57 

331.29 

469.26 

59,632 

63.350 

38 

38 

47 

47 

小計  800.55 122,982   

⿊⽯地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

Ｓ59 

Ｓ59 

414.07 

496.00 

122,859 36 

36 

47 

34 

小計  910.07 122,859   

岩谷堂地区センター 

岩谷堂地区総合運動場（体育館） 

Ｈ25 

Ｈ28 

808.76 

866.40 

146,340 

46,582 

7 

4 

34 

34 
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          （管理棟） Ｈ28 211.46 55,054 4 22 

小計  1,886.62 247,976   

江刺愛宕地区センター Ｈ28 570.00 144,942 4 34 

小計  570.00 144,942   

田原地区センター（本館） 

江刺農業者健康増進センター（付設体育館） 

Ｈ16 

Ｓ62 

488.48 

668.02 

109,090 

96,130 

16 

33 

47 

34 

小計  1,156.50 205,220   

藤里地区センター（本館） 

江刺多目的研修センター（付設体育館） 

Ｈ24 

Ｓ59 

523.30 

1,011.75 

117,995 

136,586 

8 

36 

34 

47 

小計  1,535.05 254,581   

伊手地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

Ｈ22 

Ｓ63 

522.87 

445.20 

103,520 

48,420 

10 

32 

34 

34 

小計  968.07 151,940   

米里地区センター（本館） 

米里体育センター（付設体育館） 

Ｈ27 

Ｈ２ 

447.16 

687.39 

113,991 

103,806 

5 

30 

22 

34 

小計  1,134.55 217,797   

玉里地区センター 

江刺農業者トレーニングセンター（体育館） 

Ｈ19 

Ｓ61 

705.87 

961.00 

107,140 

124,716 

13 

34 

34 

34 

小計  1,666.87 231,856   

梁川地区センター（本館） 

江刺林業者等健康増進センター（付設体育館） 

Ｈ17 

Ｈ６ 

524.88 

849.77 

116,590 

189,968 

15 

26 

47 

22 

小計  1,374.65 306,558   

広瀬地区センター Ｓ62 1,250.00 191,650 33 34 

小計  1,250.00 191,650   

稲瀬地区センター 

稲瀬体育センター（体育館） 

Ｈ26 

Ｈ６ 

625.84 

960.00 

50,067 

210,584 

6 

26 

34 

34 

小計  1,585.84 260,651   

前沢地区センター 

白鳥分館 

上野原分館 

目呂木分館 

目呂木勤労者体育館 

Ｓ63 

Ｓ62 

Ｈ２ 

Ｓ56 

Ｈ８ 

931.27 

178.15 

211.13 

203.27 

790.74 

132,751 

16,034 

33,760 

18,294 

181,510 

32 

33 

30 

39 

24 

34 

22 

22 

22 

34 

小計  2,314.56 382,349   

古城地区センター Ｓ58 610.63 82,435 37 47 

小計  610.63 82,435   

白山地区センター（本館） Ｈ２ 486.28 95,920 30 34 
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        （付設体育館） Ｓ58 982.46 78,597 37 34 

小計  1,468.74 174,517   

⽣⺟地区センター 

⺟体分館 

赤⽣津分館 

Ｓ61 

Ｈ７ 

Ｈ14 

582.84 

269.13 

286.76 

112,320 

43,200 

48,300 

34 

25 

18 

34 

22 

22 

小計  1,138.73 203,820   

小山地区センター 

渡辺記念館（体育館） 

Ｈ16 

Ｓ40 

1,919.74 

501.00 

448,580 

140,440 

16 

55 

47 

47 

小計  2,420.74 589,020   

南都田地区センター（本館） 

         （付設体育館） 

Ｒ元 

Ｒ元 

725.61 

1,015.00 

311,509 

110,418 

1 

1 

22 

34 

小計  1,740.61 421,927   

若柳地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

供養塚体育館（別棟体育館） 

Ｓ50 

Ｓ59 

Ｓ54 

672.40 

841.50 

766.19 

90,774 

67,320 

66,545 

45 

36 

41 

47 

34 

34 

小計  2,280.09 224,639   

胆沢愛宕地区センター（本館） 

胆沢愛宕農業者トレーニングセンター（体育館） 

Ｓ49 

Ｓ58 

669.92 

745.88 

90,439 

59,383 

46 

37 

47 

34 

小計  1,415.80 149,822   

北股地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

星空の広場（東屋・トイレ） 

Ｓ42 

Ｓ56 

Ｈ10 

1,202.40 

706.00 

50.40 

124,380 

56,480 

13,150 

53 

39 

22 

34 

47 

22 

小計  1,958.80 194,010   

南股地区センター（本館） 

        （付設体育館） 

Ｓ41 

Ｓ54 

1,096.00 

560.00 

147,960 

44,800 

54 

41 

47 

47 

小計  1,656.00 192,760   

衣川地区センター（衣川山村開発センター） Ｓ50 1,214.51 163,959 45 47 

小計  1,214.51 163,959   

衣里地区センター Ｈ26 452.77 116,860 6 22 

小計  452.77 116,860   

水沢地域交流館（アスピア） Ｈ５ 252.24 63,657 27 22 

小計  252.24 63,657   

合計  43,119.56 7,126,228   
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(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。な

お、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

施設名 

管理

運営

方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

水沢地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

967 963 1,107 

104.06 19,601 19,939 20,498 

18,634 18,976 19,391 

水沢南地区センター 

（付設体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

454 461 577 

76.96 13,451 13,468 10,580 

12,997 13,007 10,003 

常盤地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

285 288 341 

106.20 14,200 14,346 15,119 

13,915 14,058 14,778 

佐倉河地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

217 251 230 

97.98 13,289 12,758 13,038 

13,072 12,507 12,808 

真城地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

111 147 133 

95.33 13,767 13,221 13,151 

13,656 13,074 13,018 

姉体地区センター 

（付設体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

111 1,008 157 

64.77 13,229 12,881 8,654 

13,118 11,873 8,497 

羽田地区センター 

（付設体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

120 120 165 

70.37 12,808 12,732 9,094 

12,688 12,612 8,929 

⿊⽯地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

11 17 46 

112.37 12,191 12,709 13,733 

12,180 12,692 13,687 

岩谷堂地区センター 

（別棟体育館、管理棟含み） 
Ａ 

784 702 788 

119.84 11,572 11,469 13,716 

10,788 10,767 12,928 

江刺愛宕地区センター Ａ 

248 262 47 

105.08 11,577 11,254 11,951 

11,329 10,992 11,904 
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田原地区センター 

（付設体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

130 148 216 

461.67 2,011 2,388 8,900 

1,881 2,240 8,684 

藤里地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

45 51 53 

101.61 12,579 12,180 12,789 

12,534 12,129 12,736 

伊手地区センター 

（付設体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

14 20 27 

67.71 11,455 11,461 7,774 

11,441 11,441 7,747 

米里地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

4 14 11 

114.05 11,107 11,814 12,674 

11,103 11,800 12,663 

玉里地区センター 

（別棟体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

0 0 135 

336.12 2,885 2,101 9,832 

2,885 2,101 9,697 

梁川地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

136 138 103 

101.50 12,643 12,073 12,798 

12,507 11,935 12,695 

広瀬地区センター 
Ａ 

Ｅ 

53 72 7,618 

478.58 1,556 2,091 14,811 

1,503 2,019 7,193 

稲瀬地区センター 

（別棟体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

290 247 357 

593.75 1,715 1,846 8,818 

1,425 1,599 8,461 

前沢地区センター 

（分館３施設、別棟体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

479 396 494 

90.81 15,501 17,351 14,136 

15,022 16,955 13,642 

古城地区センター Ａ 

158 159 164 

101.81 11,676 11,983 11,890 

11,518 11,824 11,726 

白山地区センター 

（付設体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

135 396 95 

85.24 12,447 12,515 10,590 

12,312 12,119 10,495 

⽣⺟地区センター 

（分館２施設含み） 

Ａ 

Ｅ 

56 7 98 

73.30 12,039 13,118 8,881 

11,983 13,111 8,783 
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小山地区センター 

（別棟体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

1,077 1,406 1,329 

73.25 19,987 20,072 15,181 

18,910 18,666 13,852 

南都田地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

189 163 165 

99.06 14,123 13,903 13,968 

13,934 13,740 13,803 

若柳地区センター 

（付設体育館・別棟体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

564 622 609 

82.22 15,467 16,359 12,862 

14,903 15,737 12,253 

胆沢愛宕地区センター 

（付設体育館含み） 

Ａ 

Ｅ 

33 36 172 

78.95 13,917 14,237 11,134 

13,884 14,201 10,962 

北股地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

8 6 10 

94.98 12,645 28,358 12,012 

12,637 28,352 12,002 

南股地区センター 

（付設体育館含み） 
Ａ 

58 81 49 

95.75 12,070 20,157 11,551 

12,012 20,076 11,502 

衣川地区センター 
Ａ 

Ｅ 

135 120 10,517 

 14,961 3,094 10,417 

14,826 2,974 △100 

衣里地区センター 
Ａ 

Ｅ 

16 27 8,525 

 21,970 11,247 8,325 

21,954 11,220 △200 

水沢地域交流館（アスピア） Ｅ 

1,111 1,089 1,110 

99.60 9,097 9,070 9,064 

7,986 7,981 7,954 

合計 

7,999 9,417 35,448 

89.98 377,536 382,195 367,941 

369,537 372,778 332,493 
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  【備考】管理・運営方式の説明 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政財

産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 
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(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

 施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

水沢地区センター 

利用者数 

（人） 

70,905 72,654 64,780 91.4 

水沢南地区センター 51,854 45,589 46,320 89.3 

常盤地区センター 40,628 41,021 41,491 102.1 

佐倉河地区センター 27,128 27,082 29,785 109.8 

真城地区センター 23,612 30,276 23,062 97.7 

姉体地区センター 8,813 11,240 12,359 140.2 

羽田地区センター 14,400 13,578 15,191 105.5 

⿊⽯地区センター 3,865 4,087 5,026 130.0 

岩谷堂地区センター 33,156 36,523 37,958 114.5 

江刺愛宕地区センター 18,276 11,528 11,945 65.4 

田原地区センター 9,626 8,506 12,542 130.3 

藤里地区センター 13,516 16,448 14,155 104.7 

伊手地区センター 12,210 12,554 11,937 97.8 

米里地区センター 16,844 18,163 13,535 80.4 

玉里地区センター 13,516 16,448 14,155 104.7 

梁川地区センター 13,330 14,018 14,324 107.5 

広瀬地区センター 12,197 14,358 13,028 106.8 

稲瀬地区センター 17,081 18,585 18,639 109.1 

前沢地区センター 38,791 45,123 39,524 101.9 

古城地区センター 9,234 9,080 8,861 96.0 

白山地区センター 18,609 16,591 15,091 81.1 

⽣⺟地区センター 9,832 9,602 9,718 98.8 

小山地区センター 22,463 24,870 25,481 113.4 

南都田地区センター 15,143 15,725 16,823 111.1 

若柳地区センター 24,041 25,502 26,688 111.0 

胆沢愛宕地区センター 11,195 11,107 9,310 83.2 

北股地区センター 2,664 2,636 3,080 115.6 

南股地区センター 3,561 3,450 3,790 106.4 

衣川地区センター 3,690 2,972 2,652 71.9 

衣里地区センター 5,321 5,176 5,002 94.0 

水沢地域交流館（アスピア） 11,365 11,534 11,461 100.8 
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 (4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した令和

３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建替え・

大規模改修費用の見通しは次のとおりです。 

建替え・大規模改修費用は、総務省が公開している「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・

単価で試算しています。 

   なお、期間内の見通しについては、すべての体育館は大規模改修を想定し、地区センター本館は平成

10 年以前に建築された施設は建替え、それ以降のものは大規模改修を行うことで積算しています。 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修費

用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

水沢地区センター 25,190 689,200 717,189 

水沢南地区センター 1,618 612,312 614,110 

常盤地区センター 10,306 528,926 540,377 

佐倉河地区センター 11,351 340,412 353,024 

真城地区センター 4,448 369,513 374,456 

姉体地区センター 3,142 354,937 358,428 

羽田地区センター 4,566 260,499 265,572 

⿊⽯地区センター 7,436 302,961 311,224 

岩谷堂地区センター 4,890 471,655 477,089 

江刺愛宕地区センター 4,799 142,500 147,832 

田原地区センター 12,136 289,125 302,610 

藤里地区センター 3,839 383,763 388,028 

伊手地区センター 3,821 242,017 246,263 

米里地区センター 8,393 283,637 292,962 

玉里地区センター 23,465 416,717 442,790 

梁川地区センター 7,606 343,662 352,114 

広瀬地区センター 6,169 540,250 547,104 

稲瀬地区センター 407 396,460 396,913 

前沢地区センター 36,730 600,180 640,991 

古城地区センター 1,355 263,914 265,420 

白山地区センター 20,158 455,785 478,182 

⽣⺟地区センター 19,686 251,903 273,777 

小山地区センター 9,365 479,935 490,340 

南都田地区センター 4,996 543,994 548,990 

若柳地区センター 22,769 692,534 717,833 
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胆沢愛宕地区センター 7,267 476,009 484,083 

北股地区センター 12,536 519,677 533,606 

南股地区センター 14,423 473,691 489,717 

衣川地区センター 684 524,911 525,671 

衣里地区センター 720 113,192 113,992 

水沢地域交流館（アスピア） 15,096 63,060 79,833 

合計 309,367 12,427,331 12,770,520 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した令

和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額の

平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

水沢地区センター 3,037 60,038 57,001 684,012 

水沢南地区センター 1,492 37,499 36,007 432,084 

常盤地区センター 914 43,665 42,751 513,012 

佐倉河地区センター 698 39,085 38,387 460,644 

真城地区センター 391 40,139 39,748 476976 

姉体地区センター 1,276 34,764 33,488 401,856 

羽田地区センター 405 34,634 34,229 410,748 

⿊⽯地区センター 74 38,633 38,559 462,708 

岩谷堂地区センター 2,274 36,757 34,483 413,796 

江刺愛宕地区センター 557 34,782 34,225 410,700 

田原地区センター 494 13,299 12,805 153,660 

藤里地区センター 149 37,548 37,399 448,788 

伊手地区センター 61 30,690 30,629 367,548 

米里地区センター 29 35,595 35,566 426,792 

玉里地区センター 135 14,818 14,683 176,196 

梁川地区センター 377 37,514 37,137 445,644 

広瀬地区センター 7,743 18,458 10,715 128,580 

稲瀬地区センター 894 12,379 11,485 137,820 

前沢地区センター 1,369 46,988 45,619 547,428 

古城地区センター 481 35,549 35,068 420,816 

白山地区センター 626 35,552 34,926 419,112 

⽣⺟地区センター 161 34,038 33,877 406,524 

小山地区センター 3,812 55,240 51,428 617,136 

南都田地区センター 517 41,994 41,477 497,724 

若柳地区センター 1,795 44,688 42,893 514,716 

胆沢愛宕地区センター 241 39,288 39,047 468,564 

北股地区センター 24 53,015 52,991 635,892 

南股地区センター 188 43,778 43,590 523,080 

衣川地区センター 10,772 28,472 17,700 212,400 
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衣里地区センター 8,568 41,542 32,974 395,688 

水沢地域交流館（アスピア） 3,310 27,231 23,921 287,052 

合計 52,864 1,127,672 1,074,808 12,897,696 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え方を

基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソ

フト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

 供給量の適正化の基本方針 

今後 36 年間でほとんどの施設が耐用年数を超過し、大規模修繕や建替え、施設廃止を迫られる

こととなり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況

（人口、住⺠ニーズ、市行財政等）を⼗分に検証した上で、再配置を行います。 

 市内 30 地区すべての地区センターと水沢地域交流館（アスピア）は、今後も継続してサービス

を提供できる環境に整えていくものの、利用状況等を勘案し、現状と同等の規模で維持するのが

適当でない施設については、建替えと同時に適正な規模に見直します。 

また、地区センターの分館については、特定の地域住⺠・団体が主たる利用者となっており、

その地域に無償貸与するなどの手法を取り入れ、地域による管理運営へと移行します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の負担

額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性（ハード）

と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃

止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」につ

いて分析して評価しました。 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設につ

いては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以上

のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に係

るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強工

事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用者

層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか検討

する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複合

化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施設

の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設として

保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性があ

るか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点を加

味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」

「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 
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効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地契

約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状況に

対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画期間内の

供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービスを

追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合し、

廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

 施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

水沢地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

水沢南地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

常盤地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

佐倉河地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

真城地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

姉体地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

羽田地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

⿊⽯地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

岩谷堂地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

江刺愛宕地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

田原地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

藤里地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

伊手地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

米里地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

玉里地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

梁川地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

広瀬地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

稲瀬地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

前沢地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

古城地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

白山地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

⽣⺟地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

小山地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

南都田地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

若柳地区センター サービス強化 サービス強化 継続 建替え 

胆沢愛宕地区センター サービス強化 サービス強化 継続 建替え 

北股地区センター サービス強化 サービス強化 継続 建替え 

南股地区センター サービス強化 サービス強化 継続 建替え 

衣川地区センター 施設機能強化 施設機能強化 継続 既設（移転） 

衣里地区センター 存続 存続 継続 大規模改修 

水沢地域交流館（アスピア） 存続 存続 継続 ― 
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を「大

規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の適正化ス

ケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和 23 年度を目安に本館及び⻄館の大規模改修を

行います。なお、付設の堀之内公園体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢南地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和 11 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 常盤地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和９年度を目安に大規模改修を行います。なお、

付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 佐倉河地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和４年度を目安に大規模改修を行います。なお、

付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 真城地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和 10 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 姉体地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和６年度を目安に大規模改修を行います。なお、

付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 羽田地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和４年度を目安に大規模改修を行います。なお、

付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 ⿊⽯地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和６年度を目安に大規模改修を行います。なお、

付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 岩谷堂地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 大規模改修 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和 30 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、岩谷堂総合運動場（体育館・管理棟）は、建替え及び大規模改修を行いませ

ん。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 江刺愛宕地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 大規模改修 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和 33 年度を目安に大規模改修を行います。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 田原地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和 26 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 藤里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 大規模改修 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和 29 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 伊手地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和 27 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 米里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 30 年を経過する令和 27 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 玉里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和 24 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、江刺農業者トレーニングセンターは建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 梁川地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和 27 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 広瀬地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和４年度を目安に大規模改修を行います。なお、

付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 稲瀬地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 大規模改修 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和 31 度を目安に大規模改修を行います。なお、

稲瀬体育センターは建替え及び大規模改修を行いません。 

 

  



- 24 - 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 前沢地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 592.55 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和５年度を目安に大規模改修を行います。なお、

白鳥分館・上野原分館・目呂木分館の３分館は、令和 10 年度を目安に当該地域また

は⺠間に移譲します。また、目呂木勤労者体育館は建替え及び大規模改修を行いま

せん。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 古城地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和５年度を目安に大規模改修を行います。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 白山地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和４年度を目安に大規模改修を行います。なお、

付設体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 ⽣⺟地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 555.89 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 35 年を経過する令和４年度を目安に大規模改修を行います。なお、

⺟体分館及び赤⽣津分館の２分館は、令和 10 年度を目安に当該地域または⺠間に移

譲します。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 小山地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 40 年を経過する令和 26 年度を目安に大規模改修を行います。な

お、渡辺記念館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 南都田地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 大規模改修 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 30 年を経過する令和 30 年度を目安に大規模改修を行います。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 若柳地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 建替え 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 50 年以上経過する令和８年度を目安に建替えを行います。なお、な

お、建替えに当たっては、施設の利用状況に合わせた規模に見直すとともに、付設

体育館と供養塚体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 胆沢愛宕地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 建替え 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 269.92 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後 50 年以上経過する令和８年度を目安に建替えを行います。なお、建替え

に当たっては、施設の利用状況に合わせた規模に見直すとともに、付設体育館は建

替え及び大規模改修を行いません。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 北股地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 建替え 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 1,508.44 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 50 年以上経過する令和７年度を目安に建替えを行います。なお、現

在利用している施設は、旧小学校の校舎を利用した施設であり、建替えに当たって

は、施設の利用状況に合わせた規模に見直すとともに、付設体育館を伴わない規模

に縮小します。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 南股地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 建替え 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 1,256.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後 50 年以上経過する令和６年度を目安に建替えを行います。なお、現在利

用している施設は、旧小学校の校舎を利用した施設であり、建替えに当たっては、

施設の利用状況に合わせた規模に見直すとともに、付設体育館を伴わない規模に縮

小します。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 衣川地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 継続 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持し

ますが、現在利用している衣川山村開発センターの土地は借地であり、建物の耐用

年数の 47 年を経過する令和５年度を目安に衣川地区内にある公共施設の建物を大規

模改修したうえで移転します。なお、既存建物は取り壊します。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 衣里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持

し、建設後概ね 30 年を経過する令和 26 年度を目安に大規模改修を行います。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢地域交流館（アスピア） 

総合評価 サービス 継続 建物等 ― 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も安定した利用が見込まれることからサービスの提供及び施設の供用を維持し

ますが、建物の大規模改修及び建替えは行いません。 
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 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

水沢地区センター      

水沢南地区センター      

常盤地区センター      

佐倉河地区センター      

真城地区センター      

姉体地区センター      

羽田地区センター      

⿊⽯地区センター      

岩谷堂地区センター      

江刺愛宕地区センター      

田原地区センター      

藤里地区センター      

伊手地区センター      

米里地区センター      

玉里地区センター      

梁川地区センター      

広瀬地区センター      

稲瀬地区センター      

前沢地区センター  ▲592.55   ▲592.55 

古城地区センター      

白山地区センター      

⽣⺟地区センター  ▲555.89   ▲555.89 

小山地区センター      

南都田地区センター      

若柳地区センター      

胆沢愛宕地区センター ▲269.92    ▲269.92 

北股地区センター ▲1,508.40    ▲1,508.40 

南股地区センター ▲1,256.00    ▲1,256.00 

衣川地区センター      

衣里地区センター      

水沢地域交流館（アスピア）      

合計 ▲3,034.32 ▲1,148.44   ▲4,182.76 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や利用

実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給量の適正

化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

 既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

 現時点で、既に耐用年数を経過している施設もあり、今後 40 年間で全ての施設が耐用年数を超

過し、建替え若しくは大規模修繕などの対応がを迫られることとなります。 

 市内 30 地区センターと水沢地域交流館は、これまでも地域活動などの拠点施設としてその機能

を発揮し、関係者や関係団体など広く地域に利用されている施設であり、また、地区センターに

おいては、第 1 次収容避難所に指定されているだけでなく、選挙における投票所や健康診断など

の行政的な利用、放課後児童クラブに対する施設の貸し出しなどもあり、地域になくてはならな

い施設でもあります。 

 このような状況から、今後も同様のサービスを提供すべく、将来的な地域人口の見通しと照ら

し合わせながら適正規模を考慮しつつ、機を逸することなく建替えや大規模改修による⻑寿命化

を図り施設維持してまいります。 

 なお、地区センターと併せて管理している体育館については、建替えや大規模改修を行わずに

最低限の維持補修のみとし、老朽化等により通常の利用に耐えうる状況にないと判断される時点

において施設閉鎖とします。 

 さらには、分館として管理している施設については、地元との協議が整いしだい地元や⺠間等

へ譲渡します。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に係

る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 
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ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維持に

係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮し

て算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ごと

の構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を算

出 

 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更新・

維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しました。 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・維持

スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― 外壁補修 

空調補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の堀之内公園体育館は建替え及び大規模改修を行いませ

ん。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢南地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― 大規模改修 ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 常盤地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― 大規模改修 ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 佐倉河地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 姉体地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 羽田地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 ⿊⽯地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 岩谷堂地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― ― 大規模改修 

維持 ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 電気（弱電）補修 

外壁(管理棟のみ) 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、岩谷堂地区総合運動場の体育館と管理棟は、建替え及び大規

模改修を行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 江刺愛宕地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― ― 大規模改修 

維持 ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。 

 

  



- 36 - 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 田原地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 藤里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― ― 大規模改修 

維持 ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 伊手地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 米里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 ― 屋根補修 

外壁補修 

内装補修 

電気（弱電）補修 

空調補修 

― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 玉里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、江刺農業者トレーニングセンターは建替え及び大規模改修を

行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 梁川地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 広瀬地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ―  ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 稲瀬地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― ― 大規模改修 

維持 ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、稲瀬体育センターは建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 前沢地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ―  ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

分

館 

更新 ― 譲渡 ― ― 

維持 ― ― ― ― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、白鳥分館・上野原分館・目呂木分館の３分館は、地元若しく

は⺠間等に譲渡します。また、目呂木勤労者体育館は、建替え及び大規模改修を行

いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 古城地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ―  ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 白山地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 ⽣⺟地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 大規模改修 ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

分

館 

更新 ― 譲渡 ― ― 

維持 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、⺟体分館・赤⽣津分館の２分館は、地元若しくは⺠間等に譲

渡します。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 小山地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― ― ― 

記

念

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、渡辺記念館（体育館）は建替え及び大規模改修の更新を行わ

ず、維持に係る修繕等も行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 南都田地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― ― 大規模改修 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

内装補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 ― ― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 若柳地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 建替え ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

供

養

塚 

更新 ― ― ― ― 

維持 
― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修の更新を行いません。

また、供養塚体育館は建替え及び大規模改修の更新を行わず、維持に係る修繕等も

行いません。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 胆沢愛宕地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 建替え ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

体

育

館 

更新 ― ― ― ― 

維持 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、付設の体育館は建替え及び大規模改修を行いません。また、

本館建替えの際には、面積を縮小した建物とします。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 北股地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 建替え ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

体

育

館 

更新 取壊し ― ― ― 

維持 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、建替えは、付設体育館を伴わない規模に縮小し、さらには、

本館の規模も縮小します。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 南股地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 建替え ― ― ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

― 

体

育

館 

更新 取壊し ― ― ― 

維持 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。なお、建替えは、付設体育館を伴わない規模に縮小し、さらには、

本館の規模も縮小します。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 衣川地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 移転(大規模改修) 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 移転(大規模改修) ―  ― 

維持 ― ― 外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

電気（弱電）補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

建具補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は市所有の他施設を活用（大規模改修を伴う移

転）しながら現状を維持するための更新を行います。 

 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 衣里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ― 大規模改修 ― 

維持 ― 屋根補修 

外壁補修 

内装補修 

電気（弱電）補修 

空調補修 

電気（強電）補修 

給排水補修 

内装補修 

外壁補修 

空調補修 

屋根補修 

建具補修 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続し、建物は必要な修繕等により現状を維持するための更

新を行います。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢地域交流館（アスピア） 

総合評価 サービス 継続 建物等 ― 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 本

館 

更新 ― ―  ― 

維持 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給を当面継続しますが、建物の大規模修繕及び建替え、維持に係る修

繕は行いません。 
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(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(Ｒ３)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

水沢地区センター 更新 0 0 502,355 0 502,355 

維持 77,289 0 8,969 44,207 130,465 

水沢南地区センター 更新 0 258,008 0 0 258,008 

維持 0 10,145 22,705 22,530 55,380 

常盤地区センター 更新 0 202,938 0 0 202,938 

維持 8,548 0 26,407 9,741 44,696 

佐倉河地区センター 更新 120,698 0 0 0 120,698 

維持 6,324  0 22,739 51,659 80,722 

真城地区センター 更新 0 118,150 0 0 118,150 

維持 0 7,932 10,397 13,603 31,932 

姉体地区センター 更新 125,195 0 0 0 125,195 

維持 6,648 0 23,675 53,583 83,906 

羽田地区センター 更新 82,823 0 0 0 82,823 

維持 5,631 0 16,895 35,448 57,974 

⿊⽯地区センター 更新 103,518 0 0 0 103,518 

維持 5,952 0 20,030 44,305 70,287 

岩谷堂地区センター 更新 0 0 0 202,190 202,190 

維持 0 29,654 14,162 16,318 60,134 

江刺愛宕地区センター 更新 0 0 0 142,500 142,500 

維持 0 13,680 5,700 0 19,380 

田原地区センター 更新 0 0 122,120 0 122,120 

維持 16,608 8,016 0 8,016 32,640 

藤里地区センター 更新 0 0 0 130,825 130,825 

維持 12,141 17,792 12,141 0 42,074 

伊手地区センター 更新 0 0 130,718 0 130,718 

維持 11,503 11,617 0 5,342 28,462 

米里地区センター 更新 0 0 111,790 0 111,790 

維持 0 10,932 38,009 8,249 57,190 

玉里地区センター 更新 0 0 176,468 0 176,468 

維持 17,451 18,080 1,922 9,610 47,063 
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梁川地区センター 更新 0 0 131,220 0 131,220 

維持 17,846 20,394 0 20,394 58,634 

広瀬地区センター 更新 312,500 0 0 0 312,500 

維持 0 0 42,500 133,750 176,250 

稲瀬地区センター 更新 0 0 0 156,460 156,460 

維持 0 32,799 0 11,520 44,319 

前沢地区センター 更新 232,818 0 0 0 232,818 

維持 0 1,581 39,571 109,135 150,287 

古城地区センター 更新 152,658 0 0 0 152,658 

維持 0 0 20,761 65,337 86,098 

白山地区センター 更新 121,570 0 0 0 121,570 

維持 11,790 0 28,323 52,032 92,145 

⽣⺟地区センター 更新 145,710 0 0 0 145,710 

維持 0 0 19,817 62,364 82,181 

小山地区センター 更新 0 0 479,935 0 479,935 

維持 65,271 0 0 0 65,271 

南都田地区センター 更新 0 0 0 181,403 181,403 

維持 0 0 78,211 0 78,211 

若柳地区センター 更新 290,611 0 0 0 290,611 

維持 10,098 0 26,236 6,724 43,058 

胆沢愛宕地区センター 更新 181,571 0 0 0 181,571 

維持 8,951 0 18,551 4,000 31,502 

北股地区センター 更新 230,346 0 0 0 230,346 

維持 0 0 13,600 0 13,600 

南股地区センター 更新 220,379 0 0 0 220,379 

維持 0 0 13,600 0 13,600 

衣川地区センター 更新 342,735 0 0 0 342,735 

維持 0 0 41,293 156,672 197,965 

衣里地区センター 更新 0 0 113,193 0 113,193 

維持 0 6,339 34,863 64,746 105,948 

水沢地域交流館（アス

ピア） 

更新 0 0 0 0 0 

維持 0 0 0 0 0 

合計  2,945,183 768,057 2,368,876 1,822,663 7,904,779 

 

  



- 49 - 

５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築や全

庁的な推進体制を確⽴し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を用いた⺠

間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」及

び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の有効活用のスケジ

ュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

管理・運営の基本方針 

地区センター等すべての施設において、指定管理者制度を導入し、管理・運営を行っています

が、今後制度の導入結果を⼗分に検証し、真に有益な管理・運営が行われるよう常に指定管理者

と連絡を密にします。 

指定管理者には、利用者の視点に⽴った施設運営を基本としながらも、常にコスト意識を持っ

た効率的な管理・運営を行っていただくよう促してまいります。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用につ

いて、次の方法で検討を行いました。 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合を

減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間の

平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3 年

間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合を

乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 
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(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期各 10 年間に分け

て次のとおり検討しました。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢地区センター 

水沢南地区センター 

常盤地区センター 

佐倉河地区センター 

真城地区センター 

姉体地区センター 

羽田地区センター 

⿊⽯地区センター 

岩谷堂地区センター 

江刺愛宕地区センター 

田原地区センター 

藤里地区センター 

伊手地区センター 

米里地区センター 

玉里地区センター 

梁川地区センター 

広瀬地区センター 

稲瀬地区センター 

古城地区センター 

白山地区センター 

小山地区センター 

南都田地区センター 

衣里地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

指定管理による運営を継続します。軽微な修繕については、指定管理料の中で指定

管理者の負担で行いますが、大規模な修繕等は市が直接行います。施設の使用料

は、利用料金として指定管理者の収入とします。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 前沢地区センター 

⽣⺟地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

指定管理による運営を継続します。軽微な修繕については、指定管理料の中で指定

管理者の負担で行いますが、大規模な修繕等は市が直接行います。施設の使用料

は、利用料金として指定管理者の収入とします。分館は地元若しくは⺠間に譲渡し

ます。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 若柳地区センター 

胆沢愛宕地区センター 

北股地区センター 

南股地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2017（Ｈ29）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

指定管理による運営を継続します。軽微な修繕については、指定管理料の中で指定

管理者の負担で行いますが、大規模な修繕等は市が直接行います。施設の使用料

は、利用料金として指定管理者の収入とします。 

 

分類名 コミュニティ関連施設 施設名 衣川地区センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 移転(大規模改修) 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

指定管理による運営を継続します。軽微な修繕については、指定管理料の中で指定

管理者の負担で行いますが、大規模な修繕等は市が直接行います。施設の使用料

は、利用料金として指定管理者の収入とします。 
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分類名 コミュニティ関連施設 施設名 水沢地域交流館（アスピア） 

総合評価 サービス 継続 建物等 ― 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

指定管理による運営を継続します。軽微な修繕については、指定管理料の中で指定

管理者の負担で行いますが、大規模な修繕等は市が直接行います。施設の使用料

は、利用料金として指定管理者の収入とします。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(Ｒ３)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

水沢地区センター 16,192 320,192 304,000 20,240 400,240 380,000 36,432 720,432 684,000 

水沢南地区センター 7,952 199,984 192,032 9,940 249,980 240,040 17,892 449,964 432,072 

常盤地区センター 4,864 232,880 228,016 6,080 291,100 285,020 10,944 523,980 513,036 

佐倉河地区センター 3,712 208,448 204,736 4,640 260,560 255,920 8,352 469,008 460,656 

真城地区センター 2,080 214,064 211,984 2,600 267,580 264,980 4,680 481,644 476,964 

姉体地区センター 6,800 185,408 178,608 8,500 231,760 223,260 15,300 417,168 401,868 

羽田地区センター 2,160 184,704 182,544 2,700 230,880 228,180 4,860 415,584 410,724 

⿊⽯地区センター 384 206,032 205,648 480 257,540 257,060 864 463,572 462,708 

岩谷堂地区センター 12,128 196,032 183,904 15,160 245,040 229,880 27,288 441,072 413,784 

江刺愛宕地区センター 2,960 185,504 182,544 3,700 231,880 228,180 6,660 417,384 410,724 

田原地区センター 2,624 70,928 68,304 3,280 88,660 85,380 5,904 159,588 153,684 

藤里地区センター 784 200,256 199,472 980 250,320 249,340 1,764 450,576 448,812 

伊手地区センター 320 163,680 163,360 400 204,600 204,200 720 368,280 367,560 

米里地区センター 144 189,840 189,696 180 237,300 237,120 324 427,140 426,816 

玉里地区センター 720 79,024 78,304 900 98,780 97,880 1,620 177,804 176,184 

梁川地区センター 2,000 200,064 198,064 2,500 250,080 247,580 4,500 450,144 445,644 

広瀬地区センター 41,296 98,432 57,136 51,620 123,040 71,420 92,916 221,472 128,556 

稲瀬地区センター 4,768 66,016 61,248 5,960 82,520 76,560 10,728 148,536 137,808 

前沢地区センター 7,296 250,592 243,296 7,952 273,143 265,191 15,248 523,735 508,487 

古城地区センター 2,560 189,584 187,024 3,200 236,980 233,780 5,760 426,564 420,804 

白山地区センター 3,328 189,600 186,272 4,160 237,000 232,840 7,488 426,600 419,112 

⽣⺟地区センター 848 181,536 180,688 801 171,532 170,731 1,649 353,068 351,419 

小山地区センター 20,320 294,608 274,288 25,400 368,260 342,860 45,720 662,868 617,148 

南都田地区センター 2,752 223,968 221,216 3,833 311,982 308,149 6,585 535,950 529,365 

若柳地区センター 9,568 238,336 228,768 11,960 297,920 285,960 21,528 536,256 514,728 

胆沢愛宕地区センター 1,280 209,536 208,256 1,026 167,959 166,933 2,306 377,495 375,189 

北股地区センター 128 282,736 282,608 67 149,104 149,037 195 431,840 431,645 

南股地区センター 992 233,472 232,480 560 131,821 131,261 1,552 365,293 363,741 

衣川地区センター 57,440 151,840 94,400 71,800 189,800 118,000 129,240 341,640 212,400 

衣里地区センター 45,696 221,552 175,856 57,120 276,940 219,820 102,816 498,492 395,676 
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水沢地域交流館(ｱｽﾋﾟｱ) 17,648 145,232 127,584 22,060 181,540 159,480 39,708 326,772 287,064 

合計 281,744 6,014,080 5,732,336 349,799 6,995,841 6,646,042 631,543 13,009,921 12,378,378 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

43,119.56 ㎡ 38,936.80 ㎡ ▲4,182.76 ㎡【▲9.7％】 

主な要因 

〇建替えによる増・減  ▲3,034.32 ㎡ 

〇譲渡による減  ▲1,148.44 ㎡ 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

12,770,520 千円 7,904,779 千円 ▲4,865,741 千円【▲38.1％】 

主な要因 

〇平準化、更新、規模縮小により費用減少 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

12,897,696 千円 12,378,378 千円 ▲519,318 千円【▲4.0％】 

主な要因 

〇供給量の適正化（更新、規模縮小）による費用減少 

 

 



  

 

 

 

 

 

奥州市社会教育及びスポーツ施設再編計画 

（案） 
 

                    

                         

 

                         

                         

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市協働まちづくり部生涯学習スポーツ課 



はじめに 

〇 社会教育及びスポーツ振興及び施設の現状 

奥州市の社会教育及びスポーツ施設は、市町村合併前の旧市町村時代の施設及びサービスを受け継

ぎ、生涯学習の推進の一躍を担ってきたものであり、現在は、社会教育施設 15 施設、スポーツ施設 45

施設が市⺠の活動の場として稼働しています。 

  しかしながら、近年、ほとんどの施設が老朽化し、経年劣化に起因すると思われる施設設備の故障や

不具合が同時多発的に発生している状況に対し、最低限の修繕対応にとどまっていますが、今後各施設

とも管理費（修繕費等）が増加することが予想されます。 

また、施設の利用状況は横ばい或いは微減で推移しており、市の人口減少傾向が少なからず影響して

いるものと考えられます。この先 20 年、40 年後の将来を見据え、この需要の変化を想定し、今後のバ

リアフリーやユニバーサルデザインの導入など施設のあり方、そして施設の再配置について考えるこ

とは避けて通れない時期にきています。 

  

〇 課題 

  今後の施設等の利用需要の変化や施設等の老朽化が進むにつれ、建替え需要の集中に伴う維持管理

の増大が予想されることから現存の施設を全て維持することは困難であり、施設の再配置を検討する

必要があります。 

   

  ほとんどの施設において、施設使用料収入を大きく上回る維持管理経費がかかっているなど、施設

の維持管理に多額の公費負担を要している状況にあり、施設使用料の減額免除などの見直しも必要に

なってきます。 

   

  この計画の策定にあたっては、社会教育及びスポーツの推進を失することのないよう慎重に検討し

ていく必要があります。 

 

〇 成案までの流れ 

  本計画（素案）は、個別施設計画における部門別計画の一つであり、個別施設計画の担当部署である

行政経営室において、令和 2 年度中に庁内各部門の全体調整、市⺠に対する説明等を経て成案となる

予定です。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、社会教育及びスポーツ施設に

係る個別施設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

   なお、本計画の実施にあたっては、奥州市生涯学習基本計画、同スポーツ推進基本計画、その上位

計画である奥州市総合計画及び同教育振興基本計画と連携並びに整合性を図りつつ推進する必要が

あります。 

   

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和 3 年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

   なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「コミュニティ関連施設」−中分類

「集会施設」の一部、大分類「社会教育系施設」−中分類「図書館」、同「博物館」の一部、同「ホ

ール施設」、大分類「スポーツ施設」−中分類「スポーツ施設」とします。 

  



- 2 - 

２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和 2 年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

 

【コミュニティ関連施設】 

 

   

【社会教育系施設(1)図書館】 

 

 

【社会教育系施設(2)博物館】 

 

法定

耐用年数

（年）

後藤伯記念公民館 S16 1,126.45 150 76 22

江刺生涯学習センター H16 2,189.00 1,011,780 13 50

六日町ポケットパーク市民ギャラ

リー
H2 238.74 9,090 27 24

俳句の庵 H3 59.60 9,440 26 24

衣川セミナーハウス H3 1,176.27 213,258 26 50

4,790.06合計

整備

年度

延床面積

（㎡）

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

法定

耐用年数

（年）

水沢図書館 S63 2,543.00 691,554 29 50

江刺図書館 H16 1,140.00
江刺生涯学習センター

に含む 13 50

前沢図書館 S60 591.22 172,530 32 50

胆沢図書館 H3 510.00
胆沢文化創造センター

に含む
26 41

4,784.22合計

整備

年度

延床面積

（㎡）

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

法定

耐用年数

（年）

奥州宇宙遊学館 T10 634.76 270,120 96 24

634.76

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）
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【社会教育系施設(3)ホール施設】   

  

 

【陸上競技場】 

 

 

法定

耐用年数

（年）

奥州市文化会館 H4 9,710.55 2,549,070 25 41

奥州市文化会館分室 H3 1,237.22 234,120 26 50

江刺体育文化会館 S44 1,851.61 260,210 48 41

前沢ふれあいセンター H2 2,944.07 982,956 27 41

胆沢文化創造センター H3 6,466.00 2,187,240 26 41

22,209.45

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）

法定

耐用年数

（年）

水沢公園陸上競技場（物置：Ｗ） S45 42.70 不明 47 15

江刺中央運動公園陸上競技場

（管理棟：Ｗ）
S59 172.00 18,200 33 24

江刺中央運動公園陸上競技場

（更衣室：Ｗ）
H6 109.00 14,460 23 24

前沢いきいきスポーツランド多目的

グラウンド（物置：Ｗ）
H4 60.30 不明 25 15

胆沢陸上競技場

（管理事務所：Ｓ）
S62 210.00 42,840 30 38

胆沢陸上競技場

（倉庫：Ｓ）
S62 180.00 17,100 30 31

774.00

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）
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【多目的運動場・グラウンド】 

 

 

【パークゴルフ場】 

 

 

  

法定

耐用年数

（年）

奥州市ふれあいの丘公園多目的運動

広場
- - - - -

水沢サンスポーツランド多目的グラ

ウンド
- - - - -

旧東水沢中学校運動場 - - - - -

江刺カルチュアパーク多目的広場 - - - - -

胆沢川桜づつみ広場多目的広場 - - - - -

前沢いきいきスポーツランド多目的

グラウンド(再掲)
- - - - -

前沢スポーツセンターグラウンド - - - - -

-

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）

法定

耐用年数

（年）

奥州市ふれあいの丘公園パークゴル

フ場（管理棟：Ｓ）
H12 132.00 30,560 17 38

胆沢川桜づつみ広場グラウンドゴル

フ兼パークゴルフ場

（クラブハウス：Ｗ）

H16 79.50 14,720 13 24

前沢いきいきスポーツランドパーク

ゴルフ場
- - - - -

211.50合計

整備

年度

延床面積

（㎡）

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名
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【テニスコート】 

 
 

【野球場】 

 

 

  

法定

耐用年数

（年）

水沢公園テニスコート

（クラブハウス：Ｗ）
H10 21.00 4,750 33 22

水沢公園テニスコート

（管理棟：Ｌ）
S45 49.00 22,000 47 22

江刺カルチュアパークテニスコート - - - - -

前沢グリーンアリーナテニスコート - - - - -

前沢いきいきスポーツランドテニス

コート
- - - - -

胆沢農村広場テニスコート - - - - -

70.00

取得価額

（千円）

経過年数

（年）

合計

施設名
整備

年度

延床面積

（㎡）

法定

耐用年数

（年）

水沢公園野球場

（本部棟：ＲＣ）
S45 42.70 不明 48 47

水沢サンスポーツランド野球場 H2 318.96 105 27 47

江刺中央運動公園野球場

（本部室：ＲＣ）
S62 95.00 不明 30 47

根岸公園野球場

（本部棟：ＲＣ）
S57 78.00 不明 35 47

前沢いきいきスポーツランド野球場

（管理棟：ＲＣ）
H4 752.00 183,480 25 47

胆沢野球場

（管理棟：ＲＣ）
S56 405.48 181,158 36 47

衣川野球場

（広場管理棟：Ｗ）
S54 49.00 5,750 38 24

衣川野球場

（便所：Ｗ）
S54 10.00 1,150 38 15

衣川野球場

（野球場管理棟：Ｗ）
S54 41.00 4,850 38 24

1,792.14

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）
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 【体育館】 

 

  

法定

耐用年数

（年）

奥州市総合体育館

（体育館：ＲＣ）
H9 10,828.32 4,180,760 20 47

奥州市総合体育館（物置：Ｌ） H10 79.00 8,060 19 17

奥州市総合体育館（便所：Ｗ） H10 46.00 17,210 19 15

奥州市総合体育館（便所：Ｗ） H10 24.00 10,100 19 15

奥州市総合体育館（便所：Ｗ） H10 52.00 18,300 19 15

奥州市総合体育館（便所：Ｗ） H10 13.00 6,170 19 15

水沢体育館

（体育館：ＲＣ）
S39 3,458.98 40,350 53 47

水沢体育館

（店舗：Ｗ）
S40 6.00 310 52 24

水沢体育館

（物置：Ｗ）
S39 13.00 660 53 15

水沢体育館

（浴室：ＣＢ）
S54 3.00 390 38 41

水沢体育館

（廊下：Ｗ）
S54 22.00 1,200 38 24

旧東水沢中学校体育館

（体育館：Ｓ）
S31 50.00 4,000 61 34

旧東水沢中学校体育館

（体育館：Ｓ）
S42 697.00 19,610 50 34

旧東水沢中学校体育館

（体育館：Ｓ）
S54 259.00 42,050 38 34

旧東水沢中学校体育館（便所：Ｗ） H15 44.00 11,000 14 15

江刺中央体育館

（体育館：ＲＣ一部Ｓ）
H13 5,557.82 1,496,730 16 47

江刺西体育館

（体育館：ＲＣ）
H10 3,047.54 861,420 19 47

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター

（体育館：ＲＣ）
H3 1,838.00 328,570 26 47

前沢グリーンアリーナ

（体育館：ＲＣ）
S41 1,170.62 40,215 51 47

前沢スポーツセンター

（体育館：ＲＣ/Ｓ）
S39 1,686.30 24,675 53 47

前沢スポーツセンター（倉庫：Ｗ） S43 145.00 13,190 49 15

胆沢総合体育館

（体育館：ＲＣ）
S54 3,719.42 488,700 38 47

衣川社会体育館

（体育館：ＲＣ）
S52 1,660.47 不明 40 47

34,420.47

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）
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【武道館・弓道場・柔剣道場】 

 

 

【相撲場】 

 

  

法定

耐用年数

（年）

水沢武道館

（体育館・事務所：Ｓ一部ＲＣ）
S56 1,466.00 131,060 36 34

江刺武道館

（体育館：ＳＲＣ）
H12 854.00 170,490 17 47

江刺武道館

（物置・更衣室：Ｗ）
H18 29.00 4,830 11 22

水沢弓道場

（弓道場(近的)：Ｓ）
H11 346.00 69,760 18 34

水沢弓道場

（弓道場(遠的)：Ｓ）
H26 218.00 634,270 3 34

根岸弓道場

（弓道場：Ｗ）
S57 77.00 7,430 35 22

衣川柔剣道場

（武道館：Ｓ）
S52 464.00 102,080 40 34

3,454.00

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）

法定

耐用年数

（年）

水沢公園相撲場 S63 - - - -

胆沢農村広場相撲場 H16 - - - -

-

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）
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【プール】 

 

 

【スポーツその他】  

 

  

法定

耐用年数

（年）

大鐘公園市民プール

（機械室：Ｓ）
S56 57.00 3,060 36 31

大鐘公園市民プール

（事務所：Ｓ）
S56 225.00 21,280 36 38

大鐘公園市民プールプール

（物置：Ｗ）
S58 19.00 1,100 34 15

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター

（プール上屋：Ｓ）
H4 875.00 61,250 25 30

胆沢プール

（屋内プール場：Ｓ）
S56 1,035.00 221,490 36 34

胆沢プール

（機械室：ＲＣ）
S54 59.00 14,160 38 38

衣川温水プール

（屋内プール場：Ｓ）
S54 1,115.00 不明 38 34

2,270.00

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）

法定

耐用年数

（年）

梁川地区屋根付ゲートボール場

（Ｓ）
H４ 590.00 不明 25 34

江刺愛宕地区総合運動場 - - - - -

藤里地区総合運動場 - - - - -

米里地区総合運動場 - - - - -

梁川地区総合運動場 - - - - -

広瀬地区総合運動場 - - - - -

590.00

取得価額

（千円）

経過年数

（年）
施設名

合計

整備

年度

延床面積

（㎡）
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(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

 

管理・運営方式の説明 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 
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【コミュニティ関連施設】 

 

 

【社会教育系施設(1)図書館】 

 
  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

278 266 285

4,764 6,005 4,896

4,486 5,739 4,611

823 833 722

16,974 18,295 16,999

16,151 17,462 16,277

245 300 280

144 162 144

△ 101 △ 138 △ 136

0 0 0

73 240 84

73 240 84

0 0 0

19,900 19,957 20,355

19,900 19,957 20,355

1,346 1,399 1,287

41,855 44,659 42,478

40,509 43,260 41,191

Ａ

衣川セミナーハウス Ａ 2.29

江刺生涯学習センター Ａ 0.78

合計 1.68

2.79

六日町ポケットパーク市民

ギャラリー
Ｅ 34.65

俳句の庵 Ｅ 15.07

施設名
管理運

営方式

後藤伯記念公民館

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

0 0 0

74,196 72,331 72,044

74,196 72,331 72,044

0 0 0

39,343 38,865 38,868

39,343 38,865 38,868

0 0 0

32,364 31,292 31,161

32,364 31,292 31,161

0 0 0

31,067 31,219 31,116

31,067 31,219 31,116

0 0 0

176,970 173,707 173,189

176,970 173,707 173,189

施設名
管理運

営方式

水沢図書館 Ａ △ 2.90

江刺図書館 Ａ △ 1.21

合計 △ 2.14

前沢図書館 Ａ △ 3.72

胆沢図書館 Ａ 0.16
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【社会教育系施設(2)博物館】     

     

【社会教育系施設(3)ホール施設】 

  

 

  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

3,093 3,213 3,424

14,378 15,789 16,892

11,285 12,576 13,468

3,093 3,213 3,424

14,378 15,789 16,892

11,285 12,576 13,468

施設名
管理運

営方式

合計 19.34

奥州宇宙遊学館 Ｅ 19.34

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

32,047 46,386 43,339

139,897 128,045 159,648

107,850 81,659 116,309

821 821 849

7,522 6,107 6,981

6,701 5,286 6,132

9,140 13,810 11,191

25,096 28,134 33,244

15,956 14,324 22,053

9,676 13,748 10,119

45,845 45,413 61,281

36,169 31,665 51,162

13,137 19,048 10,137

72,964 73,943 90,394

59,827 54,895 80,257

64,821 93,813 75,635

291,324 281,642 351,548

226,503 187,829 275,913

施設名
管理運

営方式

奥州市文化会館 Ｅ 7.84

江刺体育文化会館 Ｅ 38.21

奥州市文化会館分室 Ｅ △ 8.49

合計 21.81

前沢ふれあいセンター Ｅ 41.45

胆沢文化創造センター Ｅ 34.15
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【陸上競技場】 

 
  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

53 51 25

311 307 183

258 256 158

0 0 0

0 380 390

0 380 390

8 3 23

111 60 335

103 57 312

19 19 12

329 301 175

310 282 163

80 73 60

751 1,048 1,083

671 975 1,023

施設名
管理運

営方式

水沢公園陸上競技場 Ｅ △ 38.76

江刺中央運動公園陸上競技

場 Ａ －

前沢いきいきスポーツラン

ド多目的グラウンド
Ｅ 202.91

合計 52.46

胆沢陸上競技場 Ｅ △ 47.42
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【多目的運動場・グラウンド】 

 

 

【パークゴルフ場】 

 

  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

208 215 208

1,637 1,708 1,712

1,429 1,493 1,504

78 169 71

1,793 3,556 1,771

1,715 3,387 1,700

47 34 28

773 1,021 1,066

726 987 1,038

5 15 12

1,739 1,699 983

1,734 1,684 971

266 289 265

3,727 4,028 4,228

3,461 3,739 3,963

－ － －

－ － －

－ － －

0 0 0

0 0 0

0 0 0

604 722 584

9,669 12,012 9,760

9,065 11,290 9,176

施設名
管理運

営方式

14.50

奥州市ふれあいの丘公園多

目的運動広場
Ｅ 5.25

旧東水沢中学校運動場 Ａ 42.98

水沢サンスポーツランド多

目的グラウンド
Ｅ △ 0.87

合計 1.22

前沢いきいきスポーツラン

ド多目的グラウンド(再掲)
Ｅ －

前沢スポーツセンターグラ

ウンド
Ｅ －

江刺カルチュアパーク多目

的広場
Ｅ △ 44.00

胆沢川桜づつみ広場多目的

広場
Ａ

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

1,093 1,142 1,093

8,593 8,967 8,987

7,500 7,825 7,894

157 136 112

2,196 1,890 1,785

2,039 1,754 1,673

475 529 517

6,517 10,334 7,583

6,042 9,805 7,066

1,725 1,807 1,722

17,306 21,191 18,355

15,581 19,384 16,633

施設名
管理運

営方式

奥州市ふれあいの丘公園

パークゴルフ場
Ｅ 5.25

胆沢川桜づつみ広場グラウンド

ゴルフ兼パークゴルフ場
Ａ △ 17.95

合計 6.75

前沢いきいきスポーツラン

ドパークゴルフ場
Ｅ 16.95
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【テニスコート】 

 

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

758 689 594

4,470 4,145 4,408

3,712 3,456 3,814

5 15 12

745 728 584

740 713 572

25 23 25

97 76 103

72 53 78

172 178 269

2,358 3,484 3,940

2,186 3,306 3,671

27 33 28

475 511 413

448 478 385

987 938 928

8,145 8,944 9,448

7,158 8,006 8,520

施設名
管理運

営方式

水沢公園テニスコート Ｅ 2.75

前沢グリーンアリーナテニ

スコート
Ｅ 8.33

江刺カルチュアパークテニ

スコート
Ｅ △ 22.70

合計 19.03

前沢いきいきスポーツラン

ドテニスコート
Ｅ 67.93

胆沢農村広場テニスコート Ｅ △ 14.06



- 15 - 

【野球場】 

     

  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

165 131 128

972 786 948

807 655 820

159 85 147

3,654 1,782 3,664

3,495 1,697 3,517

218 425 444

3,199 2,995 3,409

2,981 2,570 2,965

78 20 14

494 285 761

416 265 747

277 303 388

3,806 5,914 5,683

3,529 5,611 5,295

343 372 477

6,006 5,765 7,075

5,663 5,393 6,598

27 5 5

162 232 243

135 227 238

1,267 1,341 1,603

18,293 17,759 21,783

17,026 16,418 20,180

施設名
管理運

営方式

50.04

水沢公園野球場 Ｅ 1.61

江刺中央運動公園野球場 Ａ △ 0.54

水沢サンスポーツランド野

球場
Ｅ 0.63

合計 18.52

胆沢野球場 Ｅ 16.51

衣川野球場 Ａ 76.30

根岸公園野球場 Ａ 79.57

前沢いきいきスポーツラン

ド野球場
Ｅ
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【体育館】 

     

 

  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

10,592 9,357 9,640

86,175 89,427 89,593

75,583 80,070 79,953

1,151 1,026 859

14,316 14,931 14,413

13,165 13,905 13,554

36 27 25

583 798 945

547 771 920

5,100 4,655 4,666

30,724 28,592 28,932

25,624 23,937 24,266

1,649 1,921 1,833

10,976 11,803 11,943

9,327 9,882 10,110

478 471 489

6,555 9,199 7,169

6,077 8,728 6,680

104 93 139

1,849 1,819 1,848

1,745 1,726 1,709

1,321 1,352 1,295

5,164 4,531 5,374

3,843 3,179 4,079

916 1,078 1,023

16,059 16,684 15,186

15,143 15,606 14,163

57 79 38

2,341 3,663 2,817

2,284 3,584 2,779

21,404 20,059 20,007

174,742 181,447 178,220

153,338 161,388 158,213

施設名
管理運

営方式

奥州市総合体育館 Ｅ 5.78

水沢体育館 Ｅ 2.95

旧東水沢中学校体育館 Ａ 68.19

江刺中央体育館 Ｅ △ 5.30

江刺西体育館 Ｅ 8.39

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体

育館
Ｅ 9.92

前沢スポーツセンター体育

館
Ｅ △ 2.06

前沢グリーンアリーナ Ｅ 6.14

合計 3.18

胆沢総合体育館 Ｅ △ 6.47

衣川社会体育館 Ａ 21.68
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【武道館・弓道場・柔剣道場】     

   

 

【相撲場】 

 

  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

1,152 1,265 1,238

5,008 4,706 5,040

3,856 3,441 3,802

114 98 98

1,518 1,560 1,025

1,404 1,462 927

217 387 306

1,107 1,669 1,431

890 1,282 1,125

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

585 916 704

585 916 704

1,483 1,750 1,642

8,218 8,851 8,200

6,735 7,101 6,558

施設名
管理運

営方式

水沢武道館 Ｅ △ 1.40

江刺武道館 Ａ △ 33.97

水沢弓道場 Ｅ 26.40

根岸弓道場 - －

合計 △ 2.63

衣川柔剣道場 Ａ 20.34

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

施設名
管理運

営方式

合計 －

水沢公園相撲場 Ｅ －

胆沢農村広場相撲場 Ｅ －
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【プール】 

 
 

【スポーツその他】 

 

  

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

787 959 958

4,344 4,600 4,604

3,557 3,641 3,646

504 517 482

6,910 10,096 7,069

6,406 9,579 6,587

487 531 492

8,537 8,213 7,296

8,050 7,682 6,804

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,778 2,007 1,932

19,791 22,909 18,969

18,013 20,902 17,037

施設名
管理運

営方式

大鐘公園市民プール Ｅ 2.50

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター Ｅ 2.83

胆沢プール Ｅ △ 15.48

合計 △ 5.42

衣川温水プール Ａ －

H26歳入 H27歳入 H28歳入 H26～H28

H26歳出 H27歳出 H28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

0 0 0

26 26 26

26 26 26

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 974 0

0 974 0

0 0 0

26 1,000 26

26 1,000 26

－

江刺愛宕地区総合運動場 Ｆ －

施設名
管理運

営方式

合計 －

梁川地区屋根付ゲートボー

ル場
Ｆ －

藤里地区総合運動場 Ｆ －

－

梁川地区総合運動場 Ｆ －

米里地区総合運動場 Ｆ

広瀬地区総合運動場 Ｆ
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(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

【コミュニティ関連施設】 

 
 

【社会教育系施設(1)図書館】 

 

 

【社会教育系施設(2)博物館】 

 
 

【社会教育系施設(3)ホール施設】 

 

 

  

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

後藤伯記念公民館 利用者数 20,500 21,359 21,437 4.57

江刺生涯学習センター （人） 15,152 13,607 14,051 △ 7.27

六日町ポケットパーク市民ギャ

ラリー
- - - -

俳句の庵 1,002 803 832 △ 16.97

衣川セミナーハウス 14,389 11,142 11,196 △ 22.19

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

水沢図書館 利用者数 106,433 113,245 112,500 5.70

江刺図書館 （人） 112,145 112,663 102,002 △ 9.04

前沢図書館 48,452 51,327 49,796 2.77

胆沢図書館 24,114 22,412 23,298 △ 3.38

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

奥州宇宙遊学館
利用者数

(人)
17,021 17,415 18,100 6.34

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

奥州市文化会館 利用者数 123,394 141,882 161,970 31.26

奥州市文化会館分室 （人） - - - -

江刺体育文化会館 39,433 41,666 38,993 △ 1.12

前沢ふれあいセンター 49,205 47,377 43,016 △ 12.58

胆沢文化創造センター 68,621 73,998 58,794 △ 14.32

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
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【陸上競技場】 

 

 

【多目的運動場・グラウンド】 

 

 

【パークゴルフ場】 

 

 

  

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

水沢公園陸上競技場 利用者数 13,172 10,273 5,631 △ 57.25

江刺中央運動公園陸上競技場 （人） 1,505 3,309 2,428 61.33

前沢いきいきスポーツランド多

目的グラウンド
4,121 3,402 6,507 57.90

胆沢陸上競技場 17,034 18,479 16,492 △ 3.18

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

奥州市ふれあいの丘公園多目的

運動広場

利用者数

（人）
7,487 8,554 7,838 4.69

水沢サンスポーツランド多目的

グラウンド
4,632 3,548 2,965 △ 35.99

旧東水沢中学校運動場 19,932 18,903 16,586 △ 16.79

江刺カルチュアパーク多目的広

場
- - - -

胆沢川桜づつみ広場多目的広場 6,500 7,698 7,812 20.18

前沢いきいきスポーツランド多

目的グラウンド(再掲)
4,121 3,402 6,507 57.90

前沢スポーツセンターグラウン

ド
- - - -

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H2～H28

（単位） 増減率（％）

奥州市ふれあいの丘公園パーク

ゴルフ場

利用者数

（人）
15,380 15,900 15,004 △ 2.44

胆沢川桜づつみ広場グラウンド

ゴルフ兼パークゴルフ場
3,830 3,612 3,298 △ 13.89

前沢いきいきスポーツランド

パークゴルフ場
14,225 14,972 13,896 △ 2.31

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
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【テニスコート】 

 

 

【野球場】 

 

 

【体育館】 

 

 

  

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

水沢公園テニスコート 利用者数 22,535 21,636 19,113 △ 15.19

江刺カルチュアパークテニス

コート

（人）
6,524 7,528 10,093 54.71

前沢グリーンアリーナテニス

コート
428 588 287 △ 32.94

前沢いきいきスポーツランドテ

ニスコート
4,670 4,900 5,310 13.70

胆沢農村広場テニスコート 4,387 5,704 5,759 31.27

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

水沢公園野球場 利用者数 6,423 6,252 5,767 △ 10.21

水沢サンスポーツランド野球場 （人） 8,862 6,489 5,685 △ 35.85

江刺中央運動公園野球場 5,484 2,438 5,303 △ 3.30

根岸公園野球場 2,276 3,288 2,628 15.47

前沢いきいきスポーツランド野

球場
7,851 6,956 8,285 5.53

胆沢野球場 11,811 17,251 11,970 1.35

衣川野球場 1,083 1,187 1,078 △ 0.46

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

奥州市総合体育館 利用者数 118,832 100,461 124,056 4.40

水沢体育館 （人） 33,200 36,492 33,980 2.35

旧東水沢中学校体育館 15,028 14,769 14,709 △ 2.12

江刺中央体育館 82,597 91,466 74,465 △ 9.85

江刺西体育館 40,108 38,799 38,802 △ 3.26

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 27,250 24,709 27,959 2.60

前沢スポーツセンター体育館 10,353 8,772 7,729 △ 25.35

前沢グリーンアリーナ 15,934 16,324 17,552 10.15

胆沢総合体育館 32,174 39,557 35,425 10.10

衣川社会体育館 5,609 5,974 9,680 72.58

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
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【武道館・弓道場・柔剣道場】 

 

 

【相撲場】 

 

 

【プール】 

 

 

【スポーツその他】 

 

 

 

 

  

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

水沢武道館 利用者数 18,648 26,511 22,228 19.20

江刺武道館 （人） 10,377 10,916 10,956 5.58

水沢弓道場 3,687 5,948 9,168 148.66

根岸弓道場 - - - -

衣川柔剣道場 266 442 445 67.29

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

水沢公園相撲場 利用者数 50 80 80 60.00

胆沢農村広場相撲場 （人） 0 0 0 -

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

大鐘公園市民プール 利用者数 5,499 6,209 6,166 12.13

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター （人） 6,920 7,045 6,685 △ 3.40

胆沢プール 4,901 5,159 4,801 △ 2.04

衣川温水プール 1,164 854 854 △ 26.63

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

種別 H26～H28

（単位） 増減率（％）

梁川地区屋根付ゲートボール場
利用者数

（人）
159 120 104 △ 34.59

江刺愛宕地区総合運動場 6,723 6,467 4,835 △ 28.08

藤里地区総合運動場 6,995 4,030 4,350 △ 37.81

米里地区総合運動場 3,205 3,402 2,790 △ 12.95

梁川地区総合運動場 1,990 1,710 1,410 △ 29.15

広瀬地区総合運動場 1,806 4,058 3,703 105.04

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
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(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和 3 年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和 3 年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

後藤伯記念公民館

江刺生涯学習センター

六日町ポケットパーク市民

ギャラリー

俳句の庵

衣川セミナーハウス

水沢図書館

江刺図書館

前沢図書館

胆沢図書館

奥州宇宙遊学館

奥州市文化会館

奥州市文化会館分室

江刺体育文化会館

前沢ふれあいセンター

胆沢文化創造センター

水沢公園陸上競技場

江刺中央運動公園陸上競技場

前沢いきいきスポーツランド

多目的グラウンド

胆沢陸上競技場

奥州市ふれあいの丘公園多目

的運動広場

水沢サンスポーツランド多目

的グラウンド

旧東水沢中学校運動場

江刺カルチュアパーク多目的

広場
0 - 0

0 - 0

0 - 0

1,740 - 0

31,080 - 0

0 - 0

0 - 0

148,740 2,586,400 2,735,140

0 - 0

72,780 740,800 813,580

176,208 1,177,600 1,353,808

270,132 3,884,400 4,154,532

29,184 494,800 523,984

348 204,000 204,348

16,176 254,000 270,176

13,836 285,000 298,836

600 236,400 237,000

768 470,400 471,168

13,116 1,017,200 1,030,316

0 78,870 78,870

0 24,000 24,000

12,864 450,400 463,264

55,068 547,250 602,318

分類

更新・修繕費用（千円）

H26～H28実績平均 建替え・大規模改修 計画期間中の費用

値×36年（Ａ） 費用（Ｂ） （Ａ＋Ｂ）
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胆沢川桜づつみ広場多目的広

場

前沢いきいきスポーツランド

陸上競技場(再掲)

前沢スポーツセンターグラウ

ンド

奥州市ふれあいの丘公園パー

クゴルフ場

胆沢川桜づつみ広場グラウン

ドゴルフ兼パークゴルフ場

前沢いきいきスポーツランド

パークゴルフ場

水沢公園テニスコート

江刺カルチュアパークテニス

コート

前沢グリーンアリーナテニス

コート

前沢いきいきスポーツランド

テニスコート

胆沢農村広場テニスコート

水沢公園野球場

水沢サンスポーツランド野球

場

江刺中央運動公園野球場

根岸公園野球場

前沢いきいきスポーツランド

野球場

胆沢野球場

衣川野球場

奥州市総合体育館

水沢体育館

旧東水沢中学校運動場体育館

江刺中央体育館

江刺西体育館

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育

館

前沢スポーツセンター体育館

前沢グリーンアリーナ

胆沢総合体育館

衣川社会体育館 15,012 597,769 612,781

1,320 421,423 422,743

5,532 1,338,991 1,344,523

15,594 932,756 948,350

7,488 607,068 614,556

51,120 1,111,564 1,162,684

15,852 1,097,114 1,112,966

23,988 1,245,233 1,269,221

5,232 378,299 383,531

444 0 444

275,988 3,898,195 4,174,183

0 271,076 271,076

2,748 145,973 148,721

0 16,150 16,150

0 25,740 25,740

0 15,372 15,372

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

6,936 - 0

0 - 0

0 15,900 15,900

0 - 0

0 - 0

0 - 0

分類

更新・修繕費用（千円）

H26～H28実績平均 建替え・大規模改修 計画期間中の費用

値×36年（Ａ） 費用（Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

 



- 25 - 

 

水沢武道館

水沢弓道場

江刺武道館

根岸弓道場

衣川柔剣道場

水沢公園相撲場

胆沢農村広場相撲場

大鐘公園市民プール

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター

胆沢プール

衣川温水プール

梁川地区屋根付ゲートボール

場

江刺愛宕地区総合運動場

藤里地区総合運動場

米里地区総合運動場

梁川地区総合運動場

広瀬地区総合運動場

合計 1,330,108 26,014,465 27,344,573

0 - 0

5,004 - 0

0 - 0

0 - 0

5,004 212,400 217,404

0 - 0

3,204 372,600 375,804

0 - 0

12,180 109,015 121,195

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 167,242 167,242

5,136 119,066 124,202

8,040 170,600 178,640

21,180 293,398 314,578

分類

更新・修繕費用（千円）

H26～H28実績平均 建替え・大規模改修 計画期間中の費用

値×36年（Ａ） 費用（Ｂ） （Ａ＋Ｂ）
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

  平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

令和 3 年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

歳入 歳出 実質負担額

後藤伯記念公民館 829 15,665 14,836 178,032
江刺生涯学習センター 2,378 52,268 49,890 598,680
六日町ポケットパーク市民

ギャラリー
825 450 △ 375 △ 4,500

俳句の庵 0 397 397 4,764
衣川セミナーハウス 0 60,212 60,212 722,544
水沢図書館 0 218,571 218,571 2,622,852
江刺図書館 0 117,076 117,076 1,404,912
前沢図書館 0 94,817 94,817 1,137,804
胆沢図書館 0 93,402 93,402 1,120,824
奥州宇宙遊学館 9,730 47,059 37,329 447,948
奥州市文化会館 121,772 427,590 305,818 3,669,816
奥州市文化会館分室 2,491 20,610 18,119 217,428
江刺体育文化会館 34,141 86,474 52,333 627,996
前沢ふれあいセンター 33,543 152,539 118,996 1,427,952
胆沢文化創造センター 42,322 237,301 194,979 2,339,748
水沢公園陸上競技場 129 801 672 8,064
江刺中央運動公園陸上競技場 0 770 770 9,240
前沢いきいきスポーツランド

多目的グラウンド
34 506 472 5,664

胆沢陸上競技場 50 805 755 9,060
奥州市ふれあいの丘公園多目

的運動広場
631 5,057 4,426 53,112

水沢サンスポーツランド多目

的グラウンド
318 7,120 6,802 81,624

旧東水沢中学校運動場 109 2,860 2,751 33,012
江刺カルチュアパーク多目的

広場
32 4,421 4,389 52,668

胆沢川桜づつみ広場多目的広

場
820 11,983 11,163 133,956

前沢いきいきスポーツランド

陸上競技場(再掲)
0 0 0 0

前沢スポーツセンターグラウ

ンド
0 0 0 0

奥州市ふれあいの丘公園パー

クゴルフ場
3,328 26,547 23,219 278,628

胆沢川桜づつみ広場グラウン

ドゴルフ兼パークゴルフ場
405 5,871 5,466 65,592

前沢いきいきスポーツランド

パークゴルフ場
1,521 24,434 22,913 274,956

水沢公園テニスコート 2,041 13,023 10,982 131,784
江刺カルチュアパークテニス

コート
32 2,057 2,025 24,300

前沢グリーンアリーナテニス

コート
73 276 203 2,436

分類

管理運営費等（千円）

H26～H28 実績合計 左記実績負担額の

平均値×36年
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歳入 歳出 実質負担額

前沢いきいきスポーツランド

テニスコート
619 9,782 9,163 109,956

胆沢農村広場テニスコート 88 1,399 1,311 15,732
水沢公園野球場 424 2,706 2,282 27,384
水沢サンスポーツランド野球

場
391 9,100 8,709 104,508

江刺中央運動公園野球場 1,087 9,603 8,516 102,192
根岸公園野球場 112 1,428 1,316 15,792
前沢いきいきスポーツランド

野球場
968 15,403 14,435 173,220

胆沢野球場 1,192 18,846 17,654 211,848
衣川野球場 37 637 600 7,200
奥州市総合体育館 29,589 265,195 235,606 2,827,272
水沢体育館 3,036 43,660 40,624 487,488
旧東水沢中学校体育館 88 2,326 2,238 26,856
江刺中央体育館 14,421 88,248 73,827 885,924
江刺西体育館 5,403 34,722 29,319 351,828
前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育

館
1,438 22,923 21,485 257,820

前沢グリーンアリーナ 3,968 15,069 11,101 133,212
前沢スポーツセンター体育館 336 5,516 5,180 62,160
胆沢総合体育館 3,017 47,929 44,912 538,944
衣川社会体育館 174 8,821 8,647 103,764
水沢武道館 3,655 14,754 11,099 133,188
江刺武道館 310 4,103 3,793 45,516
水沢弓道場 910 14,754 13,844 166,128
根岸弓道場 0 0 0 0
衣川柔剣道場 0 2,205 2,205 26,460
水沢公園相撲場 0 0 0 0
胆沢農村広場相撲場 0 0 0 0
大鐘公園市民プール 2,704 13,548 10,844 130,128
前沢Ｂ＆Ｇ海洋センタープー

ル
1,503 24,075 22,572 270,864

胆沢プール 1,510 24,046 22,536 270,432
衣川温水プール 0 0 0 0
梁川地区屋根付ゲートボール

場
0 78 78 936

江刺愛宕地区総合運動場 0 0 0 0
藤里地区総合運動場 0 0 0 0
米里地区総合運動場 0 0 0 0
梁川地区総合運動場 0 0 0 0
広瀬地区総合運動場 0 974 974 11,688

合計 334,534 2,432,812 2,098,278 25,179,336

分類

管理運営費等（千円）

H26～H28 実績合計 左記実績負担額の

平均値×36年
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

   また、検討にあたっては、令和元年に実施した市⺠アンケート結果も参考にしています。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

供給量の適正化の基本方針 

〇今後、全ての施設が耐用年数を超過し、施設更新、大規模修繕若しくは廃止を迫られること

となり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、施設の性能、利用者

数、市を取り巻く状況（人口、住⺠ニーズ、市行財政等）を⼗分に検証した上で、再配置を行

います。その際、施設の機能・性能、施設の有効性・必要性・利用状況等を総合的に判断し、

存続、施設機能強化、サービス強化、廃止・処分等を決定します。また、⺠間での運営が期待

される施設や、特定の地域の住⺠・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して譲

渡・貸与するなど、それぞれの施設に適した管理運営方法への移行を進めます。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低

(

ソ
フ
ト) 

(

ソ
フ
ト) 
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署である総務企画部行政経営室が次に掲げる公共性、有効性、効

率性、代替性、特質性の観点を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状

況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に

評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的な施設であるか 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

 

オ 評価結果    

  

サービス 建物等

後藤伯記念公民館 施設機能強化 サービス強化 継続 大規模改修

江刺生涯学習センター 存続 サービス強化 継続 維持

六日町ポケットパーク市民
ギャラリー

廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡

俳句の庵 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

衣川セミナーハウス サービス強化 廃止・処分 廃止 解体撤去

水沢図書館 サービス強化 サービス強化 継続 建替え

江刺図書館 サービス強化 施設機能強化 継続 維持

前沢図書館 サービス強化 廃止・処分 継続 解体撤去

胆沢図書館 サービス強化 廃止・処分 継続 解体撤去

施設名
総合評価

１次評価 ２次評価
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サービス 建物等

奥州宇宙遊学館 存続 施設機能強化 継続 維持

奥州市文化会館 存続 存続 継続 建替え

奥州市文化会館分室 サービス強化 サービス強化 廃止 譲渡

江刺体育文化会館 サービス強化 廃止・処分 廃止 解体撤去

前沢ふれあいセンター サービス強化 廃止・処分 廃止 解体撤去

胆沢文化創造センター サービス強化 廃止・処分 廃止 解体撤去

水沢公園陸上競技場 廃止・処分 サービス強化 廃止 用途変更

江刺中央運動公園陸上競技
場

廃止・処分 存続 廃止 解体撤去

前沢いきいきスポーツラン
ド多目的グラウンド

存続 施設機能強化 継続 建替え

胆沢陸上競技場 廃止・処分 存続 継続 維持

奥州市ふれあいの丘公園多
目的運動広場

サービス強化 サービス強化 継続 用途変更

水沢サンスポーツランド多
目的グラウンド

廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡

旧東水沢中学校運動場 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡

江刺カルチュアパーク多目
的広場

存続 ― 継続 維持

胆沢川桜づつみ広場多目的
広場

存続 存続 継続 維持

前沢いきいきスポーツラン
ド多目的グラウンド(再掲)

存続 施設機能強化 継続 建替え

前沢スポーツセンターグラ
ウンド

廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

奥州市ふれあいの丘公園
パークゴルフ場

存続 ― 継続 用途変更

胆沢川桜づつみ広場グラウ
ンドゴルフ兼パークゴルフ
場

存続 ― 継続 維持

前沢いきいきスポーツラン
ドパークゴルフ場

存続 ― 廃止 解体撤去

水沢公園テニスコート 存続 施設機能強化 継続 維持

江刺カルチュアパークテニ
スコート

存続 ― 継続 大規模改修

施設名
総合評価

１次評価 ２次評価
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サービス 建物等

前沢グリーンアリーナテニ
スコート

― ― 廃止 解体撤去

前沢いきいきスポーツラン
ドテニスコート

存続 ― 継続 建替え

胆沢農村広場テニスコート 存続 ― 継続 維持

水沢公園野球場 存続 サービス強化 廃止 解体撤去

水沢サンスポーツランド野
球場

廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

江刺中央運動公園野球場 サービス強化 存続 継続 大規模改修

根岸公園野球場 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

前沢いきいきスポーツラン
ド野球場

サービス強化 施設機能強化 継続 建替え

胆沢野球場 施設機能強化 存続 継続 維持

衣川野球場 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

奥州市総合体育館 存続 廃止・処分 廃止 譲渡

水沢体育館 施設機能強化 施設機能強化 継続 建替え

旧東水沢中学校体育館 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡

江刺中央体育館 存続 存続 継続 建替え

江刺西体育館 存続 存続 廃止 解体撤去

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体
育館

存続 施設機能強化 継続 建替え

前沢スポーツセンター体育
館

廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

前沢グリーンアリーナ 施設機能強化 廃止・処分 廃止 解体撤去

胆沢総合体育館 施設機能強化 施設機能強化 継続 大規模改修

衣川社会体育館 施設機能強化 廃止・処分 廃止 解体撤去

水沢武道館 存続 存続 継続 解体撤去

江刺武道館 サービス強化 存続 廃止 譲渡

水沢弓道場 存続 存続 継続 維持

根岸弓道場 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡

衣川柔剣道場 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

水沢公園相撲場 存続 ― 継続 維持

胆沢農村広場相撲場 廃止・処分 ― 廃止 解体撤去

施設名
総合評価

１次評価 ２次評価
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サービス 建物等

大鐘公園市民プール サービス強化 サービス強化 継続 維持

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター 存続 施設機能強化 継続 建替え

胆沢プール 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

衣川温水プール 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

梁川地区屋根付ゲートボー
ル場

廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去

江刺愛宕地区総合運動場 廃止・処分 ― 継続 維持

藤里地区総合運動場 廃止・処分 ― 継続 維持

米里地区総合運動場 廃止・処分 ― 継続 維持

梁川地区総合運動場 廃止・処分 ― 継続 維持

広瀬地区総合運動場 廃止・処分 ― 継続 維持

施設名
総合評価

１次評価 ２次評価
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「継続」「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建

物等を「維持」「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」⼜は「解体撤去」と評価した施設

については、施設の適正化スケジュールを４期に分けて検討しました。 

  ※ 詳細は P51「６既存施設等の各種スケジュール」を参照ください。 

 

(3) 施設の延床面積の増減 

2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 合計

後藤伯記念公民館 0

江刺生涯学習センター 0

六日町ポケットパーク市民
ギャラリー

△ 239.00 △ 239

俳句の庵 △ 60.00 △ 60

衣川セミナーハウス △ 1,176 △ 1,176

水沢図書館 0

江刺図書館 0

前沢図書館 △ 591 △ 591

胆沢図書館 △ 510 △ 510

奥州宇宙遊学館 0

奥州市文化会館 0

奥州市文化会館分室 △ 1,237 △ 1,237

江刺体育文化会館 △ 1,852.00 △ 1,852

前沢ふれあいセンター △ 2,944 △ 2,944

胆沢文化創造センター △ 6,466 △ 6,466

水沢公園陸上競技場 △ 102.24 △ 102

江刺中央運動公園陸上競技
場

△ 254 △ 254

前沢いきいきスポーツラン
ド多目的グラウンド

0

胆沢陸上競技場 0

奥州市ふれあいの丘公園多
目的運動広場

0

水沢サンスポーツランド多
目的グラウンド

【廃止】 0

旧東水沢中学校運動場 【廃止】 0

施設名
床面積の増減（㎡）
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2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 合計

江刺カルチュアパーク多目
的広場

0

胆沢川桜づつみ広場多目的
広場

0

前沢いきいきスポーツラン
ド多目的グラウンド(再掲)

0

前沢スポーツセンターグラ
ウンド

【廃止】 0

奥州市ふれあいの丘公園
パークゴルフ場

0

胆沢川桜づつみ広場グラウ
ンドゴルフ兼パークゴルフ
場

0

前沢いきいきスポーツラン
ドパークゴルフ場

【廃止】 0

水沢公園テニスコート 0

江刺カルチュアパークテニ
スコート

0

前沢グリーンアリーナテニ
スコート

【廃止】 0

前沢いきいきスポーツラン
ドテニスコート

0

胆沢農村広場テニスコート 0

水沢公園野球場 △ 43 △ 43

水沢サンスポーツランド野
球場

△ 319 △ 319

江刺中央運動公園野球場 0

根岸公園野球場 △ 78 △ 78

前沢いきいきスポーツラン
ド野球場

0

胆沢野球場 0

衣川野球場 △ 100 △ 100

奥州市総合体育館 △ 10,828 △ 10,828

水沢体育館 0

旧東水沢中学校体育館 △ 1,051 △ 1,051

施設名
床面積の増減（㎡）
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2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 合計

江刺中央体育館 0

江刺西体育館 △ 3,048 △ 3,048

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体
育館

0

前沢スポーツセンター体育
館

△ 1,851 △ 1,851

前沢グリーンアリーナ △ 1,171 △ 1,171

胆沢総合体育館 0

衣川社会体育館 △ 1,660 △ 1,660

水沢武道館 1,447 1,447

江刺武道館 △ 883 △ 883

水沢弓道場 0

根岸弓道場 【廃止】 0

衣川柔剣道場 △ 465 △ 465

水沢公園相撲場 0

胆沢農村広場相撲場 【廃止】 0

大鐘公園市民プール 0

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール

0

胆沢プール △ 1,035 △ 1,035

衣川温水プール △ 1,115 △ 1,115

梁川地区屋根付ゲートボー
ル場

△ 590 △ 590

江刺愛宕地区総合運動場 0

藤里地区総合運動場 0

米里地区総合運動場 0

梁川地区総合運動場 0

広瀬地区総合運動場 0

小計 △ 8,073 △ 507 △ 13,055 △ 16,586 △ 38,221

施設名
床面積の増減（㎡）
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

   供給量の適正化の基本方針 

〇今後、全ての施設が耐用年数を超過し、施設更新、大規模修繕若しくは廃止を迫られること

となります。そこで、施設老朽化や利用状況、その他、市を取り巻く状況（人口、住⺠ニー

ズ、市行財政等）を⼗分に検証した上で、更新、現状での維持、施設集約、廃止等の再配置を

行います。 

〇⺠間での活用が期待される施設や特定地域の住⺠等が主たる利用者の施設は、市の管理から

切り離して譲渡・貸与するなどの⼿法により、それぞれに適した施設運営への移行を進めま

す。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

〇⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴

う建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位

に係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 〇市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考

慮して算出 
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維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 

 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて検討しました。 

※ 詳細は P51「６既存施設等の各種スケジュール」を参照ください。 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

2021(R3)

～

　

2026(R8)

2027(R9)

～

　

2036(R18)

2037(R19)

～

　

2046(R28)

2047(R29)

～

　

2056(R38)

合計

更新 450,400 450,400

維持 38,284 83,324 121,608

合計 450,400 38,284 83,324 572,008

更新

維持 26,568 332,728 26,268 48,158 481,580

合計 26,568 332,728 26,268 48,158 481,580

更新

維持

合計

更新

維持 1,080 1,080

合計 1,080 1,080

更新

維持 39,984 37,632 150,528

合計 39,984 37,632 150,528

更新 1,017,200 1,017,200

維持 86,462 320,418

合計 86,462 1,017,200 1,337,618

更新

維持 13,680 70,680 13,680 25,080 148,200

合計 13,680 70,680 13,680 25,080 148,200

更新・維持

更新・維持費用（千円）

江刺生涯学習セン

ター

水沢図書館

後藤伯記念公民館

施設名

衣川セミナーハウス

江刺図書館

六日町ポケットパー

ク市民ギャラリー

俳句の庵
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2021(R3)

～

　

2026(R8)

2027(R9)

～

　

2036(R18)

2037(R19)

～

　

2046(R28)

2047(R29)

～

　

2056(R38)

合計

更新

維持 7,095 13,007 13,598 33,700

合計 7,095 13,007 13,598 33,700

更新

維持 31,620 17,340 11,730 60,690

合計 31,620 17,340 11,730 60,690

更新

維持 57,763 76,806 134,569

合計 57,763 76,806 134,569

更新 3,884,220 3,884,220 7,768,440

維持 1,476,004 116,527 213,632 1,806,163

合計 5,360,224 116,527 3,884,220 213,632 9,574,603

更新

維持 76,708 42,066 118,774

合計 76,708 42,066 118,774

更新

維持 42,587 42,587

合計 42,587 42,587

更新

維持 100,099 67,714 615,312

合計 100,099 67,714 615,312

更新

維持 788,852 219,844 148,718 1,157,414

合計 788,852 219,844 148,718 1,157,414

更新・維持

更新・維持費用（千円）

奥州市文化会館分室

江刺体育文化会館

前沢ふれあいセン

ター

施設名

胆沢文化創造セン

ター

前沢図書館

胆沢図書館

奥州市文化会館

奥州宇宙遊学館
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2021(R3)

～

　

2026(R8)

2027(R9)

～

　

2036(R18)

2037(R19)

～

　

2046(R28)

2047(R29)

～

　

2056(R38)

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持 7,128

合計 7,128

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新・維持

更新・維持費用（千円）

施設名

奥州ふれあいの丘公

園パークゴルフ場

前沢いきいきスポー

ツランド多目的グラ

ウンド（再掲）

前沢スポーツセン

ターグラウンド

水沢公園陸上競技場

江刺中央運動公園陸

上競技場

前沢いきいきスポー

ツランド多目的グラ

ウンド

奥州ふれあいの丘公

園多目的運動広場

水沢サンスポーツラ

ンド多目的グラウン

ド

旧東水沢中学校運動

場

胆沢陸上競技場

江刺カルチュアパー

ク多目的広場

胆沢川桜づつみ多目

的広場
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2021(R3)

～

　

2026(R8)

2027(R9)

～

　

2036(R18)

2037(R19)

～

　

2046(R28)

2047(R29)

～

　

2056(R38)

合計

更新

維持 2,862 5,247 8,109

合計 2,862 5,247 8,109

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持 2,306 85 982 3,373

合計 2,306 85 982 3,373

更新

維持

合計

更新 16,150 16,150

維持 190 5,130 11,210

合計 16,340 5,130 27,360

更新

維持 1,794 1,794

合計 1,794 1,794

更新 271,076 271,076

維持 46,685 1,506 9,036 57,227

合計 46,685 271,076 1,506 9,036 328,303

更新・維持

更新・維持費用（千円）

水沢公園野球場

施設名

前沢いきいきスポー

ツランドパークゴル

フ場

水沢公園テニスコー

ト

前沢グリーンアリー

ナテニスコート

前沢いきいきスポー

ツランドテニスコー

ト

胆沢農村広場テニス

コート

水沢サンスポーツラ

ンド野球場

江刺カルチュアパー

クテニスコート

江刺中央運動公園野

球場

根岸公園野球場

前沢いきいきスポー

ツランド野球場

胆沢川桜づつみ広場

グラウンドゴルフ兼

パークゴルフ場
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2021(R3)

～

　

2026(R8)

2027(R9)

～

　

2036(R18)

2037(R19)

～

　

2046(R28)

2047(R29)

～

　

2056(R38)

合計

更新

維持 811 21,896 811 23,518

合計 811 21,896 811 23,518

更新

維持 2,300 2,300

合計 2,300 2,300

更新

維持 1,645,905 368,163 2,144,008

合計 1,645,905 368,163 2,144,008

更新

維持 394,324 76,098 41,508 511,930

合計 394,324 76,098 41,508 511,930

更新

維持 24,169 24,169

合計 24,169 24,169

更新 1,111,564 1,111,564 2,223,128

維持 844,789 844,789 188,966 1,878,544

合計 1,956,353 844,789 188,966 1,111,564 4,101,672

更新 1,097,114 1,097,114

維持 310,849 42,665 70,093 460,177

合計 1,133,684 310,849 42,665 70,093 1,557,291

更新

維持 316,101 57,002 31,092 404,195

合計 316,101 57,002 31,092 404,195

更新

維持 38,785 38,785

合計 38,785 38,785

更新

維持 63,213 26,924 90,137

合計 63,213 26,924 90,137

更新 1,338,991 1,338,991

維持 81,827 126,460 252,920

合計 81,827 1,338,991 126,460 1,591,911

更新

維持 3,321 38,191 61,438

合計 3,321 38,191 61,438

更新・維持

更新・維持費用（千円）

施設名

胆沢野球場

前沢グリーンアリー

ナ

胆沢総合体育館

衣川社会体育館

旧東水沢中学校体育

館

奥州市総合体育館

水沢体育館

江刺中央体育館

江刺西体育館

衣川野球場

前沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター体育館

前沢スポーツセン

ター体育館
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2021(R3)

～

　

2026(R8)

2027(R9)

～

　

2036(R18)

2037(R19)

～

　

2046(R28)

2047(R29)

～

　

2056(R38)

合計

更新

維持 20,258 33,281 53,539

合計 20,258 33,281 53,539

更新 176,650 176,650

維持 37,097 12,366 68,895

合計 196,082 37,097 12,366 245,545

更新

維持 3,066 14,467 2,628 20,161

合計 3,066 14,467 2,628 20,161

更新

維持

合計

更新 10,685 10,685

維持

合計 10,685 10,685

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持 4,240 23,317 27,557

合計 4,240 23,317 27,557

更新

維持

合計

更新

維持 36,225 36,225

合計 36,225 36,225

更新

維持 25,645 25,645

合計 25,645 25,645

更新

維持 10,620 10,620

合計 10,620 10,620

更新・維持

更新・維持費用（千円）

施設名

衣川柔剣道場

大鐘公園市民プール

水沢武道館

水沢弓道場

根岸弓道場

水沢公園陸上相撲場

胆沢農村広場相撲場

前沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

衣川温泉プール

胆沢プール

梁川地区屋根付ゲー

トボール

江刺武道館
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2021(R3)

～

　

2026(R8)

2027(R9)

～

　

2036(R18)

2037(R19)

～

　

2046(R28)

2047(R29)

～

　

2056(R38)

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新

維持

合計

更新 6,730,633 2,871,450 3,884,220 2,128,764 15,615,067

維持 3,205,647 4,081,778 1,108,360 772,372 9,168,157

合計 9,936,280 6,953,228 4,992,580 2,901,136 24,783,224

更新・維持

更新・維持費用（千円）

施設名

合計

広瀬地区総合運動場

江刺愛宕地区総合運

動場

藤里地区総合運動場

米里地区総合運動場

梁川地区総合運動場
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）、「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュー

ル」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の有効活

用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

供給量の適正化の基本方針 

〇今後、計画期間内での施設の管理運営については、市を取り巻く状況（人口、住⺠ニーズ、

市行財政等）を⼗分に検証した上で、それぞれ施設に適した管理運営（市直営・指定管理・⺠

間委託）を行います。 

〇⺠間での活用が期待される施設や特定地域の住⺠等が主たる利用者の施設は、市の管理から

切り離し、それぞれに適した管理運営（⺠営）への移行を進めます。 

〇また、施設の利用状況によっては、廃止も検討します。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期各 10 年間に

分けて検討しました。 

※ 詳細は P51「６既存施設等の各種スケジュール」を参照ください。 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。       

実質 実質 実質

負担額 負担額 負担額

後藤伯記念公

民館
4,421 83,547 79,125 5,527 104,433 98,907 9,948 187,980 178,032

江刺生涯学習

センター
12,683 278,763 266,080 15,853 348,453 332,600 28,536 627,216 598,680

六日町ポケッ

トパーク市民

ギャラリー

4,400 2,400 △ 2,000 0 0 0 4,400 2,400 △ 2,000

俳句の庵 0 2,117 2,117 0 0 0 0 2,117 2,117

衣川セミナー

ハウス
0 321,131 321,131 0 401,413 401,413 0 722,544 722,544

支出

施設名

管理・運営費（千円）

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計

収入 支出 収入 支出 収入
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実質 実質 実質

負担額 負担額 負担額

水沢図書館 0 1,165,712 1,165,712 0 1,457,140 1,457,140 0 2,622,852 2,622,852

江刺図書館 0 624,405 624,405 0 780,507 780,507 0 1,404,912 1,404,912

前沢図書館 0 505,691 505,691 0 316,057 316,057 0 821,747 821,747

胆沢図書館 0 498,144 498,144 0 311,340 311,340 0 809,484 809,484

奥州宇宙遊学

館
51,893 250,981 199,088 64,867 313,727 248,860 116,760 564,708 447,948

奥州市文化会

館
649,451 2,280,480 1,631,029 811,813 2,850,600 2,038,787 1,461,264 5,131,080 3,669,816

奥州市文化会

館分室
13,285 110,235 96,949 16,607 137,400 120,793 29,892 247,635 217,743

江刺体育文化

会館
182,085 470,288 288,203 0 0 0 182,085 470,288 288,203

前沢ふれあい

センター
178,896 813,541 634,645 111,810 508,463 396,653 290,706 1,322,005 1,031,299

胆沢文化創造

センター
225,717 1,265,611 1,039,893 141,073 791,003 649,930 366,791 2,056,614 1,689,823

水沢公園陸上

競技場
37 869 832 0 0 0 37 869 832

江刺中央運動

公園陸上競技

場

0 4,107 4,107 0 5,133 5,133 0 9,240 9,240

前沢いきいき

スポーツラン

ド多目的グラ

ウンド

160 11,866 11,706 218,267 14,833 △ 203,434 218,427 26,699 △ 191,728

胆沢陸上競技

場
1,728 17,419 15,691 2,160 21,773 19,613 3,888 39,192 35,304

奥州市ふれあ

いの丘公園多

目的運動広場

3,403 115,984 112,581 4,253 144,980 140,727 7,656 260,964 253,308

水 沢 サ ン ス

ポーツランド

多目的グラウ

ンド

0 0 0 0 0 0 0 0 0

旧東水沢中学

校運動場
1,045 53,216 52,171 0 0 0 1,045 53,216 52,171

江刺カルチュ

アパーク多目

的広場

171 23,579 23,408 213 29,473 29,260 384 53,052 52,668

胆沢川桜づつ

み広場多目的

広場

6,528 159,131 152,603 8,160 198,913 190,753 14,688 358,044 343,356

前沢いきいき

スポーツラン

ド多目的グラ

ウンド(再掲)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

前沢スポーツ

センターグラ

ウンド

0 31,696 31,696 0 0 0 0 31,696 31,696

奥州市ふれあ

い の 丘 公 園

パークゴルフ

場

17,664 164,005 146,341 22,080 205,007 182,927 39,744 369,012 329,268

胆沢川桜づつ

み広場グラウ

ンドゴルフ兼

パークゴルフ

場

0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出

施設名

管理・運営費（千円）

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計

収入 支出 収入 支出 収入
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実質 実質 実質

負担額 負担額 負担額

前沢いきいき

スポーツラン

ドパークゴル

フ場

7,408 11,396 3,988 0 0 0 7,408 11,396 3,988

水沢公園テニ

スコート
1,717 25,157 23,440 24,507 31,447 6,940 26,224 56,604 30,380

江刺カルチュ

アパークテニ

スコート

171 10,971 10,800 0 13,713 13,713 171 24,684 24,513

前沢グリーン

アリーナテニ

スコート

0 0 0 0 0 0 0 0 0

前沢いきいき

スポーツラン

ドテニスコー

ト

3,259 29,136 25,878 4,080 36,420 32,340 7,339 65,557 58,218

胆沢農村広場

テニスコート
469 19,643 19,173 587 24,553 23,967 1,056 44,196 43,140

水沢公園野球

場
480 6,443 5,963 2,960 8,053 5,093 3,440 14,496 11,056

水 沢 サ ン ス

ポーツランド

野球場）

0 0 0 0 0 0 0 0 0

江刺中央運動

公園野球場
5,797 0 △ 5,797 5,793 0 △ 5,793 11,591 0 △ 11,591

根岸公園野球

場
5,797 8,213 2,416 0 0 0 5,797 8,213 2,416

前沢いきいき

スポーツラン

ド野球場

4,395 6,462 2,067 4,640 8,077 3,437 9,035 14,539 5,504

胆沢野球場 7,552 78,880 71,328 9,440 98,600 89,160 16,992 177,480 160,488

衣川野球場 197 3,397 3,200 0 0 0 197 3,397 3,200

奥州市総合体

育館
152,021 2,184,267 2,032,245 190,027 2,730,333 2,540,307 342,048 4,914,600 4,572,552

水沢体育館 22,832 326,443 303,611 378,953 408,053 29,100 401,785 734,496 332,711

旧東水沢中学

校体育館
1,045 53,216 52,171 0 0 0 1,045 53,216 52,171

江刺中央体育

館
76,741 849,781 773,040 95,927 1,062,227 966,300 172,668 1,912,008 1,739,340

江刺西体育館 25,979 175,493 149,515 32,473 219,367 186,893 58,452 394,860 336,408

前沢Ｂ＆Ｇ海

洋センター体

育館

5,765 213,589 207,823 165,080 266,986 101,906 170,845 480,574 309,729

前沢スポーツ

センター体育

館

21,029 83,515 62,485 0 0 0 21,029 83,515 62,485

前沢グリーン

アリーナ
2,256 31,696 29,440 28,813 0 △ 28,813 31,069 31,696 627

胆沢総合体育

館
16,464 391,765 375,301 20,580 489,707 469,127 37,044 881,472 844,428

衣川社会体育

館
928 47,045 46,117 580 29,403 28,823 1,508 76,449 74,941

水沢武道館 16,608 166,869 150,261 20,760 0 △ 20,760 37,368 166,869 129,501

江刺武道館 1,653 21,883 20,229 1,033 13,677 12,643 2,687 35,559 32,873

水沢弓道場 5,008 166,869 161,861 6,260 208,587 202,327 11,268 375,456 364,188

根岸弓道場 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出

施設名

管理・運営費（千円）

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計

収入 支出 収入 支出 収入
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実質 実質 実質

負担額 負担額 負担額

衣川柔剣道場 0 11,760 11,760 0 0 0 0 11,760 11,760

水沢公園相撲

場
0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢農村広場

相撲場
0 0 0 0 0 0 0 0 0

大鐘公園市民

プール
13,952 75,093 61,141 17,440 93,867 76,427 31,392 168,960 137,568

前沢Ｂ＆Ｇ海

洋 セ ン タ ー

プール

6,688 70,902 64,214 10,840 88,628 77,788 17,528 159,531 142,003

胆沢プール 8,437 54,304 45,867 0 0 0 8,437 54,304 45,867

衣川温水プー

ル
0 0 0 0 0 0 0 0 0

梁川地区屋根

付ゲートボー

ル場

0 416 416 0 0 0 0 416 416

江刺愛宕地区

総合運動場
0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤里地区総合

運動場
0 0 0 0 0 0 0 0 0

米里地区総合

運動場
0 0 0 0 0 0 0 0 0

梁川地区総合

運動場
0 0 0 0 0 0 0 0 0

広瀬地区総合

運動場
0 5,195 5,195 0 0 0 0 5,195 5,195

合計 1,768,219 14,384,717 12,616,498 2,443,457 14,774,994 12,331,537 4,211,675 29,159,710 24,948,035

支出

施設名

管理・運営費（千円）

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計

収入 支出 収入 支出 収入
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６ 既存施設等の各種スケジュール 

 

【供給量の適正化のスケジュール】 

総合評価において、サービスを「継続」「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建

物等を「維持」「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」⼜は「解体撤去」と評価した施設

については、施設の適正化スケジュールを４期各 10 年間に分けて検討しました。 

 

【既存施設等の有効活用のスケジュール】 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて検討しました。 

 

【管理・運営の見直しスケジュール】 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期各 10 年間に

分けて検討しました。 

 

コミュニティ関連施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ52 

社会教育系施設(1)図書館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ54 

社会教育系施設(2)博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ57 

社会教育系施設(3)ホール施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ58 

スポーツ施設【陸上競技場】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ61 

スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ63 

スポーツ施設【パークゴルフ場】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ66 

スポーツ施設【テニスコート】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ68 

スポーツ施設【野球場】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ70 

スポーツ施設【体育館】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ74 

スポーツ施設【武道館・弓道場・柔剣道場】・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ79 

スポーツ施設【相撲場】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ81 

スポーツ施設【プール】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ82 

スポーツ施設【その他】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ84 
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容
大規模改修

（耐震補強）
− − −

維持内容 −
屋根、弱電、

外壁、空調
−

屋根、外壁、

内装、弱電、

給排水、空調

運営⼿法 直営 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 直営 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 屋根、外壁

外壁、内装、

強電、給排水、

空調、昇降機

屋根、弱電 外壁、空調

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 直営

耐震補強及び大規模改修を行った後、直営、指

定管理、⺠間貸付など最も効率的な管理運営方

法を検討する。管理・運営

既存施設活用

供給量適正化

市⺠の活動の場として多く利用されている施設

でかつ、市の偉人、後藤新平にゆかりのある国

有形文化財に登録された歴史的価値のある建造

物であることから、従来のサービス供給及び施

設の共用を継続し、早期に耐震補強を含む大改

修を検討する。

供給量適正化

既存施設活用

管理・運営

分類名 コミュニティ関連施設

施設名 江刺生涯学習センター

総合評価
継続 延床面積

増減維持

市内で最も新しい施設であり、図書館との複合

施設になっていることから、計画期間内はサー

ビスの供給を継続する。

必要な点検と補修を行い、維持する。

市の生涯学習施策を推進する施設であることか

ら、市直営の管理を維持する。

市域拠点施設

コミュニティ関連施設

後藤伯記念公⺠館

分類名

施設名

総合評価
大規模改修

継続 延床面積

増減

耐震補強と合わせて、複合化や機能転換、⺠間

貸付等に対応する改修を行う。

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 238.74

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 譲渡 − − −

更新内容 譲渡 − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 − − −

建物管理 指定管理 − − −

サービス 減（㎡） 59.60

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 指定管理 − − −

建物管理 指定管理 − − −

供給量適正化

次期指定管理期間の終期（令和５年３月）を

もって廃止を検討する。借地であることから、

解体撤去の優先順位を高く設定する。

既存施設活用

廃止までは必要な点検と補修を行う。

管理・運営

廃止まで指定管理を維持する。

分類名 コミュニティ関連施設

施設名 俳句の庵

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

生活圏拠点施設

供給量適正化

市の全体的な方針により専用（占用）施設は、

老朽化に伴う更新は行わず、機能の集約や複合

化を行っていく。現在、使用している団体（厄

年）活動を他施設に移行し、本施設は令和５年

３月をもって廃止、売却を検討する。

既存施設活用

廃止までは必要な点検と補修を行う。

管理・運営

廃止まで指定管理を維持する。

分類名 コミュニティ関連施設

施設名 六⽇町ポケットパーク市⺠ギャラリー

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

生活圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 1176.27

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 廃止

建物等 維持 維持 維持 解体撤去

更新内容 − − − −

維持内容
外壁、内装、

給排水、空調

屋根、弱電、

外壁
− 解体撤去

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 直営

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 建替え

更新内容 − − −

建替え

（更新及び複

合化）

維持内容

外壁、内装、

強電、給排水、

空調、昇降機

屋根、弱電、

外壁、空調
− −

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 直営

供給量適正化

本施設は老朽化による更新は行わず、令和33年

（耐用年数＋10年）を目途に廃止を検討する。

なお、当施設の機能（図書室、児童クラブ）は

他の近隣施設に移転、複合化も検討する。

既存施設活用

廃止までは必要な点検と補修を行う。

管理・運営

廃止までは市直営の管理を維持する。

分類名 コミュニティ関連施設

施設名 衣川セミナーハウス

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

情報化社会全盛の中、地域の知の拠点として文

化を集積させうる図書館は重要な施設である。

また電子媒体が普及する中でも、読書が⼼身の

発達に与える好影響が示されており、全ての人

が本を⼿に取って読むことができる環境を維持

するためにも、各地域に拠点施設が必要であ

る。また本施設は児童生徒の多い地域との位置

関係から、質量共に現水準以上での維持が求め

られる。

既存施設活用

当館は、耐用年数に10年を加えた年数（令和

30年）を目途に更新することとし、他施設との

複合化や駐車場用地確保等、ユニバーサルデザ

インの導入を含み多角的に検討する。

なお、水沢３分室の施設は廃止し、移動図書館

車等で代替する。

管理・運営

図書を市⺠に提供することのみならず、地域の

貴重な資料を後世へ引き継ぐという点からも、

図書館業務は市直営が望ましいと考える。

中央方式を取り入れ、選書や業務委託契約など

を一括で担い、他館・室は主に貸出返却の拠点

に特化することで、地域拠点を保持しながら業

務の効率化とサービス水準の維持を図る。

分類名 社会教育系施設(1)図書館

施設名 水沢図書館

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

ブロック圏拠点施設
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サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容
屋根、外壁、

弱電、空調

外壁、内装、

給排水、空調
屋根、弱電 外壁、空調

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 直営

サービス 減（㎡） 591.22

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （複合化・機能移転等）

供給量適正化

情報化社会全盛の中、地域の知の拠点として文

化を集積させうる図書館は重要な施設である。

また電子媒体が普及する中でも、読書が⼼身の

発達に与える好影響が示されており、全ての人

が本を⼿に取って読むことができる環境を維持

するためにも、各地域に拠点施設が必要であ

る。また本施設は小中学校と住宅地に囲まれた

地点で児童生徒の対流が多く、当面現行水準で

の維持が求められる。

既存施設活用

必要な点検と補修を行い、維持する。

管理・運営

図書を市⺠に提供することのみならず、地域の

貴重な資料を後世へ引き継ぐという点からも、

図書館業務は市直営が望ましいと考える。

中央方式を取り入れ、選書や業務委託契約など

を一括で担い、他館・室は主に貸出返却の拠点

に特化することで、地域拠点を保持しながら業

務の効率化とサービス水準の維持を図る。

分類名 社会教育系施設(1)図書館

施設名 前沢図書館

総合評価
継続 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設  
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サービス 減（㎡） 591.22

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （複合化・機能移転等）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 解体撤去 −

更新内容 − − − −

維持内容 屋根、弱電 外壁、空調

解体撤去(他施

設との複合

化・機能移転)

−

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 −

供給量適正化

情報化社会全盛の中、地域の知の拠点として文

化を集積させうる図書館は重要な施設である。

また電子媒体が普及する中でも、読書が⼼身の

発達に与える好影響が示されており、全ての人

が本を⼿に取って読むことができる環境を維持

するためにも、各地域に拠点施設が必要であ

る。

既存施設活用

前沢地域の図書館機能拠点として継続し、耐用

年数に10年を加えた年数（令和27年）を目途

に建物の廃止を検討する。その際、機能は他施

設へ移転し、複合化を図る。

管理・運営

図書を市⺠に提供することのみならず、地域の

貴重な資料を後世へ引き継ぐという点からも、

図書館業務は市直営が望ましいと考える。

中央方式を取り入れ、選書や業務委託契約など

を一括で担い、他館・室は主に貸出返却の拠点

に特化することで、地域拠点を保持しながら業

務の効率化とサービス水準の維持を図る。

分類名 社会教育系施設(1)図書館

施設名 前沢図書館

総合評価
継続 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 解体撤去 −

更新内容 − − − −

維持内容
外壁、内装、

給排水、空調

屋根、外壁、

弱電、空調

解体撤去(他施

設との複合

化・機能移転)

−

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 −

屋根、外壁、

内装、弱電、

空調

−

屋根、外壁、

内装、弱電、

給排水、空調

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 広域拠点施設

供給量適正化

情報化社会全盛の中、地域の知の拠点として文

化を集積させうる図書館は重要な施設である。

また電子媒体が普及する中でも、読書が⼼身の

発達に与える好影響が示されており、全ての人

が本を⼿に取って読むことができる環境を維持

するためにも、各地域に拠点施設が必要であ

る。

既存施設活用

胆沢地域の図書館機能拠点として継続し、耐用

年数に10年を加えた年数（令和25年）を目途

に建物の廃止を検討する。その際、機能は他施

設へ移転し、複合化を図る。

管理・運営

図書を市⺠に提供することのみならず、地域の

貴重な資料を後世へ引き継ぐという点からも、

図書館業務は市直営が望ましいと考える。

中央方式を取り入れ、選書や業務委託契約など

を一括で担い、他館・室は主に貸出返却の拠点

に特化することで、地域拠点を保持しながら業

務の効率化とサービス水準の維持を図る。

供給量適正化

施設の希少性もあって登録有形文化財として登

録されている。市内はもちろん県内外を見ても

類似したものが少ない施設であり、また、利用

者数が増加傾向にあることからも、サービスの

供給を継続していく。

既存施設活用

必要な点検と補修を行い、維持する。

管理・運営

文化財として維持費が発生することはやむを得

ないが、使用料や減免基準の見直しを検討しな

がら指定管理者による運営を継続する。

分類名 社会教育系施設(2)博物館

施設名 奥州宇宙遊学館

総合評価
継続 延床面積

増減維持

市域拠点施設

分類名 社会教育系施設(3)ホール施設

施設名 奥州市文化会館

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

広域拠点施設  
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 広域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 建替え 維持

更新内容
大規模改修

(舞台機構)
−

建替え

（更新及び

複合化）

−

維持内容

外壁、内装、

強電、給排水、

空調、昇降機

屋根、弱電 − 外壁、空調

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

当館に市内で催すコンサートや演劇など大規模

な催事を集約することとし、令和25年を目途に

音響、照明設備等も大規模な催事に耐えられる

グレードへの建替えを行う。今後も安定した利

用が見込まれることから、サービスの提供及び

施設の供用を維持する。

既存施設活用

耐用年数の半分以上を経過しており、照明、音

響等早急な大規模改修を要する施設である。⺠

間の代替施設は無く、今後も整備される見込み

は無いものであり、市施設として建替えを行う

ものであるが、その際は、他施設との複合化や

ユニバーサルデザインの導入などについても検

討する。

管理・運営

指定管理による運営を継続する。

分類名 社会教育系施設(3)ホール施設

施設名 奥州市文化会館

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

広域拠点施設
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サービス 減（㎡） 1,237.22

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 廃止

建物等 維持 維持 維持 譲渡

更新内容 − − − 譲渡

維持内容
外壁、内装、

給排水、空調

屋根、外壁、

弱電、空調
− −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 −

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 −

サービス 減（㎡） 1,851.61

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 廃止 − −

建物等 維持 解体撤去

更新内容 − − − −

維持内容 −
解体撤去(他施設と

の複合化・機能移

転)

− −

運営⼿法 指定管理 指定管理 − −

建物管理 指定管理 指定管理 − −

供給量適正化

市内唯一の美術館であり類似施設がないほか、

放送局として建設されたことが現在のＦＭ放送

局としての施設利用に繋がっており、当面は存

続させることが妥当である。なお、現状のまま

機能継続を図りつつ、将来的には令和33年（耐

用年数＋10年）頃を目途に廃止、売却を検討す

る。

既存施設活用

廃止までは必要な点検と補修を行う。

管理・運営

指定管理者による企画事業の展開がなされてい

る。運営は必要最低限のスタッフで運営してい

るので、管理コストを抑制している。今後も使

用料や減免基準の見直しを検討しながら指定管

理者による運営を継続する。

分類名 社会教育系施設(3)ホール施設

施設名 奥州市文化会館分室

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

市域拠点施設

供給量適正化

約6.3kmほど離れた市の中⼼部には、大・中の

コンサートホール機能を持つ奥州市文化会館が

ある。大規模な催事は奥州市文化会館に集約

し、江刺体育文化会館は地元志向の催事に特化

し、音響、照明施設は最低限の更新を図る。令

和10年を目途に機能は他施設を活用することと

し、廃止を検討する。

既存施設活用

廃止までは必要な点検と補修を行う。

管理・運営

運営は地元ボランティアの協⼒も得ながら必要

最低限のスタッフで運営することで管理コスト

を抑制しているが、老朽した設備の更新は厳し

いため廃止までの指定管理を行う。

分類名 社会教育系施設(3)ホール施設

施設名 江刺体育文化会館

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 2,944.07

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 廃止 −

建物等 維持 維持 解体撤去 −

更新内容 − − − −

維持内容

外壁、内装、

強電、給排水、

空調、昇降機

屋根、外壁、

弱電、空調

解体撤去(他施設と

の複合化・機能移

転

−

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 −

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 −

サービス 減（㎡） 6,975.61

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 廃止 −

建物等 維持 維持 解体撤去 −

更新内容 − − − −

維持内容

外壁、内装、

強電、給排水、

空調

屋根、外壁、

弱電、空調

解体撤去(他施設と

の複合化・機能移

転)

−

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 ―

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 ―

供給量適正化

約12.1kmほど離れた市の中⼼部には、大・中

のコンサートホール機能を持つ奥州市文化会館

がある。大規模な催事は奥州市文化会館に集約

し、前沢ふれあいセンターは地元志向の催事に

特化し、音響、照明施設は最低限の更新を図

る。耐用年数＋10年となる令和24年を目途に

機能は他施設を活用することとし、廃止を検討

する。

既存施設活用

廃止までは必要な点検と補修を行う。

管理・運営

指定管理者が地元商工会であることから、加盟

事業所によるＰＲや営業などの協⼒を得られや

すく、地域の特性を生かした運営をしている

が、老朽した設備の更新は厳しいため廃止まで

の指定管理を行う。

分類名 社会教育系施設(3)ホール施設

施設名 前沢ふれあいセンター

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

約10.5kmほど離れた市の中⼼部には、大・中

のコンサートホール機能を持つ奥州市文化会館

がある。大規模な催事は奥州市文化会館に集約

し、胆沢文化創造センターは地元志向の催事に

特化し、音響、照明施設は最低限の更新を図

る。耐用年数＋10年となる令和25年を目途に

機能は他施設を活用することとし、廃止を検討

する。

既存施設活用

廃止までは必要な点検と補修を行う。

管理・運営

図書館等との複合施設であり、単体施設と比較

すると施設構成上は効率化されているため、指

定管理者による運営を継続する。

分類名 社会教育系施設(3)ホール施設

施設名 胆沢文化創造センター

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 102.24

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 廃止 − −

建物等 維持 用途変更 − −

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 − −

建物管理 指定管理 指定管理 − −

サービス 減（㎡） 254.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 廃止

建物等 維持 維持 維持 解体撤去

更新内容 − − − −

維持内容 − − − 解体撤去

運営⼿法 直営→指定 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 直営→指定 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

水沢公園内の体育施設は、他施設と比較しても

利用に最も適した立地環境にある。陸上競技場

は廃止を検討することとし、水沢体育館と水沢

武道館を統合した新施設の建設用地にするな

ど、有効活用に資する用途変更について検討す

る。

既存施設活用

用途変更までは事後保全を基本とする。

管理・運営

分類名 スポーツ施設【陸上競技場】

施設名 水沢公園陸上競技場

総合評価
廃止 延床面積

増減用途変更

ブロック圏拠点施設

用途変更までは公募による指定管理を維持す

る。

供給量適正化

市内４か所（水沢、江刺、前沢、胆沢）のうち

水沢と江刺は廃止を検討し、他の2か所は残

す。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とする。

管理・運営

現在は直営管理となっているが、令和５年度更

新の江刺中央体育館等に係る指定管理の更新時

期に当該施設を組み入れることを検討する。

分類名 スポーツ施設【陸上競技場】

施設名 江刺中央運動公園陸上競技場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 屋根、弱電 − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

牛まつり、花火大会などの大型イベントの会場

としても需要があり、活用度が高い。このエリ

アを市内のスポーツ振興拠点として、また大型

イベントの集約・誘致拠点に位置づけることか

ら、海洋センター、野球場とともに拡張を図っ

ていく。本施設は令和14年（耐用年数＋10年）

を目途に更新する。ただし、奥州市ハザード

マップにおいて浸水想定区域（5.0ｍ以上）と

なっていることから、更新のあり方は慎重に検

討する。

既存施設活用

更新までは事後保全を基本とし、更新後は計画

的に維持する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【陸上競技場】

施設名 前沢いきいきスポーツランド多目的グラウンド

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

市内４か所（水沢、江刺、前沢、胆沢）のうち

水沢と江刺は廃止を検討し、、他の2か所は残

す。

既存施設活用

必要な点検と補修を行い、計画期間内は更新し

ない。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【陸上競技場】

施設名 胆沢陸上競技場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 広域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 用途変更

更新内容 − − − −

維持内容 − − − 用途変更

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 譲渡 − − −

更新内容 譲渡 − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 − − − −

建物管理 − − − −

供給量適正化

ふれあいの丘公園内にある奥州市総合体育館を

含め、現在の施設は交通の便が悪く、周辺環境

が良いとは言えないため、過大なランニングコ

ストを要する施設は事後保全とし更新しない。

多目的運動広場は維持するが、他の敷地につい

てはスポーツの枠にとらわれない利用形態を検

討する。

既存施設活用

計画期間内は更新せず、事後保全を基本とす

る。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】

施設名 奥州市ふれあいの丘公園多目的運動広場

総合評価
継続 延床面積

増減用途変更

広域拠点施設

供給量適正化

平成29年用途廃止。隣接企業に譲渡。

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】

施設名 水沢サンスポーツランド多目的グラウンド

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 譲渡 − − −

更新内容 譲渡 − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 廃止 − − −

建物管理 譲渡 − − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

旧東水沢中学校体育館とともに資産価値の高い

土地であるため、売却に向けた検討を進める。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは市直営の管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】

施設名 旧東水沢中学校運動場

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

今後も安定した利用が見込まれることからサー

ビスの提供及び施設の供用を維持する。

既存施設活用

計画期間内は更新せず、事後保全を基本とす

る。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】

施設名 江刺カルチュアパーク多目的広場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 直営

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】

施設名 前沢いきいきスポーツランド多目的グラウンド(再掲)

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

今後も安定した利用が見込まれることからサー

ビスの提供及び施設の供用を維持する。

既存施設活用

適正な芝生管理により施設を維持する。

管理・運営

直営による管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】

施設名 胆沢川桜づつみ広場多目的広場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設

※前沢いきいきスポーツランド陸上競技場

と同一敷地であることからスポーツ施設

【陸上競技場】を参照のこと
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 − − − −

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 − − −

建物管理 指定管理 − − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 その他施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 用途変更

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

ふれあいの丘公園内施設は一体的な計画で用途

変更を検討する。パークゴルフ場については、

競技人口や利用者等の動向により維持⼜は用途

変更を検討する。

既存施設活用

計画期間内は更新せず、事後保全を基本とす

る。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【パークゴルフ場】

施設名 奥州市ふれあいの丘公園パークゴルフ場

総合評価
継続 延床面積

増減用途変更

市域拠点施設

供給量適正化

次期指定管理期間の終期（令和５年３月）を

もって廃止を検討する。併せて土地の売却につ

いて検討を進める。

既存施設活用

廃止までの間は、計画的な点検と補修を行い維

持する。

管理・運営

管理・運営方法について直営も含め検討する。

分類名 スポーツ施設【多目的運動広場・グラウンド】

廃止

施設名 前沢スポーツセンターグラウンド

総合評価
延床面積

増減解体撤去

その他施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 屋根、弱電 − 屋根、弱電 −

運営⼿法 直営 直営 直営 直営

建物管理 直営 直営 直営 直営

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 − −

建物等 維持 維持 − −

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 − −

建物管理 指定管理 指定管理 − −

供給量適正化

今後も安定した利用が見込まれることからサー

ビスの提供及び施設の供用を維持する。

既存施設活用

適正な芝生管理により施設を維持する。

管理・運営

直営による管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【パークゴルフ場】

施設名 胆沢川桜づつみ広場グラウンドゴルフ場兼パークゴルフ場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

牛まつり、花火大会などの大型イベントの会場

としても需要があり、活用度が高い。このエリ

アを市内のスポーツ振興拠点として、また大型

イベントの集約・誘致拠点に位置づけることか

ら、海洋センター、野球場とともに拡張を図っ

ていく。ただし本施設は令和14年（耐用年数＋

10年）を目途に廃止を検討する。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とし維持する。

管理・運営

廃止までは公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【パークゴルフ場】

施設名 前沢いきいきスポーツランドパークゴルフ場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 大規模改修 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

水沢公園内の体育施設は、他施設と比較しても

利用に最も適した立地環境にある。今後も安定

した利用が見込まれることから維持する。

既存施設活用

人工芝張替後20年が経過する令和20年度を目途

に改修を行う。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【テニスコート】

施設名 水沢公園テニスコート

総合評価
継続 延床面積

増減維持

市域拠点施設

供給量適正化

今後も安定した利用が見込まれることからサー

ビスの提供及び施設の供用を維持する。

既存施設活用

建設後40年を経過する令和20年度を目安に改修

を行う。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【テニスコート】

施設名 江刺カルチュアパークテニスコート

総合評価
継続 延床面積

増減大規模改修

市域拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 廃止 − −

建物等 維持 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 − −

建物管理 指定管理 指定管理 − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

牛まつり、花火大会などの大型イベントの会場

としても需要があり、活用度が高い。このエリ

アを市内のスポーツ振興拠点として、また大型

イベントの集約・誘致拠点に位置づけることか

ら、海洋センター、野球場とともに拡張を図っ

ていく。本施設は令和14年（耐用年数＋10年）

を目途に更新する。ただし、奥州市ハザード

マップにおいて浸水想定区域（5.0ｍ以上）と

なっていることから、更新のあり方は慎重に検

討する。

既存施設活用

更新までは事後保全を基本とし、更新後は計画

的に維持する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【テニスコート】

施設名 前沢いきいきスポーツランドテニスコート

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

市域拠点施設

供給量適正化

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センターの機能強化・建替えに

合わせ、本施設機能は海洋センターに集約す

る。令和14年度を目途に機能移転するものと

し、それまでの間は点検・補修のみを行い、機

能を維持する。なお廃止後、既存施設は解体撤

去し、隣接の前沢小学校用地としての活用を模

索する。

既存施設活用

機能移転までは事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【テニスコート】

施設名 前沢グリーンアリーナテニスコート

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） 43.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 廃止

建物等 維持 維持 維持 解体撤去

更新内容
大規模改修

（表層入替）
− − −

維持内容 −

屋根、外壁、

内装、弱電、

給排水

外壁 解体撤去

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

点検・補修のみを行い、機能を維持する。

既存施設活用

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【テニスコート】

施設名 胆沢農村広場テニスコート

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

市内の野球場については、稼働率の向上と集約

を図るため、現状の６野球場（水１、江２、前

１、胆１、衣１）を半分に減らし、前沢いきい

きスポーツランド野球場を機能強化施設、江刺

中央運動公園野球場及び胆沢野球場を存続させ

る施設として位置づけ、本野球場は、大規模改

修後30年が経過する令和29年度を目途に廃止を

検討する。

既存施設活用

第１期に大規模改修を行い、用途変更までは事

後保全を基本とする。

管理・運営

用途変更までは公募による指定管理を維持す

る。

分類名 スポーツ施設【野球場】

施設名 水沢公園野球場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 319.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 譲渡 − − −

更新内容 譲渡 − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 − − − −

建物管理 − − − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 大規模改修 維持 維持

更新内容 − 大規模改修 − −

維持内容
外壁、内装、

給排水
外壁 −

屋根、外壁、

内装、弱電、

給排水

運営⼿法 直営→指定 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 直営→指定 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

平成29年用途廃止。隣接企業に譲渡

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【野球場】

施設名 水沢サンスポーツランド野球場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

市内４か所（水沢、江刺、前沢、胆沢）の陸上

競技場と野球場がセットで設置されているもの

のうち水沢は廃止を検討することとし、他の３

か所を残す。

既存施設活用

計画期間内で建物の法定耐用年（+10年）が経

過する令和8年には大規模改修が必要となるた

め、令和9年以降に大規模改修を行う。

管理・運営

現在は直営管理となっているが、令和５年度更

新の江刺中央体育館等に係る指定管理の更新時

期に当該施設を組み入れることを検討する。

分類名 スポーツ施設【野球場】

施設名 江刺中央運動公園野球場

総合評価
継続 延床面積

増減大規模改修

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 78.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 直営 − − −

建物管理 直営 − − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 建替え 維持 維持

更新内容 − 建替え − −

維持内容
外壁、内装、

給排水
− 外壁 屋根、弱電

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

老朽化による更新は行わず、令和４年（耐用年

数＋10年）を目途に廃止を検討する。廃止後の

サービスの提供は近隣の江刺中央運動公園野球

場を活用する。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは直営管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【野球場】

施設名 根岸公園野球場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

生活圏拠点施設

供給量適正化

牛まつり、花火大会などの大型イベントの会場

としても需要があり、活用度が高い。このエリ

アを市内のスポーツ振興拠点として、また大型

イベントの集約・誘致拠点に位置づけることか

ら、海洋センター、野球場とともに拡張を図っ

ていく。本施設は令和14年（耐用年数＋10年）

を目途に更新する。野球場にあっては、硬式野

球公式戦の開催が可能な高規格施設への更新を

検討する。ただし、奥州市ハザードマップにお

いて浸水想定区域（5.0ｍ以上）となっている

ことから、更新のあり方は慎重に検討する。

既存施設活用

計画的な点検と補修を行い維持する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【野球場】

施設名 前沢いきいきスポーツランド野球場

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 外壁 −

屋根、外壁、

内装、弱電、

給排水

外壁

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） 100.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 直営 − − −

建物管理 直営 − − −

供給量適正化

市内４か所（水沢、江刺、前沢、胆沢）の陸上

競技場と野球場がセットで設置されているもの

のうち水沢は廃止を検討することとし、他の３

か所を残す。

このうち前沢は機能強化し、江刺と胆沢は必要

な点検と補修を行い、計画期間内は更新しな

い。

既存施設活用

必要な点検と補修を行うが、計画期間内は更新

しない。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【野球場】

施設名 胆沢野球場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

市内の野球場については、稼働率の向上と集約

を図るため、現状の６野球場（水１、江２、前

１、胆１、衣１）を半分に減らし、前沢いきい

きスポーツランド野球場を機能強化施設、江刺

及び胆沢を存続させる施設として位置づけ、本

施設は、耐用年数が経過していることから令和

５年度を目途に廃止を検討する。

既存施設活用

廃止までまでは事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは直営管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【野球場】

施設名 衣川野球場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

生活圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 10,828.32

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 廃止

建物等 大規模改修 維持 維持 譲渡

更新内容 大規模改修 − − −

維持内容 屋根、弱電

外壁、内装、

強電、給排水、

空調、昇降機

屋根、外壁、弱

電、空調
−

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定→⺠営

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定→⺠営

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 建替え 維持 維持

更新内容 建替え − −

維持内容

屋根、外壁、

内装、強電、

弱電、給排水

− 外壁、空調 屋根、弱電

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

他の体育館と比較してコストが非常に高いうえ

に郊外にある施設であり利用の便が悪い。他施

設と比べ施設のポテンシャルは認めるが、40年

先を見越した計画を立てる際には、他の施設を

廃止してまで維持するべき施設としての優位性

はそれほど高くないと判断する。市⺠が愛着を

持ち、利用の便が良い郊内の施設を優先的に更

新するものとし、令和29年度以降を目途に売却

を含めた⺠間移譲の検討を進める。

既存施設活用

老朽化による更新は行わず、建築後25年経過時

を目途に大規模改修を計画するが、以降は事後

保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 奥州市総合体育館

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

広域拠点施設

供給量適正化

水沢公園内の体育施設は、他施設と比較しても

利用に最も適した立地環境にある。今後も安定

した利用が見込まれることから維持する。

既存施設活用

建物の法定耐用年（＋20年）を経過する令和12

年度を目途に更新する。建替え用地について

は、現在の陸上競技場等の位置を候補地とし、

水沢武道館の機能を集約した施設とする。完成

後、既存施設は解体撤去する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 水沢体育館

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 1,050.83

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 譲渡 − − −

更新内容 譲渡 − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 直営 − − −

建物管理 直営 − − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 大規模改修 維持 維持 建替え

更新内容 大規模改修 − − 建替え

維持内容 屋根、弱電

外壁、内装、

強電、給排水、

空調、昇降機

屋根、外壁、

弱電、空調
−

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

旧東水沢中学校グランドとともに資産価値の高

い土地であるため、売却に向けた検討を進め

る。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは市直営の管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 旧東水沢中学校体育館

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

立地的にも規模的にも、この地域の利用に適し

た施設であることから将来的な利用を図る。

既存施設活用

建築後25年経過時を目途に大規模改修を計画

し、法定耐用年（+10年）を経過する令和30年

を目途に更新を行う。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 江刺中央体育館

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

市域拠点施設
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サービス 減（㎡） 3,047.54

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 廃止

建物等 維持 維持 維持 解体撤去

更新内容 大規模改修 − − −

維持内容 屋根、弱電
外壁、内装、

強電、給排水

屋根、外壁、

弱電
解体撤去

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 建替え 維持 維持

更新内容 − 建替え − −

維持内容
外壁、内装、

強電、給排水
− 外壁、空調 屋根、弱電

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

今後の利用動向にもよるが、建物の法定耐用年

（+10年）までは維持し、経過後は廃止し解体

撤去、敷地は緑地公園等としての利用や譲渡、

売却等を検討する。

既存施設活用

建築後25年経過時を目途に大規模改修を計画す

るが、以降は事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 江刺⻄体育館

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

牛まつり、花火大会などの大型イベントの会場

としても需要があり、活用度が高い。このエリ

アを市内のスポーツ振興拠点として、また大型

イベントの集約・誘致拠点に位置づけることか

ら、海洋センター、野球場とともに拡張を図っ

ていく。本施設は令和14年（耐用年数＋10年）

を目途に更新する。ただし、奥州市ハザード

マップにおいて浸水想定区域（5.0ｍ以上）と

なっていることから、更新のあり方は慎重に検

討する。

既存施設活用

更新までは予防保全を基本とし、更新後は計画

的に維持する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 1,851.09

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 指定管理 − − −

建物管理 指定管理 − − −

サービス 減（㎡） 1,170.62

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 廃止 − −

建物等 維持 解体撤去 − −

更新内容 − − − −

維持内容

屋根、外壁、

内装、弱電、

給排水

解体撤去 − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 − −

建物管理 指定管理 指定管理 − −

供給量適正化

前沢Ｂ＆Ｇ海洋センターの機能強化・建替えに

合わせ、本施設機能は海洋センターに集約す

る。令和14年度を目途に機能移転を検討するも

のとし、それまでの間は点検・補修のみを行

い、機能を維持する。なお廃止後、既存施設は

解体撤去し、隣接の前沢小学校用地としての活

用を模索する。

既存施設活用

機能移転まで事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 前沢グリーンアリーナ

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

その他施設

供給量適正化

次期指定管理期間の終期（令和５年３月）を

もって廃止を検討する。併せて土地の売却につ

いて検討を進める。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とする。

管理・運営

管理・運営方法について直営も含め検討する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 前沢スポーツセンター体育館

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

その他施設

 



- 78 - 

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 大規模改修 維持 維持

更新内容 − 大規模改修 − −

維持内容
屋根、外壁、

弱電
− −

屋根、外壁、

弱電

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） 1,660.47

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 廃止 −

建物等 維持 維持 解体撤去 −

更新内容 − − − −

維持内容
屋根、外壁、

弱電
− 解体撤去 −

運営⼿法 直営 直営 直営 −

建物管理 直営 直営 直営 −

供給量適正化

立地的にも規模的にも、この地域の利用に適し

た施設であることから将来的な利用を図る。令

和18年（耐用年数＋10年）を目途に大規模改修

を行う。

既存施設活用

建築後40年が経過しているため、大規模改修が

必要となる。以降の計画期間は事後保全を基本

とする。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 胆沢総合体育館

総合評価
継続 延床面積

増減大規模改修

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

建物の老朽化が進み、稼働率も低めで推移して

いることから、令和19年（耐用年数＋10年）を

目途に廃止を検討する。

既存施設活用

廃止までは事後保全により維持するが更新は行

わない。

管理・運営

廃止までは直営管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【体育館】

施設名 衣川社会体育館

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） 1,446.99

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （複合化・機能移転等）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 −

解体撤去

（他施設への

複合化・機能

移転）

− −

維持内容
屋根、外壁、

弱電
− − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） 883.25

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 廃止 −

建物等 大規模改修 維持 譲渡 −

更新内容 大規模改修 − 譲渡 −

維持内容 屋根、弱電
外壁、内装、

給排水

屋根、外壁、

弱電
−

運営⼿法 直営 直営 直営 −

建物管理 直営 直営 直営 −

供給量適正化

計画的な点検と補修を行い維持するが、更新は

行わない。将来的には、更新する水沢体育館に

機能を集約する。

既存施設活用

令和12年度を目途に更新する水沢体育館に機能

を集約する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【武道館・弓道場・柔剣道場】

施設名 水沢武道館

総合評価
継続 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

建築後20年経過時を目途に大規模修繕を計画す

るものの、建物の法定耐用年（+10年）経過後

は廃止し、建物及び敷地一体での譲渡、売却等

を検討する。

既存施設活用

大規模改修を計画するが、そのほかは事後保全

を基本とする。

管理・運営

廃止までは直営管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【武道館・弓道場・柔剣道場】

施設名 江刺武道館

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 −
屋根、外壁、

弱電

屋根、外壁、

内装、弱電、

給排水

屋根、弱電

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 譲渡 − − −

更新内容 譲渡 − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 直営 − − −

建物管理 直営 − − −

供給量適正化

計画的な点検と補修を行い維持する。

既存施設活用

事後保全を基本とする。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【武道館・弓道場・柔剣道場】

施設名 水沢弓道場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【武道館・弓道場・柔剣道場】

施設名 根岸弓道場

総合評価
廃止 延床面積

増減譲渡

その他施設
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サービス 減（㎡） 464.56

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 直営 − − −

建物管理 直営 − − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 ブロック圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

老朽化が著しく、稼働率が低いことから早期に

廃止を検討する。

既存施設活用

廃止までの間は、計画的な点検と補修を行い維

持する。

管理・運営

廃止までは直営管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【武道館・弓道場・柔剣道場】

施設名 衣川柔剣道場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

その他施設

供給量適正化

計画的な点検と補修を行い維持する。

既存施設活用

事後保全を基本とする。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【相撲場】

施設名 水沢公園相撲場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

ブロック圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 − − − −

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 − − −

建物管理 指定管理 − − −

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

建築年次が不明であるが胆沢野球場と同時期の

建築と仮定すると、鉄骨造の法定耐用年数31年

は既に経過している。利用実績がほぼ皆無のた

め未来に向かって施設を維持する理由が見当た

らないため、早期の廃止を検討する。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とする。

管理・運営

管理・運営方法について直営も含め検討する。

分類名 スポーツ施設【相撲場】

施設名 胆沢農村広場相撲場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

生活圏拠点施設

供給量適正化

市内３か所（水沢、前沢、胆沢）のプールのう

ち胆沢は廃止し、他２か所を残す。当施設は、

市内唯一の50ｍ公認プールのため、必要な点検

と補修を行うことで維持する。今後の利用が著

しく低下する場合には、廃止に向けた検討を行

う。

既存施設活用

必要な点検と補修を行うことで維持する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【プール】

施設名 大鐘公園市⺠プール

総合評価
継続 延床面積

増減維持

市域拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 市域拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） 1,035.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 指定管理 − − −

建物管理 指定管理 − − −

分類名 スポーツ施設【プール】

施設名 前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター

総合評価
継続 延床面積

増減建替え

ブロック圏拠点施設

次期指定管理期間の終期（令和５年３月）を

もって廃止を検討する。併せて土地の売却につ

いて検討を進める。

既存施設活用

指定管理期間の終期（令和５年３月）をもって

廃止を検討する。併せて土地の売却について検

討を進める。

供給量適正化

牛まつり、花火大会などの大型イベントの会場

としても需要があり、活用度が高い。このエリ

アを市内のスポーツ振興拠点として、また大型

イベントの集約・誘致拠点に位置づけることか

ら、海洋センター、野球場とともに拡張を図っ

ていく。本施設は令和14年（耐用年数＋10年）

を目途に更新する。ただし、奥州市ハザード

マップにおいて浸水想定区域（5.0ｍ以上）と

なっていることから、更新のあり方は慎重に検

討する。

既存施設活用

更新までは予防保全を基本とし、更新後は計画

的に維持する。

管理・運営

公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【プール】

施設名 胆沢プール

管理・運営

管理・運営方法について直営も含め検討する。

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設

供給量適正化
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サービス 減（㎡） 1,115.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 廃止 − − −

建物管理 解体撤去 − − −

サービス 減（㎡） 590.00

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 （廃止）

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
廃止 − − −

建物等 解体撤去 − − −

更新内容 − − − −

維持内容 解体撤去 − − −

運営⼿法 指定管理 − − −

建物管理 指定管理 − − −

供給量適正化

平成29年用途廃止。

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【プール】

施設名 衣川温水プール

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

ブロック圏拠点施設

供給量適正化

利用実績及び管理状況を踏まえ、指定管理期間

の終期（令和５年３月）をもって廃止する。

既存施設活用

廃止までは事後保全を基本とする。

管理・運営

廃止までは非公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【その他】

施設名 梁川地区屋根付ゲートボール場

総合評価
廃止 延床面積

増減解体撤去

その他施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 生活圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 生活圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

地区住⺠の利用に供する施設であり、地区セン

ターと一体的に地元振興会が中⼼的役割を担い

管理から運営まで実践しているため維持する。

既存施設活用

計画的な点検と補修を行い維持する。

管理・運営

非公募による指定管理を維持する。

分類名 スポーツ施設【その他】

施設名 江刺愛宕地区総合運動場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

生活圏拠点施設

供給量適正化

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【その他】

施設名 藤里地区総合運動場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

非公募による指定管理を維持する。

計画的な点検と補修を行い維持する。

地区住⺠の利用に供する施設であり、地区セン

ターと一体的に地元振興会が中⼼的役割を担い

管理から運営まで実践しているため維持する。

生活圏拠点施設
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サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 生活圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 生活圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

既存施設活用

管理・運営

非公募による指定管理を維持する。

計画的な点検と補修を行い維持する。

分類名 スポーツ施設【その他】

施設名 梁川地区総合運動場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

供給量適正化

地区住⺠の利用に供する施設であり、地区セン

ターと一体的に地元振興会が中⼼的役割を担い

管理から運営まで実践しているため維持する。

生活圏拠点施設

供給量適正化

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【その他】

施設名 米里地区総合運動場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

非公募による指定管理を維持する。

計画的な点検と補修を行い維持する。

地区住⺠の利用に供する施設であり、地区セン

ターと一体的に地元振興会が中⼼的役割を担い

管理から運営まで実践しているため維持する。

生活圏拠点施設

 

  



- 87 - 

サービス 減（㎡） ―

建物等 増（㎡） ―

圏域区分 現在 計画後 生活圏拠点施設

区分 時期 2021(R3)〜 2027(Ｒ９)〜 2037(Ｒ19)〜 2047(Ｒ29)〜 具体策

サービス

提供
継続 継続 継続 継続

建物等 維持 維持 維持 維持

更新内容 − − − −

維持内容 − − − −

運営⼿法 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

供給量適正化

既存施設活用

管理・運営

分類名 スポーツ施設【その他】

施設名 広瀬地区総合運動場

総合評価
継続 延床面積

増減維持

地区住⺠の利用に供する施設であり、地区セン

ターと一体的に地元振興会が中⼼的役割を担い

管理から運営まで実践しているため維持する。

計画的な点検と補修を行い維持する。

非公募による指定管理を維持する。

生活圏拠点施設
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７ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

75,344.40 ㎡ 37,124.13 ㎡ 
▲38,220.27 ㎡ 

【▲50.7％】 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

27,344,573 千円 24,783,224 千円 
▲2,561,349 千円 

【▲9.3％】 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

25,179,336 千円 24,948,035 千円 
▲231,301 千円 

【▲0.9％】 

 



 

 

 

 

博物館の個別施設計画 

（案） 
 

                      

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

 

 

令和３年１月 

奥州市教育委員会事務局歴史遺産課 

 

 



はじめに 

 〇 博物館施設の現状 

本個別施設計画に記載する博物館施設は、実物資料や複製・模型資料等を所蔵し、教育的配慮に基づ

いて展示公開を行っている独立した施設であり、その内訳は教育機関２施設（奥州市牛の博物館、奥州

市埋蔵文化財調査センター）と市⻑の権限に属する公の施設１施設（奥州市消防記念館）、市⻑の権限

に属し教育委員会事務局に管理運営の事務が補助執行されている公の施設５施設（⾼野⻑英記念館、後

藤新平記念館、斎藤實記念館、奥州市武家住宅資料館、衣川歴史ふれあい館）です。 

全ての博物館施設が市町村合併前の旧市町村により建設されたもので、老朽化が進んでいます。ま

た、設置の経緯、規模および活動は施設毎に異なっています。 

平成７年(1995)に開館し、博物館法上の登録博物館である奥州市牛の博物館は、日本で唯一の牛に

関する専門博物館と前沢地域の郷土博物館としての機能を併せ持つ教育機関です。文化財の収蔵に適

した環境の収蔵庫を有していることから、合併後は奥州市の歴史資料の収蔵施設としての役割も担っ

ています。平成31年（2019）３月に空調設備の入替工事を実施し、常設展示室に加湿除湿装置を設置

したことで文化財等博物館資料の安全に配慮した活用が可能となりました。ただし、現在、企画展示室

として使用している部屋は防火区画ではなく、重要文化財を展示することはできません。 

平成５年（1993）に開館した奥州市埋蔵文化財調査センターは、市内の埋蔵文化財の調査研究と保

管及び公開を行う教育機関であり、指定管理によって施設の管理運営が行われています。国史跡胆沢城

跡について展示・説明しており、令和元年(2019)に供用を開始した胆沢城跡歴史公園を含む国指定史

跡「胆沢城跡」のガイダンス施設としての役割を担っています。市内全域から出土した遺物の保管施設

としては、既に収蔵のスペースが不足しており、胆沢総合支所の旧議場や衣川地域の旧給食センターに

保管せざるを得なくなっています。さらに、胆沢郷土資料館とえさし郷土文化館の収蔵庫や前沢文化財

整理室などに分散して保管している状況であり、今後、空調設備入替工事などの大規模改修が必要とな

っているほか、出土遺物を恒久的に保存可能な収蔵施設の確保が急務となっています。 

奥州市立記念館のうち、水沢地域出身の先人を顕彰している⾼野⻑英記念館、後藤新平記念館及び斎

藤實記念館は、すべて建設後40年を経過しており、老朽化が進んでいます。そのため、平成30年度に

⾼野⻑英記念館と後藤新平記念館の空調設備入替工事及び斎藤實記念館（図書庫）の屋上防水工事を行

ったほか、令和元年度には後藤新平記念館と斎藤實記念館（展示棟）の屋上防水工事を実施していま

す。また、文化財の保存活用を考慮して建てられた施設ではないことから、暖房稼働時に収蔵庫や展示

ケース内の壁面に結露が生じるなど温湿度の管理が非常に困難であるほか、収蔵スペースが不足して

いる状況で、博物館としての基本的な機能を備えていません。先人のゆかりの土地に建設されているた

め、駐車場が狭く離れており、大型バスの乗り入れにも支障を来たしています。 

平成15年に開館した菊田一夫記念館は、江刺に疎開したことがある劇作家菊田一夫の遺族とのご縁

で江刺岩谷堂地区の観光拠点として市が整備した施設ですが、建造物と敷地ともに個人から有償で借

用しています。平成13年に中善蔵の名称で市の有形文化財に指定されている煉⽡蔵を耐震補強して活

用している施設であり、管理棟は木造１階建の別棟が新設されました。 

奥州市武家住宅資料センター(平成５年開館)は、水沢地域に伝来する甲冑や火縄銃、庶⺠の生活用具



など城下町の様子を紹介する資料館で、文化財建造物である市指定「旧内田家住宅及び門」、県指定「武

家住宅(後藤新平旧宅)」、国指定「旧⾼橋家住宅」、国史跡「⾼野⻑英旧宅」を公開するための管理棟で

もあります。独自の収蔵庫を持たず、斎藤實記念館収蔵庫の一部を資料の保管場所としています。 

平成７年に開館した衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設）は、新山村振興農林漁業対策

事業によって建設した木造の施設で、法定耐用年数を既に超過しています。個人から有償で借用してい

る土地と市の所有地にまたがって建設されていますが、地盤沈下により建物に不陸が生じています。指

定管理者が展示室を歴史講談の会場に改造しており、各種団体の活動の場として利用されています。 

奥州市消防記念館は、昭和45年(1970)に設置された軽量鉄骨造りの建物で、水沢地域の消防活動に

係る資料を収蔵しています。危機管理課において日⾼火防祭で公開するほか、事前連絡による見学対応

を行っています。 

博物館相当施設・類似施設を含む博物館等の入館者は全国的にも減少傾向となっており、本個別施設

計画に記載する博物館施設の利用状況も同様の傾向にあります。その対策として、通常の見学利用に加

えて、各施設とも講演会や体験事業などの教育普及事業や出張事業などに積極的に取り組んでいます。 

なお、本個別施設計画の対象外ではありますが、ホール施設に区分されている胆沢文化創造センター

の中に複合施設として胆沢郷土資料館があり、さらに観光系施設に区分されている施設として、えさし

郷土文化館があります。両施設とも指定文化財を収蔵、展示しており、その施設のあり方については調

整を図る必要があります。 

 

〇 課題 

全ての博物館施設において老朽化が進んでおり、経年劣化等に伴う修繕費用が嵩むことが予想され

ることから、現状の全ての施設を今後維持することは困難です。一方で、博物館施設の設置者の責務と

して、文化財などの収蔵資料を保存して活用できる状態で後世に伝える必要があることから、施設を廃

止したとしても資料を引き継いで適切に保存する必要があります。 

しかしながら、奥州市牛の博物館の収蔵庫に余裕はなく、奥州市埋蔵文化財調査センターも既に新規

の出土遺物の収蔵が不可能な状態です。これらの教育機関を除く７施設についても、収蔵スペースの余

剰は無く、さらに建物の断熱が不十分なことから、屋内の相対湿度を一定に保つことが困難であり、文

化財の適切な保存環境とは言えない状況にあります。 

今後、博物館施設や設備の経年劣化等に伴う破損等が生じた場合、施設の性格、利用状況、市域全体

のバランスなどを勘案して施設集約と再配置を行う必要がありますが、資料を保存して後世に伝える

という博物館施設の基本的な機能を果たすため、文化財の保存環境と研究者の学術利用に考慮した収

蔵施設の整備が前提となります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、博物館施設に係る個別施設ご

との具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、総合管理計画の計画期間と同様に2021年度（令和３年度）から2056年度（令

和38年度）までの36年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「社会教育系施設」−中分類「博物

館施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末の施設の保有状況は次のとおりです。 

 

区分 施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

教育機関 
奥州市牛の博物館 1995 1,746.50 1,099,800 25 50 

奥州市埋蔵文化財調査センター 1992 1,755.94 505,583 28 50 

公の施設 

教育委員会 

補助執行 

⾼野⻑英記念館 1970 336.91 26,980 50 50 

後藤新平記念館 1978 502.32 102,051 42 50 

斎藤實記念館 1975 735.20 52,764 45 50 

菊田一夫記念館 2003 144.00 167,841 17 24 

奥州市武家住宅資料センター 1993 166.44 24,982 27 24 

衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設） 1995 488.58 181,672 25 24 

公の施設 奥州市消防記念館 1970 150.15 - 47 - 

合計 6,026.049 

 

 

 

 (2) 管理・運営の状況 

   平成26年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

 

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

実質負担額 

増減（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

奥州市牛の博物館 Ａ 

4,091 4,083 2,204 

11.9 17,684 17,385 17,409 

13,593 13,302 15,205 

奥州市埋蔵文化財調査 

センター 
Ｅ 

0 0 0 

0 34,731 34,727 34,734 

34,731 34,727 34,734 

⾼野⻑英記念館 Ａ 

202 226 310 

▲0.2 6,627 6,703 6,720 

6,425 6,477 6,410 
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後藤新平記念館 Ａ 

383 425 584 

▲7.9 6,509 6,195 6,224 

6,126 5,770 5,640 

斎藤實記念館 Ａ 

371 289 193 

4.6 6,818 6,922 6,941 

6,447 6,633 6,748 

菊田一夫記念館 Ａ 

0 0 0 

▲0.6 7,855 7,813 7,805 

7,855 7,813 7,805 

奥州市武家住宅資料セン

ター 
Ａ 

0 0 0 

 ▲5.2 12,352 12,300 11,709 

12,352 12,300 11,709 

衣川歴史ふれあい館 

（山村文化資源保存伝習施設） 
Ｅ 

0 0 0 

0.5 4,068 4,089 4,089 

4,068 4,089 4,089 

奥州市消防記念館 Ａ 

0 0 0 

0 5 5 5 

5 5 5 

合計 

5,047 5,023 3,291 

 97,124 96,614 96,111 

92,077 91,591 92,820 

 

【備考】管理・運営方式の説明 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 
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(3) 利用状況 

   平成26年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

奥州市牛の博物館 利用者数 

（人） 

13,940 13,102 15,900 14.1 

奥州市埋蔵文化財調査センター 12,233 8,133 10,241 ▲16.3 

⾼野⻑英記念館 2,287 2,336 2,278 ▲0.4 

後藤新平記念館 5,568 4,028 3,570 ▲35.9 

斎藤實記念館 4,065 2,767 1,852 ▲54.4 

菊田一夫記念館（管理棟） 2,567 2,569 2,500 ▲2.6 

奥州市武家住宅資料センター 6,779 6,811 5,707 ▲15.8 

衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設） 2,014 2,247 2,390 18.5 

奥州市消防記念館 40 40 40 0 

合計 49,803 42,242 44,618 ▲10.4 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計した平

成29年度以後40年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における平成29年度以後40年間の建替

え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開してい

る「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

奥州市牛の博物館 13,517 1,135,225 1,148,742 

奥州市埋蔵文化財調査センター 0 1,141,366 1,141,366 

⾼野⻑英記念館 1,852 218,991 220,843 

後藤新平記念館 1,202 326,508 327,710 

斎藤實記念館 3,617 477,880 481,497 

菊田一夫記念館（管理棟） 5,474 93,600 99,074 

奥州市武家住宅資料センター 4,001 108,186 112,187 

衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設） 0  317,577  317,577 

奥州市消防記念館 0 60,060 60,060 

合計 29,663 3,879,393 3,909,056 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

奥州市牛の博物館 10,378 52,478 42,100 1,515,600 

奥州市埋蔵文化財調査センター 0 104,192 104,192 3,750,912 

⾼野⻑英記念館 738 20,050 19,312 695,232 

後藤新平記念館 1,392 18,928 17,536 631,296 

斎藤實記念館 853 20,681 19,828 713,808 

菊田一夫記念館（管理棟） 0 23,473 23,473 845,028 

奥州市武家住宅資料センター 0 36,361 36,361 1,308,996 

衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設） 0 12,246 12,246 440,856 

奥州市消防記念館 0 15 15 200 

合計 13,361 288,424 275,063 9,901,928 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

   また、検討にあたっては、令和元年に実施した市⺠アンケート結果も参考にしています。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 40 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることと

なり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人

⼝、住⺠ニーズ、市行財政等）を十分に検証した上で、再配置を行います。 

〇特定の地域の住⺠・団体が主たる利用者の施設は、利用状況等を勘案し、廃止・取り壊しを

行います。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が⾼く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が⾼い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が⾼い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、生活を営む上での必要性は⾼いか 

市の施策を推進する上での必要性は⾼いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 
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代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

廃止 現在の建物等を廃止します。 
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オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

奥州市牛の博物館 存続 存続 継続 維持 

奥州市埋蔵文化財調査センター 施設機能強化 施設機能強化 追加 大規模改修 

⾼野⻑英記念館 サービス強化 サービス強化 廃止(統合) 解体撤去 

後藤新平記念館 サービス強化 サービス強化 廃止(統合) 解体撤去 

斎藤實記念館 サービス強化 サービス強化 廃止(統合) 解体撤去 

菊田一夫記念館 廃止・処分 廃止・処分 継続 廃止 

奥州市武家住宅資料センター 存続 存続 継続 維持 

衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設） サービス強化 廃止・処分 継続 廃止 

奥州市消防記念館 サービス強化 廃止・処分 廃止 解体撤去 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市埋蔵文化財調査センター 

総合評価 サービス 追加 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 追加 

建物等 維持 維持 維持 大規模改修 

延床面積増減 減（㎡） − 増（㎡） − 

供給量適正化

の具体策 

令和６年以降に空調設備の入替工事、令和 34 年（耐用年数＋10 年）を目途に

施設を大規模改修して施設の⻑寿命化を図ります。 

 

分類名 博物館施設 施設名 ⾼野⻑英記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 廃止 

建物等 維持 維持 維持 解体撤去 

延床面積増減 減（㎡） 336.91 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して収蔵資料(実物)を移管し

たのち、令和 34 年に現記念館を廃止（サービス統合）、解体撤去します。 

 



- 10 - 

分類名 博物館施設 施設名 後藤新平記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 廃止 

建物等 維持 維持 維持 解体撤去 

延床面積増減 減（㎡） 502.32 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して収蔵資料(実物)を移管し

たのち、令和 34 年に現記念館を廃止（サービス統合）、解体撤去します。 

 

分類名 博物館施設 施設名 斎藤實記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 廃止 

建物等 維持 維持 維持 解体撤去 

延床面積増減 減（㎡） 357.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して収蔵資料(実物)を移管し

たのち、令和 34 年に現記念館を廃止（サービス統合）、解体撤去します。 

斎藤實旧宅と書庫は、「齋藤子爵水沢文庫（図書閲覧所及び図書庫）」として国

の登録有形文化財原簿に登録し、歴史的建造物として保存活用を図ります。 

 

分類名 博物館施設 施設名 菊田一夫記念館 

総合評価 サービス 継続 建物等 廃止 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 廃止 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 144.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和７年(2025)を目途に収蔵資料を江刺地域内の施設に移管したのち、現記念

館を廃止（サービス統合）、事務棟を解体撤去します。展示棟は、個人が所有す

る市指定文化財であることから、サービス廃止後は所有者に返却します。 
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分類名 博物館施設 施設名 衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設） 

総合評価 サービス 継続 建物等 廃止 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 廃止 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 488.58 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和４年に廃止して令和 10 年（耐用年数＋10 年）を目途に解体撤去し、サー

ビスは他の複合施設に統合します。土地は借地であるため所有者に返却します。 

 

分類名 博物館施設 施設名 記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定） 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス  新規（継続） ― ― 

建物等  新築 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） 1,500.00 

供給量適正化

の具体策 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して記念館等の市が管理して

いる収蔵資料（実物）を移管して保存環境の改善を図るとともに一括管理による

資料活用の促進を推し進めます。 

  

分類名 博物館施設 施設名 白鳥舘遺跡ガイダンス施設 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 新規（継続） 継続 継続 継続 

建物等 新築 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） 50.00 

供給量適正化

の具体策 

「柳之御所・平泉遺跡群」として国史跡に指定されている白鳥舘遺跡のボラン

ティアガイド詰所（25 ㎡：コンテナーハウス、商業観光課所管）をガイダンス施

設として国庫補助を受けて新築します。 
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分類名 博物館施設 施設名 ⻑者ケ原廃寺跡ガイダンス施設 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 新規（継続） 継続 継続 継続 

建物等 新築 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） 50.00 

供給量適正化

の具体策 

「柳之御所・平泉遺跡群」として国史跡に指定されている⻑者ケ原廃寺跡のボ

ランティアガイド詰所（25 ㎡：コンテナーハウス、商業観光課所管）をガイダン

ス施設として国庫補助を受けて新築します。 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市消防記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 150.15 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和 10 年（水沢地域の記念館で最も新しい後藤新平記念館の耐用年数）を目

途に記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して収蔵資料を移管しま

す。建物は解体撤去します。 

 

 

(3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2017〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

奥州市牛の博物館 0 0 0 0 0 

奥州市埋蔵文化財調査センター 0 0 0 0 0 

⾼野⻑英記念館 0 0 0 ▲336.91 ▲336.91 

後藤新平記念館 0 0 0 ▲502.32 ▲502.32 

斎藤實記念館 0 0 0 ▲357.00 ▲357.00 

菊田一夫記念館 0 0 0 ▲144.00 ▲144.00 

奥州市武家住宅資料センター 0 0 0 0 0 

衣川歴史ふれあい館（山村文化資源保存伝習施設） 0 ▲488.58   ▲488.58 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）  1,500.00   1,500.00 

白鳥舘遺跡ガイダンス施設  50.00   50.00 

⻑者ケ原廃寺跡ガイダンス施設  50.00   50.00 

奥州市消防記念館 0 ▲150.15   ▲150.15 

合計  961.27  ▲1,340.23 ▲378.96 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇登録博物館として建設され、文化財等の資料を適切に保管・活用することが可能な構造と設

備を持つ奥州市牛の博物館の施設については、適切な修繕を行い、維持します。 

〇出土遺物を適切に保管・活用することが可能な構造と設備を持つ奥州市埋蔵文化財調査セン

ターの施設については、適切な修繕を行います。また、国史跡「胆沢城跡」のガイダンス施

設であることから令和６年以降に施設を大規模改修して⻑寿命化を図ります。 

〇市有形文化財旧内田家住宅などの管理棟である奥州市武家住宅資料センターについては、歴

史的建造物の維持管理に必要であることから、施設の適切な修繕を行い、維持します。 

〇その他の施設については、文化財等の資料を適切に保管・活用することが不可能であり、博

物館施設としては構造的な欠陥を持つことから、実物資料を新築する記念館統合・文化財収

蔵施設（名称未定）に移管した後は、最低限度の修理による維持とし、機能統合後に解体撤

去します。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 修繕 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 
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区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 

 

エ 更新・維持の優先順位 

不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更新・維持履歴や点検結果等による施設

の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しました。 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市牛の博物館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 空調機器入替 照明機器入替 

常設展示ﾘﾆｭｰｱﾙ 

 空調機器入替 

更新・維持の

具体策 

令和７年（開館から 30 年）を目途に照明機器の LED 化を行い、併せて常設展

示のリニューアルを行います。令和 30 年には空調機器が老朽化して限界を迎え

ることから入替を行います。その他の建物や設備については、必要な点検や補修

を行い維持に努めます。 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市埋蔵文化財調査センター 

総合評価 サービス 追加 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― 大規模改修 

維持内容 空調設備入替 ― ― 空調設備入替 

更新・維持の

具体策 

令和６年以降に空調設備の入替工事、令和 34 年（耐用年数＋10 年）を目途に

施設を大規模改修して施設の⻑寿命化を図ります。 
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分類名 博物館施設 施設名 ⾼野⻑英記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― 解体撤去 

維持内容 ― ― ―  

更新・維持の

具体策 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して収蔵資料(実物)を移管し

たのち、令和 34 年に現記念館を廃止（サービス統合）、解体撤去します。解体撤

去するまでの間、その他の建物や設備については、必要な点検や補修を行い維持

に努めます。 

 

分類名 博物館施設 施設名 後藤新平記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― 解体撤去 

維持内容 ガラス窓断熱化 ― ―  

更新・維持の

具体策 

結露が著しい窓ガラス等については早急に対策を行い、解体撤去するまでの

間、その他の建物や設備については、必要な点検や補修を行い維持に努めます。 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）新築後は収蔵資料(実物)を移管し、

廃止（サービス統合）します。 

 

分類名 博物館施設 施設名 斎藤實記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去・新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― 解体撤去 

維持内容 加湿除湿機設置 ― ―  

更新・維持の

具体策 

令和８年までには展示棟に加湿除湿機を設置します。記念館統合・文化財収蔵

施設（名称未定）新築後は収蔵資料(実物)を移管し、廃止（サービス統合）しま

す。解体撤去するまでの間、その他の建物や設備については、必要な点検や補修

を行い維持に努めます。 

斎藤實旧宅と書庫は、「齋藤子爵水沢文庫（図書閲覧所及び図書庫）」として国

の登録有形文化財原簿に登録し、歴史的建造物として保存活用を図ります。 
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分類名 博物館施設 施設名 菊田一夫記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 解体撤去(管理棟) 

返却（展示棟・土地） 

― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

令和７年(2025)を目途に収蔵資料を江刺地域内の施設に移管したのち、現記念

館を廃止（サービス統合）、事務棟を解体撤去します。 

 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市武家住宅資料センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 外壁修繕 ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

留守城下の展示・ガイダンス施設であり、市有形文化財旧内田家住宅などの管理

棟である奥州市武家住宅資料センターは、歴史的建造物の維持管理に必要である

ことから、施設の適切な修繕を行い、維持します。 

 

 

分類名 博物館施設 施設名 衣川歴史ふれあい館(山村文化資源保存伝習施設) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 解体撤去   

維持内容 ―    

更新・維持の

具体策 

令和４年に廃止して、令和 10 年（耐用年数＋10 年）を目途に解体撤去し、サ

ービスは他の複合施設と統合します。土地は借地のため所有者に返却します。 
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分類名 博物館施設 施設名 記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定） 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容    新築 

維持内容     

更新・維持の

具体策 

令和 34 年を目途に記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して記念

館等の市が管理している収蔵資料（実物）を移管して保存環境の改善を図るとと

もに一括管理による資料活用の促進を推し進めます。 

 

 

分類名 博物館施設 施設名 白鳥舘遺跡ガイダンス施設 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 新築    

維持内容     

更新・維持の

具体策 

現在、コンテナーハウスで仮設置しているボランティアガイド詰所を令和４年

度に国庫補助を受けて新築し、国史跡の公開を促進します。 

 

 

分類名 博物館施設 施設名 ⻑者ヶ原廃寺跡ガイダンス施設 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 新築    

維持内容     

更新・維持の

具体策 

現在、コンテナーハウスで仮設置しているボランティアガイド詰所を令和４年

度に国庫補助を受けて新築し、国史跡の公開を促進します。 

 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市消防記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 解体撤去   

維持内容 ―    

更新・維持の

具体策 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築して収蔵資料を移管します。

建物は解体撤去します。 
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(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R３)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

奥州市牛の博物館 

 

更新 86,869 420,120 270,000 0 776,989 

維持 178,174 56,019 34,261 196,514 464,968 

奥州市埋蔵文化財 

調査センター 

更新 0 509,225 0 0 509,225 

維持 247,051 25,781 43,340 270,007 586,179 

⾼野⻑英記念館 更新 0 0 0 0 0 

維持 132 45,365 ７632 4,174 55,303 

後藤新平記念館 更新 0 0 0 0 0 

維持 11,261 350 67,660 210 79,481 

斎藤實記念館 更新 0 0 0 0 0 

維持 252 46,815 380 7,851 55,298 

菊田一夫記念館 更新 0 0 0 0 0 

維持 5,714 120 7,622 72 13,528 

奥州市武家住宅資料

センター 

更新 0 0 0 0 0 

維持 66 20,249 110 15,256 35,681 

衣川歴史ふれあい館

(山村文化資源伝習施設) 

更新 0 0 0 0 0 

維持 66 20,249 110 15,256 35,681 

記念館統合・文化財

収蔵施設（名称未定） 

更新 0 1,000,000 0 0 1,000,000 

維持 0 0 2,000 2,000 4,000 

白鳥舘遺跡ガイダン

ス施設 

更新 32,000    32,000 

維持  1,000 1,000 1,000 3,000 

⻑者ヶ原廃寺跡ガイ

ダンス施設 

更新 32,000    32,000 

維持  1,000 1,000 1,000 3,000 

奥州市消防記念館 更新 0 0 0 0 0 

維持 0 0 0 0 0 

合計 
更新 150,869 1,929,345 270,000 0 

3,688,333 
維持 442,716 216,948 165,115 513,340 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇文化財などの収蔵資料を保存して活用できる状態で後世に伝える必要があり、博物館施設の

管理・運営は、指定管理者制度にそぐわないことから、直営で管理し、従来どおり清掃等の

業務委託をしてまいります。業務内容の検証、見直しを行い、適正かつ効率的な管理・運営

に努めます。 

   

イ 管理・運営の区分 

 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 
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区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各 10

年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市牛の博物館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

奥州市唯一の登録博物館として、資料の収集・保管、展示・公開、教育普及活動

及び調査研究等については、引き続き直営で行います。建物についても、直営で

適切な管理を行ってまいりますが、設備点検や清掃業務など一部の施設管理を⺠

間業者に委託します。 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市埋蔵文化財調査研究センター 

総合評価 サービス 追加 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

国史跡胆沢城跡のガイダンス施設として活用を促進し、市が所有する出土遺物の

保存管理を適切に行うことが可能と認められる団体があることから、サービスの

提供を指定管理で行います。建物の管理についても指定管理者が行うものとしま

すが、一件 10 万円以上の修繕については直営で行うものとします。 
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分類名 博物館施設 施設名 ⾼野⻑英記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 廃止 

建物管理 直営 直営 直営 解体撤去 

管理運営の具

体策 

既に必要最低限度の経費でサービス提供と建物管理を行っており、指定管理制度

の導入が困難であることから、令和 34 年のサービス廃止(統合)まで直営で管

理・運営を行います。 

 

分類名 博物館施設 施設名 後藤新平記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 廃止 

建物管理 直営 直営 直営 解体撤去 

管理運営の具

体策 

既に必要最低限度の経費でサービス提供と建物管理を行っており、指定管理制度

の導入が困難であることから、令和 34 年のサービス廃止(統合)まで直営で管

理・運営を行います。 

 

分類名 博物館施設 施設名 斎藤實記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 廃止 

建物管理 直営 直営 直営 解体撤去 

管理運営の具

体策 

既に必要最低限度の経費でサービス提供と建物管理を行っており、指定管理制度

の導入が困難であることから、令和 34 年のサービス廃止(統合)まで直営で管

理・運営を行います。 

 

分類名 博物館施設 施設名 菊田一夫記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止   

建物管理 直営 解体撤去   

管理運営の具

体策 

既に必要最低限度の経費でサービス提供と建物管理を行っており、指定管理制度

の導入が困難であることから、令和 34 年のサービス廃止(統合)まで直営で管

理・運営を行います。 
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分類名 博物館施設 施設名 奥州市武家住宅資料センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

指定文化財等の建造物の管理及びガイダンス施設として、引き続き直営で管理・

運営を行います。 

 

分類名 博物館施設 施設名 衣川歴史ふれあい館(山村文化資源保存伝習施設) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 廃止   

建物管理 指定管理 解体撤去   

管理運営の具

体策 

令和４年（耐用年数＋10 年）を目途に廃止して令和 10 年までに解体撤去し、サ

ービスは他の複合施設と統合します。それまで、管理・運営は指定管理で行いま

す。 

 

分類名 博物館施設 施設名 記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定） 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス    直営 

建物管理    直営 

管理運営の具

体策 

記念館統合・文化財収蔵施設（名称未定）を新築し、記念館等の市が管理してい

る収蔵資料（実物）を移管して保存環境の改善を図るとともに、一括管理による

資料活用の促進を推し進めます。 

 

分類名 博物館施設 施設名 白鳥舘遺跡ガイダンス施設 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

現在、コンテナーハウスで仮設置しているボランティアガイド詰所を令和４年度

に国庫補助を受けて新築し、国史跡の公開を促進します。管理・運営は直営で行

います。 
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分類名 博物館施設 施設名 ⻑者ケ原廃寺跡ガイダンス施設 

総合評価 サービス 新規（継続） 建物等 新築 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス  直営 直営 直営 

建物管理  直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

現在、コンテナーハウスで仮設置しているボランティアガイド詰所を令和４年度

に国庫補助を受けて新築し、国史跡の公開を促進します。管理・運営は直営で行

います。 

 

分類名 博物館施設 施設名 奥州市消防記念館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止   

建物管理 直営 解体撤去   

管理運営の具

体策 

令和 10 年（耐用年数＋10 年）を目途に廃止して解体撤去し、サービスは他の複

合施設と統合します。それまで、管理・運営は管理担当課で行います。 
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(3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

奥 州 市 牛 の

博物館 

20,800 280,667 259,867 26,00

0 

280,667 254,667 46,800 561,334 509,334 

奥州市埋蔵文化

財調査センター 

0 694,614 694,614 0 694,613 694,613 0 1,389,227 1,389,227 

⾼ 野 ⻑ 英 記

念館 

3,840 128,747 124,907 4,800 128,747 123,947 8,640 257,494 247,894 

後 藤 新 平 記

念館 

6,080 116,907 110,827 7,600 116,907 109,307 13,680 233,814 218,614 

斎 藤 實 記 念

館 

3,520 132,187 128,667 4,400 132,187 127,787 7,920 

 

264,374 255,574 

菊 田 一 夫 記

念館 

0 156,487 156,487 0 156,487 156,487 0 312,974 312,974 

奥州市武家住宅

資料センター 

240 242,407 242,167 300 242,407 242,107 540 484,814 484,214 

衣川歴史ふれあい

館（山村文化資源保存伝習

施設） 

0 48,984 48,984 0 0 0 0 48,984 48,984 

記念館統合・文

化財収蔵施設

（名称未定） 

0 126,000 126,000 0 280,000 280,000 0 406,000 406,000 

白鳥舘遺跡ガ

イダンス施設 

0 77,220 77,220 0 102,960 102,960 0 180,180 180,180 

⻑者ケ原廃寺跡

ガイダンス施設 

0 77,220 77,220 0 102,960 102,960 0 180,180 180,180 

奥州市消防記

念館 

0 60 60 0 0 0 0 60 60 

合計 34,480 2,081,500 2,047,020 43,100 2,246,513 2,203,413 77,580 4,328,013 4,250,433 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

6,026.04 ㎡ 5,647.08 ㎡ ▲378.96 ㎡【▲6.2％】 

主な要因 

〇譲渡、解体撤去による減  ▲378.96 ㎡ 

〇新築による増         1,600 ㎡ 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

3,909,056 千円 3,688,333 千円 ▲220,723 千円【▲5.6％】 

主な要因 

〇廃止、解体撤去による費用の減        ▲220,723 千円 

〇老朽化による維持費用の増          1,338,119 千円 

〇新築、解体撤去、耐震化による付帯費用の増  2,350,214 千円 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

9,901,928 千円 4,250,433 千円 ▲5,651,495 千円【▲57.0％】 

主な要因 

〇供給量の適正化（廃止／解体撤去等）   ▲48,984 千円 

○新築による増              766,360 千円 

 



  

 

 

 

 

 

工業施設及び勤労者施設 

個別施設計画（案） 

                    

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 商工観光部 企業振興課 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、産業系施設に係る個別施設ご

との具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設のうち 

大分類「産業計系施設」―中分類「産業系施設」―小分類「工業施設」 

〃      ―    〃     ―小分類「産業振興施設」 

         〃      ―中分類「勤労者福祉施設」 

大分類「その他」 

に分類された施設のうち、企業振興課所管の「産業系施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設保有状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

衣川下請等施設 池田① S58 494.63 
21,390 

37 27 

同 池田② S58 181.63 37 27 

同 池田③ S59 182.18 39,902 36 27 

同 九輪堂① S58 1,159.15 

10,855 

37 34 

同 九輪堂② H01 342.50 31 34 

同 九輪堂③ H01 369.33 31 27 

前沢勤労者研修センター H12 464.13 ― 20 34 

江刺産業技術交流センター H08 785.65 14,445 24 34 

奥州市鋳物技術交流センター H13 1,508.85 286,023 19 38 

奥州市伝統産業会館 S60 919.10 160,620 35 50 

奥州市勤労⻘少年ホーム S47 915.54 41,200 48 47 

同 江刺サテライト S48 847.00 41,680 47 38 

同 胆沢サテライト S49 637.19 41,200 46 47 

水沢勤労者体育館 S58 469.00 60,575 37 47 

胆江地域職業訓練センター H06 1,195.30 ― 26 47 

奥州市技能訓練センター S44 871.00 10,000 51 38 

流通団地交流センター S57 897.33 11 38 47 

合計 12,239.51  
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(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。 

注意１：管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

注意２：衣川下請等施設池田①〜③、衣川下請等施設九輪堂①〜③、奥州市勤労⻘少年ホーム・同江刺サテラ 

イト・同胆沢サテライトの管理・運営費については、費用の総額を床面積でそれぞれ按分し算出して 

おります。 

 

 施設名 
管理運
営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 
増減率 
（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 
実質負担額 実質負担額 実質負担額 

衣川下請等施設 
池田① 

A 
608 717 708 

▲81.5 543 746 696 
▲65 29 ▲12 

衣川下請等施設 
池田② 

A 
224 264 261 

▲79.2 200 275 256 
▲24 11 ▲5 

衣川下請等施設 
池田③ 

A 
224 263 261 

▲80.0 199 275 256 
▲25 12 ▲5 

衣川下請等施設 
九輪堂① 

A 
1,024 999 999 

▲8.1 714 704 714 
▲310 ▲295 ▲295 

衣川下請等施設 
九輪堂② 

A 
302 295 295 

▲7.7 211 208 211 
▲91 ▲87 ▲84 

衣川下請等施設 
九輪堂③ 

A 
326 317 317 

▲9.1 227 224 227 
▲99 ▲93 ▲90 

前沢勤労者研修センター E 
0 0 0 

▲2.4 1,834 1,790 1,790 
1,834 1,790 1,790 

江刺産業技術交流センタ
ー 

E 
0 0 0 

5.7 3,887 4,057 4,107 
3,887 4,057 4,107 

奥州市鋳物技術交流セン
ター 

A 
1,365 1,323 1,341 

▲3.3 6,427 6,095 6,235 
5,062 4,772 4,894 

奥州市伝統産業会館 E 
0 0 0 

3.0 6,103 6,103 6,285 
6,103 6,103 6,285 

奥州市勤労⻘少年ホーム E 
0 0 0 

▲1.6 9,360 9,264 9,207 
9,360 9,264 9,207 

同 江刺サテライト E 
0 0 0 

▲1.6 8,609 8,560 8,508 
8,609 8,560 8,508 

同 胆沢サテライト E 
0 0 0 

▲1.6 6,493 6,426 6,387 
6,493 6,426 6,387 
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水沢勤労者体育館 E 
0 0 0 

4.3 953 976 994 
953 976 994 

胆江地域職業訓練センタ
ー 

K 
0 0 0 

0.0 1,450 1,450 1,450 
1,450 1,450 1,450 

奥州市技能訓練センター K 
0 0 0 

0.0 0 0 0 
0 0 0 

流通団地交流センター K 
0 0 0 

0.0 304 304 304 
304 304 304 

合計 
4,073 4,178 4,182 

0.0 47,554 47,457 47,627 
43,481 43,279 43,445 

 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） あり 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 
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(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

衣川下請等施設 池田① 

企業数

（社） 

1 1 1 0.0 

同 池田② 1 1 1 0.0 

同 池田③ 1 1 1 0.0 

同 九輪堂① 1 1 1 0.0 

同 九輪堂② 1 1 1 0.0 

同 九輪堂③ 2 2 2 0.0 

前沢勤労者研修センター 

利用者数 

（人） 

8,329 9,672 9,084 9.1 

江刺産業技術交流センター 5,008 4,804 4,545 ▲9.2 

奥州市鋳物技術交流センター 3,012 3,032 3,709 23.1 

奥州市伝統産業会館 2,577 2,503 4,641 80.1 

奥州市勤労⻘少年ホーム 10,462 9,730 9,637 ▲7.9 

同 江刺サテライト 8,030 9,372 8,706 8.4 

同 胆沢サテライト 2,810 6,332 6,108 117.4 

水沢勤労者体育館 9,562 11,367 10,405 8.9 

胆江地域職業訓練センター 20,109 23,765 22,811 13.4 

奥州市技能訓練センター 不明 不明 不明 不明 

流通団地交流センター 1,229 1,595 1,444 17.5 
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(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

 分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

衣川下請等施設 池田① 0 321,510 321,510 

同 池田② 0 118,060 118,060 

同 池田③ 0 118,417 118,417 

同 九輪堂① 8,856 753,448 762,304 

同 九輪堂② 2,592 222,625 225,217 

同 九輪堂③ 2,808 239,850 242,658 

前沢勤労者研修センター 7,632 301,685 309,317 

江刺産業技術交流センター 0 510,673 510,673 

奥州市鋳物技術交流センター 301,932 980,753 1,282,685 

奥州市伝統産業会館 19,044 597,415 616,459 

奥州市勤労⻘少年ホーム 0 0 0 

同 江刺サテライト 432 0 432 

同 胆沢サテライト 0 0 0 

水沢勤労者体育館 0 238,080 238,080 

胆江地域職業訓練センター 4,536 776,945 781,481 

奥州市技能訓練センター 0 566,150 566,150 

流通団地交流センター 0 583,265 583,265 

合計 347,832 6,328,876 6,676,708 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

衣川下請等施設 池田① 2,033 1,985 ▲48 ▲576 

同 池田② 749 731 ▲18 ▲216 

同 池田③ 748 730 ▲18 ▲216 

同 九輪堂① 3,022 2,132 ▲890 ▲10,656 

同 九輪堂② 892 630 ▲262 ▲3,132 

同 九輪堂③ 960 678 ▲282 ▲3,384 

前沢勤労者研修センター 0 5,414 5,414 64,980 

江刺産業技術交流センター 0 12,051 12,051 144,612 

奥州市鋳物技術交流センター 4,029 18,757 14,728 176,724 

奥州市伝統産業会館 0 18,491 18,491 221,904 

奥州市勤労⻘少年ホーム 0 27,831 27,831 333,972 

同 江刺サテライト 0 25,717 25,717 308,592 

同 胆沢サテライト 0 19,306 19,306 213,660 

水沢勤労者体育館 0 2,923 2,923 35,064 

胆江地域職業訓練センター 0 4,350 4,350 52,200 

奥州市技能訓練センター 0 0 0 0 

流通団地交流センター 0 912 912 10,944 

合計 12,433 142,638 130,205 1,544,472 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。 

   

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることと

なり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人

⼝、住⺠ニーズ、市⾏財政等）を⼗分に検証した上で、再配置を⾏います。 

〇特定の地域の住⺠・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移⾏を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価（令和 38 年度末) 

サービス 建物等 

衣川下請等施設 池田① サービス強化 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

同 池田② サービス強化 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

同 池田③ サービス強化 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

同 九輪堂① サービス強化 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

同 九輪堂② サービス強化 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

同 九輪堂③ サービス強化 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

前沢勤労者研修センター サービス強化 サービス強化 継続 大規模改修 

江刺産業技術交流センター サービス強化 サービス強化 継続 大規模改修 

奥州市鋳物技術交流センター 施設機能強化 サービス強化 継続 大規模改修 

奥州市伝統産業会館 存続 サービス強化 継続 大規模改修 

奥州市勤労⻘少年ホーム 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

同 江刺サテライト 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去 

同 胆沢サテライト 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

水沢勤労者体育館 存続 存続 継続 大規模改修 

胆江地域職業訓練センター 存続 存続 継続 大規模改修 

奥州市技能訓練センター 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去 

流通団地交流センター 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡･解体撤去 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 池田① 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 494.63 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 
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分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 池田② 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 181.63 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 池田③ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 182.18 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 九輪堂① 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 1,159.15 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 
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分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 九輪堂② 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 342.50 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 九輪堂③ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 369.33 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 産業振興施設 施設名 前沢勤労者研修センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

企業の研修の場や地域の諸団体の交流の場となっていることから施設の必要性

は高いと思われる。 

施設を安全かつ適正に維持管理するため計画的な補修・修繕を実施するととも

に、施設の⻑寿命化のため令和 15 年度に大規模改修を予定するが、個別施設計

画期間の終期である令和 38 年以後は更新しない。 
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分類名 産業振興施設 施設名 江刺産業技術交流センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

立地企業と地域企業の技術交流や従業員の技術研修促進の観点から必要な施設

であり、新工業団地の建設が進められた場合には更に重要性が増すと思われる。 

施設を安全かつ適正に維持管理するため計画的な補修・修繕を実施するととも

に、施設の⻑寿命化のため令和 11 年度に大規模改修を予定する。 

なお、類似施設として水沢職業訓練協会が管理する胆江地域職業訓練センター

があるため、将来的には施設利用状況（地域ニーズ）等の動向をみながら施設の

あり方を考える必要がある。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 奥州市鋳物技術交流センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

岩手大学、水沢鋳物工業協同組合のほか、鋳物関連企業で組織する⺠間の研究

団体いわて鋳造研究会とも連携し産学官連携事業を数多く実施するなど鋳物産地

を支援する拠点施設となっている。 

施設を安全かつ適正に維持管理するため計画的な補修・修繕を実施するととも

に、施設の⻑寿命化のため令和 16 年度に大規模改修を予定する。 

なお、市内関連施設等の機能集約・複合化を進める上で拠点となる重要な施設

であると判断されるため、産業支援の中核的な役割を担う施設として将来のあり

方を検討していく。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 奥州市伝統産業会館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

市の代表的特産品である南部鉄器の重要な学習や観光の拠点となっており、施

設の必要性は高いと思われる。 

施設を安全かつ適正に維持管理するため計画的な補修・修繕を実施するととも

に、施設の⻑寿命化のため令和８年度に大規模改修を予定する。 

今後、地場産業の健全な発展と伝統的工芸品産業の振興に資する施設として、

機能強化を含め施設のあり方を考える必要がある。 



- 16 - 

 

分類名 勤労者福祉施設 施設名 奥州市勤労⻘少年ホーム 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 譲渡・解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 915.54 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和３年３月をもって廃止の予定とする。勤労⻘少年ホームの指定管理として

は、平成 30〜令和２年度を限度として施設貸出に特化した形で実施する。 

なお、廃止後は施設の老朽化等を踏まえ、建物の有償（場合により無償）譲渡

を検討し、引き受け手がなかった場合には建物を解体撤去する。 

 

分類名 勤労者福祉施設 施設名 奥州市勤労⻘少年ホーム 江刺サテライト 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 847.00 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和３年３月をもって廃止の予定とする。勤労⻘少年ホームの指定管理として

は、平成 30〜令和２年度を限度として施設貸出に特化した形で実施する。 

なお、廃止後は施設の老朽化が激しいことから建物は解体撤去する。 

 

分類名 勤労者福祉施設 施設名 奥州市勤労⻘少年ホーム 胆沢サテライト 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 譲渡・解体撤去 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 637.19 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和３年３月をもって廃止の予定とする。 

平成 30〜令和２年度については会議室のみ直営で管理を⾏うが、施設の老朽

化・破損の著しい体育館は平成 29 年度をもって利用廃止とする。 

なお、廃止後は施設の老朽化等を踏まえ、建物の有償（場合により無償）譲渡

を検討し、引き受け手がなかった場合には建物を解体撤去する。 
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分類名 産業振興施設 施設名 水沢勤労者体育館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

時間帯によって稼働率に大きな変動があるものの、多くの勤労者や市⺠に利用

されており、施設の必要性は高い。 

施設を安全かつ適正に維持管理するため計画的な補修・修繕を実施するととも

に、施設の⻑寿命化のため令和６年度に大規模改修を予定するが、個別施設計画

期間の終期である令和 38 年以後は更新しない。 

 

分類名 普通財産 施設名 胆江地域職業訓練センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

市内労働者や求職者に対し職業訓練を⾏うほか、研修の場として施設を貸出す

るなど、地域企業における技術交流の場として必要な施設であり、利用者も年間

2 万人を超える。 

施設を安全かつ適正に維持管理するため計画的な補修・修繕を実施するととも

に、施設の⻑寿命化のため令和 17 年度に大規模改修を予定する。 

なお、類似施設として江刺職業訓練協会が管理する江刺産業技術交流センター

があるため、将来的には施設利用状況（地域ニーズ）等の動向をみながら施設の

あり方を考える必要がある。 

 

分類名 普通財産 施設名 奥州技能訓練センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 871.00 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

胆江地域職業訓練センターの補完的な施設として一体的に活用されているが、

法定耐用年数を経過し老朽化が進んでおり。サービスを廃止した後、建物の譲渡

は⾏わず解体撤去する。 

但し、現利用者（管理者）との合意形成が得られていないため、サービス廃止

及び解体撤去の期限は令和 18 年度とする。（合意形成の状況によっては期限の前

倒しもあり。） 
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分類名 普通財産 施設名 流通団地交流センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 897.33 ㎡ 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

協同組合水沢総合卸センターに施設の管理を依頼し、管理運営費の一部を定額

補助しているが、利用率は年々減少し補助金及び利用料だけでは管理運営でき

ず、管理者の持出も発⽣している。耐用年数が 10 年以上残っており、組合側で

も今後の管理運営について一定の了解を得ているため継続運営し施設の譲渡先も

模索する。 

 土地所有者との合意形成が図られていないため、模索期限を令和 18 年度と設

定。私有地に建設されていることから、譲渡先が見つからない場合には当該施設

を撤去し更地で返却する必要がある。（早期に譲渡先が見つかった場合には期限

の前倒しもある。） 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

衣川下請等施設 池田①  ▲494.63   ▲494.63 

同 池田②  ▲181.63   ▲181.63 

同 池田③  ▲182.18   ▲182.18 

同 九輪堂①  ▲1,159.15   ▲1,159.15 

同 九輪堂②  ▲342.50   ▲342.50 

同 九輪堂③  ▲369.33   ▲369.33 

前沢勤労者研修センター      

江刺産業技術交流センター      

奥州市鋳物技術交流センター      

奥州市伝統産業会館      

奥州市勤労⻘少年ホーム ▲915.54    ▲915.54 

同 江刺サテライト ▲847.00    ▲847.00 

同 胆沢サテライト ▲637.19    ▲637.19 

水沢勤労者体育館      

胆江地域職業訓練センター      

奥州市技能訓練センター  ▲871.00   ▲871.00 

流通団地交流センター  ▲897.33   ▲897.33 

合計 ▲2,399.73 ▲4,497.75   ▲6,897.48 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることと

なる。平成 28 年度末で法定耐用年数を経過する施設については、基本的に大規模改修や建て

替えは⾏わないが、法定耐用年数を経過していない施設については必要な時期に大規模改修を

⾏い施設の⻑寿命化を図る。 

 

イ 更新・維持の区分 

 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 
    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 
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区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 

 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を⾏うため、更新・

維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 前沢勤労者研修センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容  大規模改修   

維持内容     

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。施設を安全かつ適正に維持管理するため

計画的な補修・修繕を実施するとともに、施設の⻑寿命化のため令和 15 年度に

大規模改修を予定します。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 江刺産業技術交流センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容  大規模改修   

維持内容     

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。施設を安全かつ適正に維持管理するため

計画的な補修・修繕を実施するとともに、施設の⻑寿命化のため令和 11 年度に

大規模改修を予定します。 
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分類名 産業振興施設 施設名 奥州市鋳物技術交流センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容  大規模改修   

維持内容     

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。施設を安全かつ適正に維持管理するため

計画的な補修・修繕を実施するとともに、施設の⻑寿命化のため令和 16 年度に

大規模改修を予定します。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 奥州市伝統産業会館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 大規模改修    

維持内容     

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。施設を安全かつ適正に維持管理するため

計画的な補修・修繕を実施するとともに、施設の⻑寿命化のため令和８年度に大

規模改修を予定します。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 水沢勤労者体育館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 大規模改修    

維持内容     

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。施設を安全かつ適正に維持管理するため

計画的な補修・修繕を実施するとともに、施設の⻑寿命化のため令和６年度に大

規模改修を予定します。 

 

分類名 普通財産 施設名 胆江地域職業訓練センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容  大規模改修   

維持内容     

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。施設を安全かつ適正に維持管理するため

計画的な補修・修繕を実施するとともに、施設の⻑寿命化のため令和 17 年度に

大規模改修を予定します。 
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 (3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(Ｒ3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

前沢勤労者研修セン

ター 

更新  134,597   134,597 

維持 5,707 56,853 16,009 230 78,799 

江刺産業技術交流セ

ンター 

更新  222,140   222,140 

維持 30 93,502 26,094 50 119,676 

奥州市鋳物技術交流

センター 

更新  473,566   473,566 

維持 18,106 214,079 18,106 33,194 283,485 

奥州市伝統産業会館 更新 266,539    266,539 

維持 14,239 25,570 128,509 5,350 173,668 

水沢勤労者体育館 更新 84,230    84,230 

維持 6,132 1,292 56,844 300 64,568 

胆江地域職業訓練セ

ンター 

更新  346,637   346,637 

維持      

合 計 394,983 1,568,236 245,562 39,124 2,247,905 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇施設の多くは、指定管理者制度を導入し、管理・運営を⾏っていますが、今後制度の導入結

果を⼗分に検証し、真に有益な管理・運営が⾏われるよう指定管理者等の見直しを⾏います。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各 20

年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 池田① 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止 ― ― 

建物管理 直営 譲渡・解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 
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分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 池田② 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止 ― ― 

建物管理 直営 譲渡・解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 池田③ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止 ― ― 

建物管理 直営 譲渡・解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 九輪堂① 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止 ― ― 

建物管理 直営 譲渡・解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 
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分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 九輪堂② 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止 ― ― 

建物管理 直営 譲渡・解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 工業施設 施設名 衣川下請等施設 九輪堂③ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止 ― ― 

建物管理 直営 譲渡・解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、建物は借主の企業に有償（場合により無

償）譲渡し土地は地権者との契約に切り替える。 

但し、現入居企業との合意形成が得られていないため、その期限は令和 18 年

度までとし、期限を経過しても譲渡出来なかった場合には、サービスを廃止し建

物は解体撤去する。（合意形成の状況によっては期限の前倒しもあり。） 

 

分類名 産業振興施設 施設名 前沢勤労者研修センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者 

建物管理 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者 

管理運営の具

体策 

指定管理者による管理運営を維持する。施設の修繕等は市が⾏うが、軽微なも

のは指定管理者の負担により⾏うものとする。施設の使用料は、利用料金として

指定管理者の歳入とする。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 江刺産業技術交流センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者 

建物管理 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者 

管理運営の具

体策 

指定管理者による管理運営を維持する。施設の修繕等は市が⾏うが、軽微なも

のは指定管理者の負担により⾏うものとする。施設の使用料は、利用料金として

指定管理者の歳入とする。 
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分類名 産業振興施設 施設名 奥州市鋳物技術交流センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービス及び建物の管理ともに直営とする。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 奥州市伝統産業会館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者 

建物管理 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者 

管理運営の具

体策 

指定管理者による管理運営を維持する。施設の修繕等は市が⾏うが、軽微なも

のは指定管理者の負担により⾏うものとする。施設の使用料は、利用料金として

指定管理者の歳入とする。 

 

分類名 勤労者福祉施設 施設名 奥州市勤労⻘少年ホーム 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物管理 譲渡・解体撤去    

管理運営の具

体策 

令和３年３月末にサービスを廃止し、建物は有償（場合により無償）譲渡を検

討する。なお、譲渡出来なかった場合には建物を解体撤去する。 

 

分類名 勤労者福祉施設 施設名 奥州市勤労⻘少年ホーム 江刺サテライト 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物管理 解体撤去    

管理運営の具

体策 

令和３年３月末にサービスを廃止。なお、サービス廃止後は施設の老朽化が激

しいことから建物は解体撤去する。 
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分類名 勤労者福祉施設 施設名 奥州市勤労⻘少年ホーム 胆沢サテライト 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物管理 譲渡・解体撤去 ― ― ― 

管理運営の具

体策 

令和３年３月末にサービスを廃止し、建物は有償（場合により無償）譲渡を検

討する。なお、譲渡出来なかった場合には建物を解体撤去する。 

 

分類名 産業振興施設 施設名 水沢勤労者体育館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

指定管理者による管理運営を維持する。施設の修繕等は市が⾏うが、軽微なも

のは指定管理者の負担により⾏うものとする。施設の使用料は、利用料金として

指定管理者の歳入とする。 

 

分類名 普通財産 施設名 胆江地域職業訓練センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

建物管理 ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

管理運営の具

体策 

⺠営による管理運営を維持するが、市でも一部施設運営の補助を⾏う。 

なお、施設の修繕等は市が⾏うが、軽微なものは⺠間管理者の負担により⾏う

ものとする。施設の使用料は、利用料金として⺠間管理者の歳入とする。 

 

分類名 普通財産 施設名 奥州技能訓練センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間委託 廃止 ― ― 

建物管理 ⺠間委託 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

胆江地域職業訓練センターの補完的な施設として一体的に活用されているが、

法定耐用年数を経過し老朽化が進んでおり。サービスを廃止した後、建物の譲渡

は⾏わず解体撤去する。 

但し、現利用者（管理者）との合意形成が得られていないため、サービス廃止

及び解体撤去の期限は令和 18 年度とする。（合意形成の状況によっては期限の前

倒しもあり。） 
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分類名 普通財産 施設名 流通団地交流センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間委託 廃止 ― ― 

建物管理 ⺠間委託 譲渡・解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

協同組合水沢総合卸センターに施設の管理を依頼し、管理運営費の一部を定額

補助しているが、利用率は年々減少し補助金及び利用料だけでは管理運営でき

ず、管理者の持出も発⽣している。耐用年数が 10 年以上残っており、組合側で

も今後の管理運営について一定の了解を得ているため継続運営し施設の譲渡先も

模索する。 

 土地所有者との合意形成が図られていないため、模索期限を令和 18 年度と

設定。私有地に建設されていることから、譲渡先が見つからない場合には当該施

設を撤去し更地で返却する必要がある。（早期に譲渡先が見つかった場合には期

限の前倒しもある。） 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(Ｒ3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

衣川下請等施設 

 池田① 
10,848 10,592 ▲256 0 0 0 10,848 10,592 ▲256 

同 

 池田② 
4,000 3,904 ▲96 0 0 0 4,000 3,904 ▲96 

同 

 池田③ 
4,000 3,888 ▲112 0 0 0 4,000 3,888 ▲112 

同 

 九輪堂① 
16,112 11,376 ▲4,736 0 0 0 16,112 11,376 ▲4736 

同 

 九輪堂② 
4,752 3,360 ▲1,392 0 0 0 4,752 3,360 ▲1,392 

同 

 九輪堂③ 
5,120 3,616 ▲1,504 0 0 0 5,120 3,616 ▲1,504 

前沢勤労者研修セ

ンター 
0 28,880 28,880 0 36,100 36,100 0 64,980 64,980 

江刺産業技術交流

センター 
0 64,272 64,272 0 80,340 80,340 0 144,612 144,612 

奥州市鋳物技術交

流センター 
21,488 100,032 78,544 26,860 125,040 98,180 48,348 225,072 176,724 

奥州市伝統産業会

館 
0 98,624 98,624 0 123,280 123,280 0 221,904 221,904 

奥州市勤労⻘少年

ホーム 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

同 

 江刺サテライト 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

同 

 胆沢サテライト 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

水沢 

勤労者体育館 
0 15,584 15,584 0 19,480 19,480 0 35,064 35,064 

胆江地域職業訓練

センター 
0 23,200 23,200 0 29,000 29,000 0 52,200 52,200 

奥州市技能訓練セ

ンター 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

流通団地交流セン

ター 
0 4,864 4,864 0 0 0 0 4,864 4,864 

合計 66,320 372,192 305,872 26,860 413,240 386,380 93,180 785,432 692,252 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

12,239.51 ㎡ 5,342.03 ㎡ ▲6,897.48 ㎡【▲56.3％】 

主な要因 

〇譲渡、解体撤去による減  ▲6,897.48 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

6,676,708 千円 2,247,905 千円 ▲4,428,803 千円【▲66.3％】 

主な要因 

〇平準化、更新、解体撤去による費用の減 ▲4,428,803 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

1,544,472 千円 692,252 千円 ▲852,220 千円【▲55.1％】 

主な要因 

〇供給量の適正化（更新、廃止／解体撤去等）による減  ▲852,220 千円 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

観光施設等の個別施設計画 
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はじめに 

 

〇 観光施設等の現状と課題 

本個別施設計画に記載する観光施設等は、温泉施設、スキー場、宿泊施設等のほか、屋台収蔵庫、休

憩所、観光案内所等をいいます。 

本個別施設計画に記載する観光施設等については、これら市が保有し、直営のほか指定管理により運

営している状況です。 

これら施設は、合併前に旧市町村で整備されたものであり、その多くが老朽化しており、改修に多額

の費用が必要になるほか、施設の性格が類似している、観光振興に果たす効果が小さく、その役割をほ

ぼ終えたと思われる施設もあり、これら施設を今後も維持することは財政的に困難です。 

そのため、温泉施設、スキー場、宿泊施設については、既に同様のサービスを提供している⺠間事業

者があることから、⺠間が主体的に運営することにより、より効率的にきめ細やかなサービスの提供が

期待できると考え、さらには市⺠満⾜度を⾼めるため、⺠間の⼒を活用した運営を目指すこととしまし

た。各施設の機能を最⼤限有効に活かすため、⺠間の⼒を活用した運営の可能性を把握する必要があ

り、施設の⺠間への移譲や施設運営の⺠間への委託など、⺠間事業者から様々な提案を受け、平成 29

年７月に「奥州市観光施設等⺠間経営⼿法活用市場調査」を実施し、市場調査及び市⺠意⾒を踏まえた

市の考え方を、平成 31 年 4 月に「奥州市観光施設等の活用方針」としてまとめました。 

この方針の下に、今後、観光施設等の⺠間譲渡、施設のあり方を検討する必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の⾒直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、倉庫に係る個別施設ごとの具

体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

    

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、⾒直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の⼤分類「5 産業系施設」−中分類「10 観

光系施設」とします。 

  



- 4 - 

２ 施設の現況及び将来の⾒通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。総合管理計画と比較を⾏うため、保有状況

は、総合管理計画と同じ平成 28 年度末時点としています。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

日⾼はやし屋台収蔵庫 Ｓ49 408.24 19,151 44 38 

南岩⼿交流プラザ Ｓ60 399 138,911 33 38 

奥州湖交流館 H25 1,160.31 481 17 38 

⿊⽯寺休憩所(東光庵) H５ 165.24 92,832 25 22 

正法寺休憩所(月江庵) H６ 291.19 203,812 24 22 

奥州市道の駅交流館 H７ 278.97 2,673.39 23 38 

水沢観光物産センターバリヤフリー型

トイレ 

H15 79.67 16,778 15 22 

歴史公園えさし藤原の郷関連施設 H６ 5,972.88 1,830,428 25 24 

種山⾼原宿泊交流施設コテージ H７ 865.36 254,987 23 24 

江刺観光物産センター H12 308 59,169 28 38 

越路スキー場 H１ 553.04 47,492 29 47 

屋台収蔵庫(江刺甚句まつり) Ｓ52 547 12,000 41 31 

阿原山⾼原展望舎 H２ 48.60 5,099 28 31 

前沢温泉保養館 H10 1,318.42 724,745 20 41 

つぶ沼園地 公衆便所 H１ 26.49 不明 29 15 

森とのふれあい施設 H11 156.41 26,097 19 22 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 Ｓ60 6,077.52 513,727 33 50 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②２号館 Ｓ46 634.24 25,980 47 50 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③３号館 Ｓ51 1,235.18 128,881 42 50 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 Ｓ51 198 11,911 42  

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 H７ 753.83 262,335 33 50 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊下

(本館−２号館) 

Ｓ61 74.31 9,400   

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊下

(２号館−３号館) 

Ｓ61 58.96 17,856   

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 Ｓ45 58.96 不明   

国⾒平スキー場 Ｓ53 831.18 54,732   
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⾐川ふるさと自然塾 H６ 1,799.06 189,637   

ひめかゆ健康の森(スキー場) H10 701 111,825 20 50 

⿊滝温泉 H2 774 78,781 29 22 

国⾒平温泉 H5 1,331 169,473 25 22 

合計 27,106.06 

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

日⾼はやし屋台収蔵庫 Ａ 

0 0 0 

340.8 191 653 651 

191 653 651 

南岩⼿交流プラザ H 

791 828 828 

130.5 6,760 8,580 8,623 

5,969 7,752 7,795 

奥州湖交流館 E 

− − 0 

749 − − 7,490 

− − 7,490 

⿊⽯寺休憩所(東光庵) I 

0 0 0 

99.9 2,388 2,557 2,387 

2,388 2,557 2,387 

正法寺休憩所(月江庵) I 

0 0 0 

108.4 4,717 5,047 5,114 

4,717 5,047 5,114 

奥州市道の駅交流館 E 

0 0 0 

99.8 6,203 6,654 6,194 

6,203 6,654 6,194 

水沢観光物産センターバ

リヤフリー型トイレ 
I 

0 0 0 

0 1,071 1,071 1,071 

1,071 1,071 1,071 

歴史公園えさし藤原の郷

関連施設 
E 

12,000 12,000 12,000 

107.0 190,395 189,246 202,976 

178,395 177,246 190,976 
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種山⾼原交流施設コテー

ジ 
E 

0 0 0 

101.9 12,817 12,831 13,069 

12,817 12,831 13,069 

江刺観光物産センター 

 
I 

0 0 0 

101.7 5,056 5,167 5,145 

5,056 5,167 5,145 

越路スキー場 E 

0 0 0 

100.1 13,786 13,802 13,802 

13,786 13,802 13,802 

屋台収蔵庫(屋台収蔵庫) A 

0 0 0 

− 0 0 0 

0 0 0 

阿原山展望舎 A 

0 0 0 

− 0 0 0 

0 0 0 

前沢温泉保養交流館 A 

114,506 104,050 84,080 

110.7 114,299 104,365 106,995 

-207 315 22,915 

つぶ沼園地 I 

0 0 0 

0 130 130 130 

130 130 130 

森とのふれあい施設 A 

0 0 0 

− 0 0 0 

0 0 0 

国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘①本館 
A 

237,065 256,450 268,736 

22.2 253,138 267,545 272,319 

16,073 11,095 3,583 

国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘②２号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館に含む 

国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘③３号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘④駐輪場 

国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘⑤新館 
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国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘⑥渡り廊下(本館−２

号館) 

国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘⑦渡り廊下(２号館−

３号館) 

国⺠宿舎サンホテル⾐川

荘⑧懐徳館 

国⾒平スキー場 A 

16,428 16,428 13,904 

262.0 21,459 25,313 27,088 

5,031 8,885 13,184 

ふるさと自然塾 A 

3,339 3,339 2,916 

225.4 6,885 9,915 10,910 

3,546 6,576 7,994 

ひめかゆ健康の森 A 

26,138 16,732 12,353 

614.5 28,319 27,661 25,756 

2,181 10,929 13,403 

⿊滝温泉 Ａ 

58,584 57,382 56,124 

64.99 74,145 69,336 66,238 

15,561 11,954 10,114 

国⾒平温泉 Ａ 

45,742 43,222 43,742 

79.32 79,095 74,536 70,200 

33,353 31,314 26,458 

合計 

514,593 501,431 494,683 

114.7 820,854 824,409 846,158 

306,261 313,978 351,475 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 
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Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

 施設名 
種別 

(単位) 
H26 H27 H28 

H26→H28 

増減率(%) 

日⾼はやし屋台収蔵庫 − − − − − 

南岩⼿交流プラザ 人 78,606 77,688 50,703 64.5 

奥州湖交流館 人 − − 9,108  

⿊⽯寺休憩所(東光庵) 人 3,676 3,573 2,812 76.4 

正法寺休憩所(月江庵) 人 1,908 3,940 1,889 99.0 

奥州市道の駅交流館 人 59,876 64,337 62,669 104.6 

水沢観光物産センターバリヤフリー型

トイレ 

人 − − − − 

歴史公園えさし藤原の郷関連施設 人 233,491 234,610 213,853 91.5 

種山⾼原宿泊交流施設コテージ 人 10,280 15,810 15,968 155.3 

江刺観光物産センター 人 13,570 15,600 15,097 111.2 

越路スキー場 人 14,015 8,330 8,480 60.5 

屋台収蔵庫(江刺甚句まつり) 人 − − − − 

阿原山⾼原展望舎 人 − − − − 

前沢温泉保養交流館 人 143,789 118,001 94,242 65.5 

つぶ沼園地 人 − − − − 

森とのふれあい施設 人 − − − − 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 

人 38,436 38,791 40,791 106.1 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②２号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③３号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊下

(本館−２号館) 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊下

(２号館−３号館) 
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国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 

国⾒平スキー場 人 10,201 9,052 7,566 74.1 

ふるさと自然塾 人 8,990 6,741 5,758 64.0 

ひめかゆ健康の森(スキー場) 人 19,088 13,021 9,992 52.3 

⿊滝温泉 人 69,767 49,898 50,827 72.8 

国⾒平温泉 人 63,112 41,557 45,097 71.4 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の⾒通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・⼤規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の⾒通しと、総合管理計画における令和 3 年度以後 36 年間の建

替え・⼤規模改修費用の⾒通しは次のとおりです。建替え・⼤規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平

均値×36 年（Ａ） 

建替え・⼤規模

改修費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

日⾼はやし屋台収蔵庫 25,920 265,356 291,276 

南岩⼿交流プラザ 286,880 259,350 546,230 

奥州湖交流館 99,840 754,202 854,042 

⿊⽯寺休憩所(東光庵) 198,360 107,406 305,766 

正法寺休憩所(月江庵) 198,760 189,274 388,034 

奥州市道の駅交流館 254,000 181,331 435,331 

水沢観光物産センターバリヤフリー

型トイレ 
42,840 

51,786 94,626 

歴史公園えさし藤原の郷関連施設 7,768,200 3,882,372 11,650,572 

種山⾼原宿泊交流施設コテージ 51,620 562,484 614,104 

江刺観光物産センター 204,880 200,200 405,080 

越路スキー場 551,840 359,476 911,316 

屋台収蔵庫 0 355,550 355,550 

阿原山⾼原展望舎 0 31,590 31,590 

前沢温泉保養交流館 4,342,120 856,973 5,199,093 

つぶ沼園地 5,200 17,219 22,419 

森とのふれあい施設 0 101,667 101,667 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 

 10,573,360 5,909,150 16,482,510 
国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②２号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③３号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 
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国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊

下(本館−２号館) 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊

下(２号館−３号館) 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 

国⾒平スキー場 984,800 540,267 1,525,067 

ふるさと自然塾 369,440 1,169,389 1,538,829 

ひめかゆ健康の森(スキー場) 1,089,800 455,650 1,545,450 

⿊滝温泉 55,800 503,100 558,900 

国⾒平温泉 112,360 865,150 977,510 

合計 27,216,020 17,618,939 44,834,962 

 

(5) 管理・運営に係る費用の⾒通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和 3 年度以後 36 年間の管理・運営費の⾒通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実質負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

日⾼はやし屋台収蔵庫 0 1,495 1,495 17,933 

南岩⼿交流プラザ 2,447 23,963 21,516 258,192 

奥州湖交流館 0 7,490 7,490 269,640 

⿊⽯寺休憩所(東光庵) 0 14,878 14,878 137,759 

正法寺休憩所(月江庵) 0 14,908 14,908 178,895 

奥州市道の駅交流館 0 19,051 19,051 228,611 

水沢観光物産センターバリヤフリー

型トイレ 

0 3,213 3,213 38,556 

歴史公園えさし藤原の郷関連施設 36,000 582,617 546,617 6,559,403 

種山⾼原宿泊交流施設コテージ 0 38,717 38,717 464,603 

江刺観光物産センター 0 15,368 15,368 184,415 

越路スキー場 0 41,390 41,390 496,679 

屋台収蔵庫(江刺甚句まつり) 0 0 0 0 

阿原山⾼原展望舎 0 0 0 0 

前沢温泉保養交流館 302,636 325,659 23,023 276,275 

つぶ沼園地 0 390 390 4,680 

森とのふれあい施設 0 0 0 0 
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国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 762,251 793,002 30,751 369,011 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②２号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③３号館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊

下(本館−２号館) 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊

下(２号館−３号館) 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 

国⾒平スキー場 46,760 73,860 27,100 325,199 

ふるさと自然塾 9,594 27,710 18,116 217,391 

ひめかゆ健康の森(スキー場) 55,223 81,736 26,513 318,155 

⿊滝温泉 41,047 38,748 36,488 437,855 

国⾒平温泉 45,997 43,948 40,450 485,399 

合計 1,301,955 2,148,143 846,188 11,268,651 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、⼤規模改修や廃止を迫られることとなる。

施設の多くが合併前に建設された施設であり、維持・改修に多額の費用が必要になるほか、施

設の性格が類似している、観光振興に果たす効果が小さく、その役割をほぼ終えた施設もある

ことから、「奥州市観光施設等の活用方針」に基づき、観光施設等の⺠間移譲を進めるととも

に、既存施設のあり方を検討する。 

〇基本的には老朽化への対応のため、必要な点検や補修を⾏い維持に努めることとし、計画期

間中の更新は⾏わず、使用不能において廃止する。 

〇施設の廃止後は、施設を解体し⺠間への売却などで対応していく。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が⾼く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理⾒直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が⾼い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が⾼い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が⾒込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の⾒

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の⾒直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の⾒直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は⾼いか 

市の施策を推進する上での必要性は⾼いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の⾒込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 
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代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

⼤規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

日⾼はやし屋台収蔵庫 存続 存続 継続 維持 

南岩⼿交流プラザ 存続 存続 継続 維持 

奥州湖交流館 存続 存続 継続 維持 

⿊⽯寺休憩所(東光庵) 廃止 廃止 廃止 維持 

正法寺休憩所(月江庵) 廃止 廃止 廃止 維持 

奥州市道の駅交流館 存続 存続 継続 維持 

水沢観光物産センターバリヤフリー

型トイレ 

存続 存続 継続 維持 

歴史公園えさし藤原の郷関連施設 存続 存続 継続 維持 

種山⾼原宿泊交流施設コテージ 存続 存続 継続 維持 

江刺観光物産センター 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去 

越路スキー場 あり方検討 あり方検討 継続 維持 

屋台収蔵庫(江刺甚句まつり) 存続 存続 継続 維持 

阿原山⾼原展望舎 存続 存続 継続 維持 

前沢温泉保養交流館 ⺠間移譲 ⺠間移譲 継続 維持 

つぶ沼園地 存続 存続 継続 維持 

森とのふれあい施設 存続 存続 継続 維持 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②２号館 廃止・処分 廃止・処分 廃止・処分 解体撤去 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③３号館 廃止・処分 廃止・処分 廃止・処分 解体撤去 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 廃止・処分 廃止・処分 廃止・処分 解体撤去 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊

下(本館−２号館) 

廃止・処分 廃止・処分 廃止・処分 解体撤去 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊

下(２号館−３号館) 

廃止・処分 廃止・処分 廃止・処分 解体撤去 

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

国⾒平スキー場 あり方検討 あり方検討 継続 維持 

ふるさと自然塾 存続 存続 継続 維持 

ひめかゆ健康の森(スキー場) あり方検討 あり方検討 継続 維持 

⿊滝温泉 ⺠間移譲 ⺠間移譲 継続 維持 

国⾒平温泉 ⺠間移譲 ⺠間移譲 継続 維持 
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「⼤規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 日⾼はやし屋台収蔵庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

引き続き日⾼火防祭はやし屋台収蔵庫として使用します。計画期間中は、必要

な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 南岩⼿交流プラザ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 奥州湖交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 
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分類名 観光系施設 施設名 ⿊⽯寺休憩所(東光庵) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 廃止 廃止 廃止 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

休憩所は廃止し、トイレのみ計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更

新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 正法寺休憩所(月江庵) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 廃止 廃止 廃止 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

休憩所は廃止し、トイレのみ計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更

新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 奥州市道の駅交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 水沢観光物産センターバリヤフリー型

トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 
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分類名 観光系施設 施設名 歴史公園えさし藤原の郷関連施設 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 種山⾼原宿泊交流施設コテージ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 江刺観光物産センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物等 解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 308 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

観光物産センター機能を江刺ターミナルプラザに統合し、廃止します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 越路スキー場 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 
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分類名 観光系施設 施設名 屋台収蔵庫(江刺甚句まつり) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 阿原山⾼原展望舎 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 前沢温泉保養交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 つぶ沼園地 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 
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分類名 観光系施設 施設名 森とのふれあい施設 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

建物等 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

⺠間移譲します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②2 号館 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物等 解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 634.24 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本館・懐徳館を⺠間移譲し、その他の施設は解体撤去します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③3 号館 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物等 解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 1,235.18 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本館・懐徳館を⺠間移譲し、その他の施設は解体撤去します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物等 解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 198 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本館・懐徳館を⺠間移譲し、その他の施設は解体撤去します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

建物等 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

⺠間移譲します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊下

(本館−2 号館) 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物等 解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 74.31 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本館・懐徳館を⺠間移譲し、その他の施設は解体撤去します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊下

(2 号館−3 号館) 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物等 解体撤去    

延床面積増減 減（㎡） 58.96 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本館・懐徳館を⺠間移譲し、その他の施設は解体撤去します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

建物等 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 ⺠間移譲 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

⺠間移譲します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⾒平スキー場 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 

 

分類名 観光系施設 施設名 ふるさと自然塾 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 
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分類名 観光系施設 施設名 ひめかゆ健康の森(スキー場) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 

 

分類名 観光系施設 施設名 ⿊滝温泉 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⾒平温泉 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は⾏いません。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

日⾼はやし屋台収蔵庫      

南岩⼿交流プラザ      

奥州湖交流館      

⿊⽯寺休憩所(東光庵)      
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正法寺休憩所(月光庵)      

奥州市道の駅交流館      

水沢観光物産センターバリヤフリー型トイレ      

歴史公園 えさし藤原の郷      

種山⾼原宿泊交流施設コテージ      

江刺観光物産センター ▲308     

越路スキー場      

屋台収蔵庫(江刺甚句まつり)      

阿原山⾼原展望舎      

前沢温泉保養交流館      

つぶ沼園地      

森とのふれあい施設      

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館      

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②２号館 ▲634.24     

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③３号館 ▲1,235.18     

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 ▲198     

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館      

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊下(本館−2 号館)  ▲74.31     

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊下(2 号館−3 号館)  ▲58.96     

国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館      

国⾒平スキー場      

ふるさと自然塾      

ひめかゆ健康の森(スキー場)      

⿊滝温泉      

国⾒平温泉      

合計 ▲2,508.69    ▲2,508.69 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の⾒通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇本個別施設計画に掲載する施設は、市の事務事業に用いる物品を保管することを主な目的と

して設置している施設であることから、物品の保管に適した状態を維持するため、主に屋根及

び外壁の修繕を⾏い、状態監視に努めます。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 ⼤規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を⾏うため、更新・

維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 日⾼はやし屋台収蔵庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 南岩⼿交流プラザ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 奥州湖交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 
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分類名 観光系施設 施設名 ⿊⽯寺休憩所(東光庵) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 正法寺休憩所(月江庵) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 奥州市道の駅交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 水沢観光物産センターバリヤフリー

型トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 
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分類名 観光系施設 施設名 歴史公園えさし藤原の郷関連施設 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 種山⾼原宿泊交流施設コテージ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 江刺観光物産センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 廃止    

更新・維持の

具体策 

観光物産センター機能を、江刺ターミナルプラザに統合し、廃止します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 越路スキー場 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 
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分類名 観光系施設 施設名 屋台収蔵庫(江刺甚句まつり) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 阿原山⾼原展望舎 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 前沢温泉保養交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 つぶ沼園地 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 
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分類名 観光系施設 施設名 森とのふれあい施設 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

⺠間移譲します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②2 号館 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 廃止    

更新・維持の

具体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③3 号館 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 廃止    

更新・維持の

具体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 廃止    

更新・維持の

具体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

⺠間移譲します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊

下(本館−2 号館) 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 廃止    

更新・維持の

具体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊

下(2 号館−３号館) 

総合評価 サービス 廃止・処分 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 廃止    

更新・維持の

具体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

⺠間移譲します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⾒平スキー場 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 

 

分類名 観光系施設 施設名 ふるさと自然塾 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 ひめかゆ健康の森(スキー場) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 
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分類名 観光系施設 施設名 ⿊滝温泉 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⾒平温泉 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は⼤規模改修や更新は⾏いませ

ん。 
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(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

日⾼はやし屋台収蔵

庫 

更新 0 0 0 0 0 

維持 3,888 6,480 6,480 6,480 23,328 

南岩⼿交流プラザ 更新 0 0 0 0 0 

維持 43,032 71,720 71,720 71,720 258,192 

奥州湖交流館 更新 0 0 0 0 0 

維持 14,976 24,960 24,960 24,960 89,856 

⿊⽯寺休憩所(東光

庵) 

更新 0 0 0 0 0 

維持 29,754 49,590 49,590 49,590 178,524 

正法寺休憩所(月江

庵) 

更新 0 0 0 0 0 

維持 29,814 49,690 49,690 49,690 178,884 

奥州市道の駅交流館 更新 0 0 0 0 0 

維持 38,100 63,500 63,500 63,500 228,600 

水沢観光物産センター

バリヤフリー型トイレ 

更新 0 0 0 0 0 

維持 6,426 10,710 10,710 10,710 38,556 

歴史公園えさし藤原

の郷関連施設 

更新 0 0 0 0 0 

維持 1,165,230 1,942,050 1,942,050 1,942,050 6,991,380 

種山⾼原宿泊交流施

設コテージ 

更新 0 0 0 0 0 

維持 7,743 12,905 12,905 12,905 46,458 

江刺観光物産センタ

ー 

更新 − − − − − 

維持 − − − − − 

越路スキー場 更新 0 0 0 0 0 

維持 82,776 137,960 137,960 137,960 496,656 

屋台収蔵庫(江刺甚

句まつり) 

更新 0 0 0 0 0 

維持 0 0 0 0 ０ 

阿原山⾼原展望舎 更新 0 0 0 0 0 

維持 0 0 0 0 0 

前沢温泉保養交流館 更新 0 0 0 0 0 

維持 651,318 1,085,530 1,085,530 1,085,530 3,907,908 

つぶ沼園地 更新 0 0 0 0 0 

維持 780 1,300 1,300 1,300 4,680 

森とのふれあい施設 更新 0 0 0 0 0 

維持 0 0 0 0 0 
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国⺠宿舎サンホテル

⾐川荘 

更新 0 0 0 0 0 

維持 1,586,004 2,643,340 2,643,340 2,643,340 9,516,024 

国⾒平スキー場 更新 0 0 0 0 0 

維持 147,720 246,200 246,200 246,200 886,320 

ふるさと自然塾 更新 0 0 0 0 0 

維持 55,416 180,620 180,620 180,620 597,276 

ひめかゆ健康の森 更新 0 0 0 0 0 

維持 163,470 272,450 272,450 272,450 980,820 

⿊滝温泉 更新 0 0 0 0 0 

維持 419,436 699,060 699,060 699,060 2,516,616 

国⾒平温泉 更新 0 0 0 0 0 

維持 447,660 746,100 746,100 746,100 2,685,960 

合計 
更新 0 0 0 0 0 

維持 4,893,543 8,244,165 8,244,165 8,244,165 29,626,038 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の⾒直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇直営により施設を管理していきます。 

〇使用目標年数に達し廃止した施設は、計画的な解体撤去を⾏い、売却を前提とした土地の資

産活用を進めます。 

 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の⾒直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 
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支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 
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(2) 管理・運営の⾒直しスケジュール 

管理・運営の⾒直しの検討内容に基づき、管理・運営の⾒直しスケジュールを４期に分けて次の

とおり検討しました。 

 

分類名 観光系施設 施設名 日⾼はやし屋台収蔵庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を使用し、管理します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 南岩⼿交流プラザ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を使用し、管理します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 奥州湖交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

引き続き指定管理で運営します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 ⿊⽯寺休憩所(東光庵) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 廃止 廃止 廃止 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

休憩所は廃止し、トイレのみ引き続き市が施設を使用し、管理します。 
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分類名 観光系施設 施設名 正法寺休憩所(月江庵) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 廃止 廃止 廃止 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

休憩所は廃止し、トイレのみ引き続き市が施設を使用し、管理します。 

  

 分類名 観光系施設 施設名 奥州市道の駅交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

引き続き指定管理で運営します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 水沢観光物産センターバリヤフリー

型トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 歴史公園えさし藤原の郷関連施設 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

引き続き指定管理で運営します。 
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分類名 観光系施設 施設名 種山⾼原宿泊交流施設コテージ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

引き続き指定管理で運営します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 江刺観光物産センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 廃止 廃止 廃止 

建物管理 廃止 廃止 廃止 廃止 

管理運営の具

体策 

観光物産センター機能を江刺ターミナルプラザに統合し、廃止します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 越路スキー場 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 屋台収蔵庫(江刺甚句まつり) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 
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分類名 観光系施設 施設名 阿原山⾼原展望舎 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 前沢温泉保養交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

令和元年度から指定管理で運営します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 つぶ沼園地 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 森とのふれあい施設 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘①本館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

建物管理 ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

管理運営の具

体策 

⺠間移譲を目指します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘②2 号館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物管理 解体撤去    

管理運営の具

体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘③3 号館 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物管理 解体撤去    

管理運営の具

体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘④駐輪場 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物管理 解体撤去    

管理運営の具

体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑤新館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

建物管理 ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

管理運営の具

体策 

⺠間移譲を目指します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑥渡り廊

下(本館−2 号館) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物管理 解体撤去    

管理運営の具

体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑦渡り廊下

(2 号館−3 号館) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止    

建物管理 解体撤去    

管理運営の具

体策 

移譲先が決定次第、解体撤去します。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 国⺠宿舎サンホテル⾐川荘⑧懐徳館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 
サービス ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

建物管理 ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

管理運営の具

体策 

⺠間移譲を目指します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⾒平スキー場 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 

 

 

分類名 観光系施設 施設名 ふるさと自然塾 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 

 

分類名 観光系施設 施設名 ひめかゆ健康の森(スキー場) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

スキー場施設のあり方を現在検討しています。検討結果がまとまるまでの間、施

設は維持するものとして本計画に掲載しています。 

  

分類名 観光系施設 施設名 ⿊滝温泉 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 
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分類名 観光系施設 施設名 国⾒平温泉 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き市が施設を管理、運営します。 

  

(3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

日⾼は

やし屋

台収蔵

庫 

0  10,368  10,368  0 12,960 12,960 0  23,328  23,328  

南岩⼿

交流プ

ラザ 

8,495  114,752  106,257  10,619 143,440 132,821 19,114  258,192  239,078  

奥州湖

交流館 
0  39,936  39,936  0 49,920 49,920 0  89,856  89,856  

⿊⽯寺

休憩所

( 東 光

庵) 

0  79,344  79,344  0 99,180 99,180 0  178,524  178,524  

正法寺

休憩所

( 月 江

庵) 

0  79,504  79,504  0 99,380 99,380 0  178,884  178,884  

奥州市

道の駅

交流館 

0  101,600  101,600  0 127,000 127,000 0  228,600  228,600  

水沢観

光物産

センタ

ーバリ

ヤフリ

ー型ト

イレ 

0  17,136  17,136  0 21,420 21,420 0  38,556  38,556  

歴史公

園えさ

し藤原

の郷関

0  3,107,280  3,107,280  0 3,884,100 3,884,100 0  6,991,380  6,991,380  
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連施設 

種山⾼

原宿泊

交流施

設コテ

ージ 

0  20,648  20,648  0 25,810 25,810 0  46,458  46,458  

江刺観

光物産

センタ

ー 

0  81,952  81,952  0 102,440 102,440 0  184,392  184,392  

越路ス

キー場 
0  220,736  220,736  0 275,920 275,920 0  496,656  496,656  

屋台収

蔵 庫

( 江 刺

甚句ま

つり) 

0  0  0  0 0 0 0  0  0  

阿原山

⾼原展

望舎 

0  0  0  0 0 0 0  0  0  

前沢温

泉保養

交流館 

1,614,048  1,736,848  122,800  2,017,560 2,171,060 153,500 3,631,608  3,907,908  276,300  

つぶ沼

園地 
0  2,080,000  2,080,000  0 2,600,000 2,600,000 0  4,680,000  4,680,000  

森との

ふれあ

い施設 

0  0  0  0 0 0 0  0  0  

国⺠宿

舎サン

ホテル

⾐川荘 

4,065,328  4,229,344  164,016  5,081,660 5,286,680 2,540,020 9,146,988  9,516,024  2,704,036  

国⾒平

スキー

場 

 

249,376  393,920  144,544  311,720 492,400 180,680 561,096  886,320  325,224  

ふるさ

と自然

塾 

51,168  147,776  96,608  63,960 184,720 120,760 115,128  332,496  217,368  

ひめか

ゆ健康

の 森

( ス キ

ー場) 

294,512  435,920  141,408  368,140 544,900 176,760 662,652  980,820  318,168  

⿊滝温

泉 
917,808  1,118,496  200,688  1,147,260 1,398,120 250,860 2,065,068  2,516,616  451,548  

国⾒平

温泉 
707,760  1,193,760  486,000  884,700 1,492,200 607,500 1,592,460  2,685,960  1,093,500  

合計 7,908,495  15,209,320  7,300,825  9,885,619 19,011,650 9,126,031 17,794,114  34,220,970  18,761,856  
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

27,106.06 ㎡ 24,597.37 ㎡ ▲2,508.69 ㎡【▲9.2％】 

主な要因 

〇施設廃止等に伴う延床面積の減 2,508.69 ㎡ 

 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

計画前の更新・維持費の⾒込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

44,834,962 千円 29,626,038 千円 ▲15,208,924 千円【▲33.9％】 

主な要因 

〇施設廃止、⺠間移譲等に伴う更新維持費の減 15,208,924 千円 

 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

計画前の管理・運営費の⾒込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

11,268,651 千円 18,761,856 千円 7,493,205 千円【66.4％】 

主な要因 

〇実態に即した管理・運営費の精査による。 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

商業施設の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市商工観光部商業観光課 

 

 



はじめに 

   

〇 商業施設等の現状と課題 

【前沢ふれあい交流館】 

当施設は、平成 12 年に市が建設し、テナントとして⺠間施設に有償で貸し出しており、現在は３

区画中２区画が入居使用していますが１区画が空きスペースとなっており、その活用が課題となっ

ております。隣接する岩手ふるさと農業協同組合が運営する産直施設と共に商店街の賑わいの拠点

となっています。 

 

【江刺ショッピングセンター】 

当施設は、昭和 61 年に建設され、平成 15 年２月に市が取得し、⺠間企業に有償で貸し出してい

ましたが、近隣地に新たな商業施設が建設されたため、令和元年 11 月 10 日をもって商業施設とし

ては閉店しました。 

その後、令和６年（2024 年）まで⺠間企業に書庫、什器等の保管倉庫及びそれに付帯する施設と

して有償で貸し出していますので、次回の賃貸借契約期間終了後時において、施設を廃止します。 

２階が東日本大震災の被害により使用不可となっているので、貸し出し料金より修繕費が上回る

場合、施設を廃止し処分を検討する必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、商業施設に係る個別施設ごと

の具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

    

 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「５産業系施設」−中分類「９産業

系施設」−小分類「商業施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

前沢ふれあい交流館 H12 357.74 58,383 21 22 

江刺ショッピングセンター S61 7,311.27 1,133,200 34 34 

合計 7,669.01  

   

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

前沢ふれあい交流館 H 

2,094 2,094 2,094 

0.1 106 196 103 

△1,988 △1,898 △1,991 

江刺ショッピングセンタ

ー 
K 

5,820 5,820 5,820 

0.0 0 0 0 

△5,820 △5,820 △5,820 

合計 

7,914 7,914 7,914 

0.7 106 196 103 

△7,808 △7,718 △7,811 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 
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Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

(3) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

前沢ふれあい交流館 3,888 103,745 107,633 

江刺ショッピングセンター 121,680 2,120,268 2,241,948 

合計 125,568 2,224,013 2,349,581 

 

(4) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

前沢ふれあい交流館 6,282 405 △5,877 △70,524 

江刺ショッピングセンター 17,460 0 △17,460 △209,520 

合計 23,742 405 △23,337 △280,044 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討方法 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。 

   また、検討にあたっては、令和元年に実施した市⺠アンケート結果も参考にしています。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることと

なり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人

⼝、住⺠ニーズ、市⾏財政等）を⼗分に検証し、場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

 

 

 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 
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代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

  



- 7 - 

オ 評価結果 

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

前沢ふれあい交流館 存続 存続 継続 大規模改修 

江刺ショッピングセンター 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡・解体撤去 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 商業施設 施設名 前沢ふれあい交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、施設を安全かつ適正に維持管理するため必要な点検や補修・修繕

により維持し、建替えは⾏いません。 

 

分類名 商業施設 施設名 江刺ショッピングセンター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 譲渡・解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 7,311.27 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、施設を安全かつ適正に維持管理するため必要な点検や補修によ

り維持し、建替えは⾏いません。 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

前沢ふれあい交流館 0 0 0 0 0 

江刺ショッピングセンター 0 ▲7,311.27 0 0 0 

合計 0 ▲7,311.27 0 0 ▲7,311.27 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることに

なります。施設の老朽化等に対応するために必要な補修等を⾏いますが、大規模改修や更新に

あたっては、市を取り巻く状況を⼗分検証した上でその必要性を⼗分に検討し対応します。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 



- 9 - 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を⾏うため、更新・

維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 商業施設 施設名 前沢ふれあい交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 大規模改修 ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

⻑寿命化を図るための大規模改修を⾏い、後の後は必要な点検や補修・修繕を⾏

いながら適切な維持管理に努めます。 

 

分類名 商業施設 施設名 江刺ショッピングセンター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

使用目標年数までは保全に努めて施設を維持します。 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(Ｒ3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

前沢ふれあい交流館 更新 57,238 0 0 0 57,238 

維持 324 540 43,826 405 45,095 

江刺ショッピングセ

ンター 

更新 0 0 0 0 0 

維持 5,070 0 0 0 5,070 

合計 
更新 57,238 0 0 0 57,238 

維持 5,394 540 43,826 405 50,165 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇施設の老朽化の状況や使用者の実情及び利用状況等を勘案し、⼗分に検証したうえで、必要

な施設は維持し、真に有益な管理・運営が⾏われるよう努めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 
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事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しのスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期各 10 年間に

分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 商業施設 施設名 前沢ふれあい交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

⺠間業者に賃貸しながら引き続き市が施設を管理します。 

 

分類名 商業施設 施設名 江刺ショッピングセンター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡・解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 廃止 − − 

建物管理 直営 廃止 − − 

管理運営の具

体策 

廃止までの間は、⺠間業者に賃貸しながら引き続き市が施設を管理します。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021（Ｒ3）〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

前沢ふれあい交流

館 
33,504 2,160 

△

31,344 
41,880 2,700 

△

39,180 
75,384 4,860 

△

70,524 

江刺ショッピング

センター 
17,460 0 

△

17,460 
0 0 0 17,460 0 

△

17,460 

合計 50,964 2,160 
△

48,804 
41,880 2,700 

△

39,180 
92,844 4,860 

△

87,984 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

7,669.01 ㎡ 357.74 ㎡ ▲7,311.27 ㎡【▲95.3％】 

主な要因 

〇施設廃止による減 ▲7,311.27 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

2,349,581 千円 107,403 千円 ▲2,242,178 千円【▲95.4％】 

主な要因 

〇施設廃止による減 ▲2,242,178 千円 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

△280,044 千円 △87,984 千円 ▲192.060 千円【▲68.5％】 

主な要因 

〇施設廃止に伴う賃貸借料収入の減 192,060 千円 

 

 



 

 

 

農業施設の個別計画（案） 

 

 

【対象施設】 

水沢花卉育苗センター 

江刺ふるさと市場 

⾐川⺠芸屋敷 

⾐川食材供給施設 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 農林部 農政課 



  

 

 

 

 

 

水沢花卉育苗センター及び 

江刺ふるさと市場の 

個別施設計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市農林部農政課 



はじめに  

〈水沢花卉育苗センター〉 

〇 施設の経緯 

水沢花卉育苗センターは、米の生産調整が恒常化し価格も低迷する中、収益性の高い複合型農業の実

現を図り、所得の向上につながる農業構造の改善を目指すことを目的に、社団法人水沢農業公社が事業

実施主体になり、平成 11 年度の地域農業基盤確立農業構造改善事業により花卉育苗温室及び培土製造

保管庫を整備、取得したものです。 

 

花卉生産農家に対して安価な花苗を安定的に供給することで、新規生産農家の育成及び農家の所得

の向上を図ること目的に、平成 12 年度より参加農家 14 ⼾で花卉育苗事業を開始しました。 

 

しかし、花壇花の需要の伸び悩み、販売価格の低下等の影響により花苗供給農家が減少、花卉育苗事

業の収支が悪化したため、平成 19 年度をもって花苗の自主生産を休止しました。平成 20 年度からは、

鉢物生産へ転換し、生産実績を持つ花卉生産農家（水沢花卉生産組合）へ施設の管理運営を委託し、生

産数の拡大と品質向上に取り組み、平成 23 年度にはシンビジュームを年間 1,600 鉢栽培しています。 

 

その後、平成 25 年５月 31 日をもって(社)水沢農業公社は解散となり、水沢花卉育苗センターは無

償で奥州市に引き継がれ、事業が承継されることになりました。 

 

市では、引き続き平成 28 年９月まで水沢花卉生産組合へ無償で管理運営を委託し、その後の平成 28

年 10 月から令和元年 6 月までは、小菊苗を花卉農家へ安定供給するモデル事業構築のため岩手ふるさ

と農業協同組合へ無償で貸し出してきました。 

しかし、その後（令和元年 7 月以降）は、利用要望はなく、関係機関等へ花卉生産以外も含めた施設

利用（有償）を促しましたが、現在まで申込みがない状況となっています。 

 

 

〇 課題等 

  花卉生産を取り巻く情勢の変化等により、花卉生産農家の利用意向はなく、また、当該施設の場所が

効率的な営農が難しい立地であること等から、今後、農業全般での活用が見込めない状況です。 

  さらに、施設の耐用年数も超過（H26、H29）しており、今後、経年劣化による施設の修繕が必要と

なります。 

 

 

 



〈江刺ふるさと市場〉 

〇 施設の経緯 

江刺ふるさと市場は、農林水産物及び特産品等の販売を促進するとともに、消費者及び生産者の交流

により地域産業の振興を図るため、旧江刺市が事業実施主体になり、平成 13 年度に山村振興等農林漁

業特別対策事業により農林水産物直売・食材供給施設を整備し、同年 9 月に江刺ふるさと市場として

開業しました。 

 

 管理運営は開業当時から岩手江刺農業協同組合に委託して、平成 18 年４月からは同組合へゼロ円で

指定管理者に指定して運営してきました。 

 

 開設当時から、売上げが計画を上回り、平成 16 年度には４億円を超し、平成 21 年度には 5 億円を

越え、以降も順調に売り上げ実績を伸ばし、現在（平成 30 年度）では７億円を超えるまでになりまし

た。 

 

 建物は、平成 20 年度に販売スペースが手狭になったことから、過疎債で新館を増設し売り場面積を

拡大、平成 26 年度には農協自らが鮮魚、食肉加工室、売り場を本館に増築（指定管理対象外）しまし

た。 

 

 施設では、農畜産物や農産加工品の販売のほか、六次産業化や農業複合経営の確立に先導的役割を担

うとともに、食育活動をはじめとした消費者とのネットワークの拡充や、沿岸地域との産地交流等にも

取組み、地域農業と地域経済の振興に大きく寄与してきた施設です。 

   

〇 課題等 

 当該施設は、地域農畜産物の売上が順調に伸⻑しており、地産地消及び生産者・消費者交流の中核的

役割を既に担っている状況から、当初の設置目的は果たされており、⺠間でも類似施設を整備・運営し

ていること等から、市有施設とする必要があるか検討すべきです。 

  また、今後は、施設の経年劣化による大規模修繕による財政的負担が想定されます。 

 

  

 

 



目次 
 

１ 基本事項 Ｐ１ 

 (1) 計画の目的と位置づけ  

 (2) 計画期間  

 (3) 対象施設  

  

２ 施設の現状及び将来の見通し Ｐ２ 

 (1) 保有状況  

 (2) 管理運営の状況  

 (3) 利用状況  

 (4) 更新・修繕に係る費用の見通し  

 (5) 管理・運営に係る費用の見通し  

  

３ 供給量の適正化に関する事項 Ｐ６ 

 (1) 供給量の適正化の検討方法  

 (2) 供給量の適正化のスケジュール  

 (3) 施設の延床面積の概算  

  

４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 Ｐ13 

 (1) 既存施設等の有効活用の検討方法  

 (2) 既存施設等の有効活用のスケジュール  

 (3) 更新・維持に係る費用の概算  

  

５ 効率的な管理・運営に関する事項 Ｐ16 

 (1) 管理・運営の見直しの検討方法  

 (2) 管理・運営の見直しのスケジュール  

 (3) 管理・運営に係る費用の概算  

  

６ 公共施設等のマネジメントによる効果 Ｐ19 

 (1) 供給量の適正化による効果  

 (2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果  

 (3) 効率的な管理・運営による効果  

  

  



- 1 - 

１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、産業系施設に係る個別施設ご

との具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、総合管理計画の計画期間と同様に 2021 年度（令和３年度）から 2056 年度

（令和 38 年度）までの 36 年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「産業系施設」−中分類「農林系施

設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

水沢花卉育苗センター H11 984.00 116,004 21 17 

江刺ふるさと市場（本館） Ｈ13 821.00 372,000 19 22 

    〃   （新館） Ｈ20 416.00 70,750 12 22 

合計 1,237.00  

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

水沢花卉育苗センター Ｌ 

0 0 0 

▲75.0 4 7 1 

4 7 1 

江刺ふるさと市場 Ｆ 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

合計 

    

   

   

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 
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Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

水沢花卉育苗センター 利用団体数 1 1 1 0 

江刺ふるさと市場 来場者数

（人） 

388,571 437,814 451,059 16 

 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合権利計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

水沢花卉育苗センター 1,972 246,000 247,972 

江刺ふるさと市場 0 309,250 309,250 

小計 1,972 555,250 557,222 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

水沢花卉育苗センター 0 12 12 144 

江刺ふるさと市場 0 0 0 0 

小計  12 12 144 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。 

  

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇水沢花卉育苗センターについては、花卉生産を取り巻く情勢の変化等により、花卉生産農家 

の利用意向はなく、また、当該施設の場所が効率的な営農が難しい立地であること等から、今 

後、農業全般での活用が見込めない状況です。さらに、施設の耐用年数も超過しており、今後、 

経年劣化による施設の修繕が必要となります。 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和４年度に施設を廃止し、⺠間への売却を進め、買

い手がいないときは無償譲渡、無償貸付を進めます。 

 

○江刺ふるさと市場は、地域農畜産物の売上が順調に伸⻑しており、地産地消及び生産者・消

費者交流の中核的役割を既に担っている状況から、当初の設置目的は果たされており、⺠間で

も類似施設が整備・運営されており、さらに今後は、施設の経年劣化による大規模修繕による

財政的負担が想定されます。 

今後、施設のサービス提供は継続していくものの、指定管理契約満了後の令和７年度を目途

にサービス提供・建物の⺠間移譲を目指します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

 

 

 

 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 
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廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

水沢花卉育苗センター 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡 

江刺ふるさと市場 存続 存続 継続 譲渡 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 産業施設(農林系) 施設名 水沢花卉育苗センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 984.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和４年度に施設を廃止し、⺠間への売

却を進め、買い手がいないときは無償譲渡、無償貸付を進めます。 
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分類名 産業施設(農林系) 施設名 江刺ふるさと市場 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 1,237.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後、施設のサービス提供は継続していくものの、指定管理契約満了後の令和

７年度を目途にサービス提供・建物の⺠間移譲を目指します。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

水沢花卉育苗センター ▲984.00     

江刺ふるさと市場 ▲1,237.00     

小計 2,221.00    2,221.00 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇水沢花卉育苗センターについては、花卉生産を取り巻く情勢の変化等により、花卉生産農家 

の利用意向はなく、また、当該施設の場所が効率的な営農が難しい立地であること等から、今 

後、農業全般での活用が見込めない状況です。さらに、施設の耐用年数も超過しており、今後、 

経年劣化による施設の修繕が必要となります。 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和４年度に施設を廃止し、⺠間への売却を進め、買

い手がいないときは無償譲渡、無償貸付を進めます。 

 

○江刺ふるさと市場は、地域農畜産物の売上が順調に伸⻑しており、地産地消及び生産者・消

費者交流の中核的役割を既に担っている状況から、当初の設置目的は果たされており、⺠間で

も類似施設が整備・運営されており、さらに今後は、施設の経年劣化による大規模修繕による

財政的負担が想定されます。 

 今後、施設のサービス提供は継続していくものの、指定管理契約満了後の令和７年度を目途

にサービス提供・建物の⺠間移譲を目指します。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 
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ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を⾏うため、更新・

維持スケジュールを４期各4年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 産業施設(農林系) 施設名 水沢花卉育苗センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

更新、維持も⾏わず譲渡する（但し、譲渡交渉次第で補修を実施）。 

 

 

分類名 産業施設(農林系) 施設名 江刺ふるさと市場 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

⺠間移譲までは指定管理者と協議し、⻑くサービスを提供するための施設維持に

努めます。 
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(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

水沢花卉育苗センタ

ー 

更新 0 ― ― ― 0 

維持 0 ― ― ― 0 

江刺ふるさと市場 更新 ― ― ― ― ― 

維持 4,018 ― ― ― 4,018 

合計 更新      

維持 4,018    4,018 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

管理・運営の基本方針 

〇水沢花卉育苗センターについては、花卉生産を取り巻く情勢の変化等により、花卉生産農家 

の利用意向はなく、また、当該施設の場所が効率的な営農が難しい立地であること等から、今 

後、農業全般での活用が見込めない状況です。さらに、施設の耐用年数も超過しており、今後、 

経年劣化による施設の修繕が必要となります。 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和４年度に施設を廃止し、⺠間への売却を進め、買

い手がいないときは無償譲渡、無償貸付を進めます。 

 

○江刺ふるさと市場は、地域農畜産物の売上が順調に伸⻑しており、地産地消及び生産者・消

費者交流の中核的役割を既に担っている状況から、当初の設置目的は果たされており、⺠間で

も類似施設が整備・運営されており、さらに今後は、施設の経年劣化による大規模修繕による

財政的負担が想定されます。 

 今後、施設のサービス提供は継続していくものの、指定管理契約満了後の令和７年度を目途

にサービス提供・建物の⺠間移譲を目指します。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 



- 14 - 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期各 4 年間に分

けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 産業施設(農林系) 施設名 水沢花卉育苗センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物管理 ⺠営 ― ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和４年度に施設を廃止し、⺠間への売却

を進め、買い手がいないときは無償譲渡、無償貸付を進めます。 

 

 

分類名 産業施設(農林系) 施設名 江刺ふるさと市場 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物管理 ⺠営 ― ― ― 

管理運営の具

体策 

今後、施設のサービス提供は継続していくものの、指定管理契約満了後の令和７

年度を目途にサービス提供・建物の⺠間移譲を目指します。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

水沢花卉育苗セン

ター 

0 74 74 ― ― ― 0 74 74 

江刺ふるさと市場 380 0 0 ― ― ― 380 0 0 

          

小計 380 74 74    380 74 74 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間中の延床面積の増減 

Ｂ 

計画期間終期の延床面積 

（効果割合：Ｂ/Ａ） 

2,221 ㎡ ▲2,221 ㎡ 0 ㎡（0％） 

主な要因 

〇譲渡による減  ▲2,221 ㎡ 

〇増築による増     0 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・修繕費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画策定による更新・維持費の

削減額 （効果割合：Ｂ／Ａ） 

557,222 千円 4,018 千円 553,204 千円（▲0.72％） 

主な要因 

〇譲渡による見込費用の減  ▲557,222 千円 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画策定による管理・運営費の

削減額 （効果割合：Ｂ/Ａ） 

144 千円 74 千円 70 千円（▲51.39％） 

主な要因 

〇譲渡による減  ▲70 千円 

 

 



  

 

 

 

 

 

        の個別施設計画 

                    

（案） 
 

                                                    

                    

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市衣川地域支援グループ 

衣川⺠芸屋敷 ・ 

衣川食材供給施設 



はじめに 

   

〇 施設の現状 

   

【衣川⺠芸屋敷】 

当施設は文政３年（1820 年）に建築された茅葺屋根の農家住宅で、昭和 47 年に旧衣川村が村⺠よ

り譲り受けて現在の場所に移築し、高齢者サークル団体の活動場所となっていた。 

平成 14 年には新山村振興等農林漁業特別対策事業を導入し、茅葺屋根及び施設の全面改修を行うと

ともに、農家レストランとしての機能を盛り込むための設備等も整備し、地域の女性グループ「んめぇ

がすと衣川市場販売組合」が地産地消レストランとして営業活動（施設利用）を開始した。 

現在は地域の観光及び伝承文化活動の拠点として、都市と農村の交流活動の場となっており、古⺠家

を改修した外観は純和風で市内他地域、平泉等の観光客や遠方からの常連客にも好評である。 

 

【衣川食材供給施設】 

  当施設は地域食材の供給と地場産品による加工品開発及び販路の拡大により、地域農業の所得向上

と地域の活性化を図るため、現使用者が管理運営を行ってきているが、平成 23 年の東日本大震災の影

響により売上は減り、活動を縮小せざるを得なくなり、経営が徐々に悪化し、改善が厳しい状況にあ

る。 

 

〇 課題 

  

 【衣川⺠芸屋敷】 

  茅葺屋根の改修を行ってから 15 年以上経過しており、茅の腐食が著しく、雨漏りするなど営業活動

に支障をきたすことから応急工事を行い、その都度対応してきた。今後は、現使用者の経営状況を注視

しながらも、⺠間への譲渡、貸付を行う方向で進めることとする。 

    

【衣川食材供給施設】 

  設備等の老朽化による修繕費用も次第に増加してきていることから、現使用者の経営状況を注視し

ながら、無償譲渡又は無償貸付を行う方向で進めることとする。    
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、産業系施設に係る個別施設ご

との具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、総合管理計画の計画期間と同様に 2021 年度（令和３年度）から 2056 年度

（令和 38 年度）までの 36 年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「産業系施設」−中分類「農林系施

設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

衣川⺠芸屋敷 H14 269.00 42,000 18 22 

衣川食材供給施設 H8 554.82 83,143 24 26 

合計 823.82  

   

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

衣川⺠芸屋敷 Ｈ 

485 445 546 

▲44.5 838 723 742 

353 278 196 

衣川食材供給施設 H 

320 320 320 

▲2.0 121 121 117 

-199 -199 -203 

合計 

805 765 866 

▲104.5 959 844 859 

154 79 -7 
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  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

衣川⺠芸屋敷 利用者数 

（人） 

4,197 3,898 5,140 22.5 

衣川食材供給施設 17,000 17,000 14,000 ▲17.6 

 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 
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分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

衣川⺠芸屋敷 3,720 174,850 178,570 

衣川食材供給施設 2,340 360,633 362,973 

小計 6,060 535,483 541,543 

                    

 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

衣川⺠芸屋敷 1,476 2,303 827 9,924 

衣川食材供給施設 960 359 ▲601 ▲7,212 

小計 2,436 2,662 226 2,712 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

   また、検討にあたっては、令和元年に実施した市⺠アンケート結果も参考にしています。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

市内外の人々との交流を進めるために設置されたこれらの施設を活かすことのできる団体へ移

譲し、観光や地域の食材の普及を通したサービスを提供する。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

衣川⺠芸屋敷 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡 

衣川食材供給施設 廃止・処分 廃止・処分 廃止 譲渡 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」又は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 
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分類名 産業系施設 施設名 衣川⺠芸屋敷 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 − − − 

建物等 譲渡 − − − 

延床面積増減 減（㎡） 269.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

都市と農村の交流活動施設として今後も利用が見込まれるものの、効率性に課

題があることから、より⺠間事業者のノウハウを取り入れていく必要がある。 

また、施設の老朽化、現使用者の活動状況や利用状況を勘案しながら、補助金

の財産処分制限期間を経過する令和７年度を目途に譲渡又は貸付を検討していき

ます。 

 

 

分類名 産業系施設 施設名 衣川食材供給施設 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 554.82 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実績等を踏まえ、補助金の財産処分制限期間を経過する

令和５年度を目途に使用者への無償譲渡又は無償貸付を行います。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

衣川⺠芸屋敷 ▲269.00    ▲269.00 

衣川食材供給施設 ▲554.82    ▲554.82 

小計 ▲823.82    ▲823.82 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇建物の機能を維持するため、最低限の点検等管理を行う。 

 

 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

 

分類名 産業系施設 施設名 衣川⺠芸屋敷 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 大規模改修・譲渡 ― ― ― 

維持内容 維持 ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

令和７年度を目途に譲渡又は貸付を行います。 

 

 

分類名 産業系施設 施設名 衣川食材供給施設 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 譲渡 ― ― ― 

維持内容 維持 ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

令和５年度を目途に使用者への無償譲渡又は無償貸付を行います。 
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(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

衣川⺠芸屋敷 更新 78,010 ― ― ― 78,010 

維持 515 ― ― ― 515 

衣川食材供給施設 更新 ― ― ― ― ― 

維持 195 ― ― ― 195 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇施設の機能を活かせる、意欲のある⺠間の団体に施設を移譲します。 

 

 

 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間又は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを 4 期各 10 年間に

分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 産業系施設 施設名 衣川⺠芸屋敷 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠営 ― ― ― 

建物管理 ⺠営 ― ― ― 

管理運営の具

体策 

令和７年度を目途に譲渡又は貸付を行います。 

 

分類名 産業系施設 施設名 衣川食材供給施設 

総合評価 サービス 廃止 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠営 ― ― ― 

建物管理 ⺠営 ― ― ― 

管理運営の具

体策 

令和５年度を目途に使用者への無償譲渡又は無償貸付を行います。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

衣川⺠芸屋敷 2,460 3,838 1,378 ― ― ― 2,460 3,838 1,378 

衣川食材供給施設 240 90 ▲150 ― ― ― 240 90 ▲150 

小計 2,700 3,928 1,228 0 0 0 2,700 3,928 1,228 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間中の延床面積の増減 

Ｂ 

計画期間終期の延床面積 

（効果割合：Ｂ/Ａ） 

823.82 ㎡ ▲823.82 ㎡ 0 ㎡（▲100.00％） 

主な要因 

〇譲渡による減  ▲823.82 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・修繕費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画策定による更新・維持費の

削減額 （効果割合：Ｂ／Ａ） 

541,543 千円 78,720 千円 462,823 千円（▲14.54％） 

主な要因 

〇⺠芸屋敷の大規模改修等費用    96,840 千円 

〇食材供給施設の大規模改修等費用 360,633 千円 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画策定による管理・運営費の

削減額 （効果割合：Ｂ/Ａ） 

2,712 千円 1,228 千円 1,484 千円（45.28％） 

主な要因 

〇⺠芸屋敷の管理運営費用 1,378 千円 

〇食材供給施設の管理運営費用 ▲150 千円 

 

 



  

 

 

 

 

 

放課後児童クラブの個別施設計画 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市健康福祉部子ども・家庭課 



はじめに 

〇 放課後児童クラブの現状 

放課後児童クラブとは、児童福祉法第 6 条の３第 2 項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間

家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利

用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。 

奥州市の放課後児童クラブは、市町村合併前の旧市町村時代の施設及びサービスを受け継ぎ、児童セ

ンター、児童館および放課後児童クラブが混在していましたが、平成２７年度子ども・子育て支援制度

が始動となり、平成２８年度にそれまで直営だった胆沢の２施設が⺠営化し、平成２９年度から全ての

施設が放課後児童クラブへ移行し、現在、１４施設２６クラブ（支援の単位）が専用施設として指定管

理制度により運営されています。 

  専用施設のほか、小学校の余裕教室、地区センター、保育園や認定こども園等の１７施設において⺠

間委託によって運営されています。平成２７年度は、利用者１,２３２人、４０クラブだったものが、

令和元年度は１,３８７人、４４クラブに増加し、今後も増加傾向が続くと予想されます。 

  国は放課後子ども総合プランにおいて、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体

験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブおよび放課後子ども教室を一体化または連携して

実施することを目指しており、新たに開設する放課後児童クラブの約８０％は小学校内で実施、既に小

学校外で放課後児童クラブを実施している場合についても、ニーズに応じて小学校の余裕教室等を活

用することが望ましいとしています。国の方針を踏まえ、当市においても奥州市放課後子どもプランを

策定し放課後対策を推進しています。 

 

〇 課題 

奥州市は、少子化により児童数は減少すると予想されていますが、核家族や共働き家庭の増加に伴い

放課後児童クラブの利用希望者が年々増加し、すでに待機児童が発生していることから定員の拡充が

課題です。 

また、過疎化が進む中山間地域の小規模校では、安定した運営が難しく受託者の確保が課題となって

いるため学校統合と並行して集約化を検討する必要があります。 

多くの施設の現状は、耐用年数を経過した建物が約 3 割、築２０年以上経過した建物が 7 割以上を

占め、老朽化による劣化が激しく、早急な大規模改修や建て替えが集中的に必要となっています。しか

し、これに対応していくには多大な費用と時間を要し、全ての施設を維持していくことは困難です。 

今後もサービスを継続するためには効果的かつ効率的な管理運営をしていく必要があります。その

ために放課後児童クラブ施設は特別な機能を必要としないことから専用施設にこだわらず、複合施設

での事業実施を検討する必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、子育て支援施設に係る個別施

設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

 (3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「子育て支援施設」−中分類「幼

児・児童施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

 施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

水沢放課後児童クラブ Ｓ53 306.22 29,165 42 47 

みなみ放課後児童クラブ H8 369.33 70,876 24 22 

ときわ放課後児童クラブ H6 360.22 68,093 26 22 

佐倉河放課後児童クラブ Ｓ63 319.60 − 32 22 

真城放課後児童クラブ Ｓ58 299.00 33,894 38 34 

姉体放課後児童クラブ Ｓ59 297.95 36,298 37 34 

羽田放課後児童クラブ Ｓ56 298.74 36,926 39 47 

⿊⽯放課後児童クラブ Ｓ62 298.94 41,299 33 22 

岩谷堂放課後児童クラブ Ｈ24 572.16 116,990 9 22 

江刺愛宕放課後児童クラブ H11 304.72 55,567 21 22 

前沢放課後児童クラブ Ｓ49 883.32 − 47 47 

古城放課後児童クラブ Ｓ51 529.93 − 44 47 

胆沢笹森放課後児童クラブ Ｓ57 262.16 44,788 38 34 

南都田放課後児童クラブ H11 104.60 22,437 21 24 

合計 5,206.89  

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

 

 施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

水沢放課後児童クラブ Ｅ 

2,111 2,286 2,270 

▲3.5 11,819 12,841 11,638 

9,708 10,555 9,368 

みなみ放課後児童クラブ Ｅ 

2,968 3,140 3,445 

4.1 16,620 17,639 17,660 

13,652 14,499 14,215 
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ときわ放課後児童クラブ E 

3,067 3,155 3,429 

0.3 17,174 17,724 17,584 

14,107 14,569 14,155 

佐倉河放課後児童クラブ E 

2,177 2,360 2,629 

8.4 12,188 13,262 13,481 

10,011 10,902 10,852 

真城放課後児童クラブ E 

2,111 1,941 2,091 

▲11.1 11,819 10,904 10,721 

9,708 8,963 8,630 

姉体放課後児童クラブ E 

2,177 1,965 2,309 

▲4.8 12,188 11,040 11,840 

10,011 9,075 9,531 

羽田放課後児童クラブ E 

1,253 854 1,253 

▲10.3 7,017 4,800 6,426 

5,764 3,946 5,173 

⿊⽯放課後児童クラブ E 

989 691 964 

▲12.5 5,540 3,883 4,945 

4,551 3,192 3,981 

岩谷堂放課後児童クラブ E 

7,992 11,491 10,582 

151.5 11,550 19,529 19,529 

3,558 8,038 8,947 

江刺愛宕放課後児童クラ

ブ 
E 

1,880 2,342 2,394 

14.3 10,526 13,155 12,276 

8,646 10,813 9,882 

前沢放課後児童クラブ E 

7,229 6,954 7,439 

2.6 11,444 11,764 11,764 

4,214 4,810 4,325 

古城放課後児童クラブ E 

3,833 3,687 3,943 

2.6 6,066 6,236 6,236 

2,234 2,549 2,293 

胆沢笹森放課後児童クラ

ブ 
E 

3,827 4,057 4,424 

▲64.7 12,862 12,842 7,617 

9,035 8,785 3,193 

南都田放課後児童クラブ E 

2,842 3,828 4,254 

▲74.4 14,253 14,579 7,171 

11,411 10,751 2,917 

合計 44,457 48,751 51,426  
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161,066 170,198 158,888 

116,609 121,447 107,462 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

水沢放課後児童クラブ  

 

 

 

 

利用者数 

（人） 

13,789 14,068 12,417 ▲9.9 

みなみ放課後児童クラブ 19,113 19,313 18,829 ▲1.5 

ときわ放課後児童クラブ 18,003 19,408 18,752 4.2 

佐倉河放課後児童クラブ 13,556 14,527 14,381 6.1 

真城放課後児童クラブ 12,422 11,937 11,433 ▲8.0 

姉体放課後児童クラブ 10,507 12,091 12,625 20.2 

羽田放課後児童クラブ 4,610 5,256 6,852 48.6 

⿊⽯放課後児童クラブ 4,901 4,255 5,270 7.5 

岩谷堂放課後児童クラブ 21,322 23,978 23,024 8.0 

江刺愛宕放課後児童クラブ 12,908 14,411 13,095 1.4 

前沢放課後児童クラブ − 14,667 17,258 17.7 

古城放課後児童クラブ − 9,354 9,441 0.9 
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胆沢笹森放課後児童クラブ 6,768 8,508 8,716 28.8 

南都田放課後児童クラブ − 6,297 5,382 ▲14.5 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

水沢放課後児童クラブ 2,088 113,301 115,389 

みなみ放課後児童クラブ 3,024 136,652 139,676 

ときわ放課後児童クラブ 3,077 133,281 136,358 

佐倉河放課後児童クラブ 2,268 118,252 120,520 

真城放課後児童クラブ 1,944 110,630 112,574 

姉体放課後児童クラブ 2,052 110,242 112,294 

羽田放課後児童クラブ 1,116 110,534 111,650 

⿊⽯放課後児童クラブ 864 110,608 111,472 

岩谷堂放課後児童クラブ 10,944 211,699 222,643 

江刺愛宕放課後児童クラブ 2,088 112,746 114,834 

前沢放課後児童クラブ 18,216 326,828 345,044 

古城放課後児童クラブ 9,648 196,074 205,722 

胆沢笹森放課後児童クラブ 0 96,999 96,999 

南都田放課後児童クラブ 0 38,702 38,702 

小計 57,312 1,926,549 1,983,861 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

水沢放課後児童クラブ 6,667 36,298 29,631 355,570 

みなみ放課後児童クラブ 9,553 51,919 42,366 508,388 

ときわ放課後児童クラブ 9,651 52,482 42,831 513,968 

佐倉河放課後児童クラブ 7,166 38,931 31,765 381,182 

真城放課後児童クラブ 6,143 33,444 27,301 327,610 

姉体放課後児童クラブ 6,451 35,068 28,617 343,406 

羽田放課後児童クラブ 3,360 18,243 14,883 178,596 

⿊⽯放課後児童クラブ 2,645 14,368 11,724 140,683 

岩谷堂放課後児童クラブ 30,065 50,608 20,543 246,516 

江刺愛宕放課後児童クラブ 6,616 35,957 29,341  352,093 

前沢放課後児童クラブ 21,622 34,971 13,349 160,183 

古城放課後児童クラブ 11,463 18,539 7,076 84,917 

胆沢笹森放課後児童クラブ 12,308 33,321 21,013 252,156 

南都田放課後児童クラブ 10,924 36,003 25,079 300,948 

小計 144,634 490,152 345,518 4,146,216 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

 供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることと

なり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人

⼝、住⺠ニーズ、市行財政等）を⼗分に検証した上で、再配置を行います。 

〇放課後児童クラブ施設は、特別な機能を要しないため、専用施設は維持しません。小学校の

余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて放課後児童クラブを小学校施設内に整備していきま

す。今後は、小学校施設内での事業委託を原則として、サービスを継続します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 
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代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

水沢放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

みなみ放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

ときわ放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

佐倉河放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

真城放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

姉体放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

羽田放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 用途変更 

⿊⽯放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

岩谷堂放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

江刺愛宕放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

前沢放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

古城放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

胆沢笹森放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

南都田放課後児童クラブ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 水沢放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 廃止 ― 

建物等 維持 維持 維持 解体撤去 

延床面積増減 減（㎡） 306.22 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 26 年度を目途に施設を廃止し、令和 31 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は水沢小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 みなみ放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 維持 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 369.33 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 16 年度を目途に施設を廃止し、令和 21 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は水沢南小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 

 

 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 ときわ放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 360.22 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 11 年度を目途に施設を廃止し、令和 16 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は常盤小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 佐倉河放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 319.60 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 6 年度を目途に施設を廃止し、令和 11 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は佐倉河小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 真城放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 299.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 11 年度を目途に施設を廃止し、令和 16 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は真城小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 姉体放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 維持 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 297.95 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 16 年度を目途に施設を廃止し、令和 21 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は姉体小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 羽田放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 廃止 ― 

建物等 維持 維持 用途変更 ― 

延床面積増減 減（㎡） 298.74 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

羽田地区センターと複合施設のため老朽化及び利用実態を踏まえ、令和 26 年

度を目途に施設を廃止し、用途変更します。事業は羽田小学校へ開設場所を移行

します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直して

いきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 ⿊⽯放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 解体撤去 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 298.94 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 6 年度を目途に施設を廃止し、令和 7 年度までに解

体撤去します。事業は⿊⽯小学校へ開設場所を移行します。なお、小学校の余裕

教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 岩谷堂放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 廃止 

建物等 維持 維持 維持 解体撤去 

延床面積増減 減（㎡） 572.16 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 31 年度を目途に施設を廃止し、令和 36 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は岩谷堂小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 江刺愛宕放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 廃止 ― 

建物等 維持 維持 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 304.72 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 21 年度を目途に施設を廃止し、令和 26 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は江刺愛宕小学校へ開設場

所を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を

見直していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 前沢放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 883.32 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 4 年度を目途に施設を廃止し、令和 9 年度までに建

物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は前沢小学校へ開設場所を移

行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直し

ていきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 古城放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 529.93 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 4 年度を目途に施設を廃止し、令和 9 年度までに建

物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は前沢小学校へ開設場所を移

行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直し

ていきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 胆沢笹森放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 262.16 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 11 年度を目途に施設を廃止し、令和 16 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は胆沢第一小学校へ開設場

所を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を

見直していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 南都田放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 廃止 ― 

建物等 維持 維持 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 104.60 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化のため、令和 21 年度を目途に施設を廃止し、令和 26 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は南都田小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

水沢放課後児童クラブ   ▲306.22  ▲360.22 

みなみ放課後児童クラブ  ▲369.33   ▲369.33 

ときわ放課後児童クラブ  ▲360.22   ▲360.22 

佐倉河放課後児童クラブ ▲319.60    ▲319.60 

真城放課後児童クラブ  ▲299.00   ▲299.00 

姉体放課後児童クラブ  ▲297.95   ▲297.95 

羽田放課後児童クラブ   ▲298.74  ▲298.74 

⿊⽯放課後児童クラブ ▲298.94    ▲298.94 

岩谷堂放課後児童クラブ    ▲572.16 ▲572.16 

江刺愛宕放課後児童クラブ   ▲304.72  ▲304.72 

前沢放課後児童クラブ ▲883.32    ▲883.32 

古城放課後児童クラブ ▲529.93    ▲529.93 

胆沢笹森放課後児童クラブ  ▲262.16   ▲262.16 

南都田放課後児童クラブ   ▲104.60  ▲104.60 

小計 ▲2,031.79 ▲1,588.66 ▲1,014.28 ▲572.16 ▲5,206.89 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

 既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇放課後児童クラブ施設は、特別な機能を要しないため、専用施設は維持しません。小学校の

余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて放課後児童クラブを小学校施設内に整備していきま

す。ただし、サービス廃止までの間はすでに老朽化した施設が多いことから、必要に応じて修

繕等を計画的に行います。 

 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(Ｒ3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

水沢放課後児童クラ

ブ 

更新 − − − − 0 

維持 348 580 464 − 1,392 

みなみ放課後児童ク

ラブ 

更新 − − − − 0 

維持 504 672 − − 1,176 

ときわ放課後児童ク

ラブ 

更新 − − − − 0 

維持 510 255 − − 765 

佐倉河放課後児童ク

ラブ 

更新 − − − − 0 

維持 252 − − − 252 

真城放課後児童クラ

ブ 

更新 − − − − 0 

維持 324 162 − − 486 

姉体放課後児童クラ

ブ 

更新 − − − − 0 

維持 6,542 456 − − 6,998 

羽田放課後児童クラ

ブ 

更新 − − − − 0 

維持 186 310 248 − 744 

⿊⽯放課後児童クラ

ブ 

更新 − − − − 0 

維持 96 − − − 96 

岩谷堂放課後児童ク

ラブ 

更新 − − − − 0 

維持 1,824 3,040 3,040 912 8,816 

江刺愛宕放課後児童

クラブ 

更新 − − − − 0 

維持 354 590 177 − 1,121 

前沢放課後児童クラ

ブ 

更新 − − − − 0 

維持 1,012 − − − 1,012 

古城放課後児童クラ

ブ 

更新 − − − − 0 

維持 536 − − − 536 

胆沢笹森放課後児童

クラブ 

更新 − − − − 0 

維持 0 0 − − 0 
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南都田 

放課後児童クラブ 

更新 − − − − 0 

維持 0 0 0 − 0 

合計  12,488 6,065 3,929 912 23,394 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇放課後児童クラブ施設は、指定管理者制度を導入し、管理・運営を行っていますが、今後制

度の導入結果を⼗分に検証し、真に有益な管理・運営が行われるよう指定管理者等の見直しを

行います。 

○すでに老朽化している施設が多いことから、必要に応じて計画的に改修を行います。ただ

し、サービス廃止後は、５年を目途に建物を含み用地は売却に向けて検討もしくは解体撤去を

進めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを 4 期に分けて次の

とおり検討しました。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 水沢放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 廃止 ― 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 解体撤去 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 26 年度を目途に施設を廃止し、令和 31 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は水沢小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 みなみ放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 廃止 ― ― 

建物管理 指定管理 指定管理 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 16 年度を目途に施設を廃止し、令和 21 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は水沢南小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 ときわ放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 廃止 ― ― 

建物管理 指定管理 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 11 年度を目途に施設を廃止し、令和 16 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は常磐小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 佐倉河放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物管理 指定管理 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 6 年度を目途に施設を廃止し、令和 11 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は佐倉河小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 真城放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 廃止 ― ― 

建物管理 指定管理 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 11 年度を目途に施設を廃止し、令和 16 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は真城小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 姉体放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 廃止 ― ― 

建物管理 指定管理 指定管理 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 16 年度を目途に施設を廃止し、令和 21 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は姉体小学校へ開設場所を

移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直

していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 羽田放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 廃止 ― 

建物管理 指定管理 指定管理 用途変更 ― 

管理運営の具

体策 

羽田地区センターと複合施設のため老朽化及び利用実態を踏まえ、令和 26 年

度を目途に施設を廃止し、用途変更します。事業は羽田小学校へ開設場所を移行

します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直して

いきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 ⿊⽯放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物管理 解体撤去 ― ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 6 年度を目途に施設を廃止します。令和 7 年度まで

に解体撤去し借地を返却します。事業は⿊⽯小学校へ開設場所を移行します。な

お、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 岩谷堂放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 廃止 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 解体撤去 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 31 年度を目途に施設を廃止し、令和 36 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は岩谷堂小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 江刺愛宕放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 廃止 ― 

建物管理 指定管理 指定管理 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 21 年度を目途に施設を廃止し、令和 26 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は江刺愛宕小学校へ開設場

所を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を

見直していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 前沢放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止  ― ― 

建物管理 指定管理 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 4 年度を目途に施設を廃止し、令和 9 年度までに建

物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は前沢小学校へ開設場所を移

行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直し

ていきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 古城放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止  ― ― 

建物管理 指定管理 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 4 年度を目途に施設を廃止し、令和 9 年度までに建

物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は前沢小学校へ開設場所を移

行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見直し

ていきます。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 胆沢笹森放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 廃止 ― ― 

建物管理 指定管理 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 11 年度を目途に施設を廃止し、令和 16 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は胆沢第一小学校へ開設場

所を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を

見直していきます。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 南都田放課後児童クラブ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 ― 廃止 ― 

建物管理 指定管理 指定管理 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化のため、令和 21 年度を目途に施設を廃止し、令和 26 年度までに

建物を含み用地の売却もしくは解体撤去します。事業は南都田小学校へ開設場所

を移行します。なお、小学校の余裕教室の状況や校舎建て替えに併せて計画を見

直していきます。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(Ｒ３)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

水沢放課後児

童クラブ 

35,557 193,588 158,031 17,778 96,794 79,016 53,335 290,382 237,047 

みなみ放課後

児童クラブ 

44,582 242,289 197,707    44,582 242,289 197,707 

ときわ放課後

児童クラブ 

28,954 157,446 128,492    28,954 157,446 128,492 

佐倉河放課後

児童クラブ 

9,554 51,908 42,354    9,554 51,908 42,354 

真城放課後児

童クラブ 

18,429 100,331 81,902    18,429 100,331 81,902 

姉体放課後児

童クラブ 

30,104 163,651 133,547    30,104 163,651 133,547 

羽田放課後児

童クラブ 

17,922 97,298 79,376 8,961 48,649 39,688 26,883 145,947 119,064 

⿊⽯放課後児

童クラブ 

3,526 19,157 15,631    3,526 19,157 15,631 

岩谷堂放課後

児童クラブ 

160,347 269,910 109,563 130,282 219,301 89,019 290,629 489,211 198,582 

江刺愛宕放課

後児童クラブ 

35,285 191,771 156,486 6,616 35,957 29,341 41,901 227,728 185,827 

前沢放課後児

童クラブ 

14,415 23,314 8,899    14,415 23,314 8,899 

古城放課後児

童クラブ 

7,642 12,359 4,717    7,642 12,359 4,717 

胆沢笹森放課

後児童クラブ 

36,924 99,963 63,039    36,924 99,963 63,039 

南都田放課後

児童クラブ 

58,261 192,016 133,755 10,924 36,003 25,079 69,185 228,019 158,834 

合計 501,502 1,815,001 1,313,499 174,561 436,704 262,143 676,063 2,251,705 1,575,642 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

5,206.89 ㎡ 0 ㎡ ▲5,206.89 ㎡【▲100％】 

主な要因 

〇解体撤去による減  5,206.89 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

1,983,861 千円 23,394 千円 ▲1,960,467 千円【▲98.8％】 

主な要因 

 

 

 

 

 

 (3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

4,146,216 千円 1,575,642 千円 ▲2,570,574 千円【▲61.9％】 

主な要因 

〇供給量の適正化（廃止／解体撤去等）、による減  2,570,574 千円 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

子育て支援施設の個別施設計画 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市健康こども部こども家庭課 



はじめに 

〇 子育て支援施設の現状 

奥州市の子育て支援施設は、市町村合併前の旧市町村時代の施設及びサービスを受け継ぎ、現在は、

子育て総合支援センターが、児童及びその保護者に対する総合的な支援並びに地域全体における子育

て環境の整備を図り、子育てしやすい環境づくりを推進しています。 

 

地域子育て支援拠点施設は各地域に１箇所以上設置しています。子育て支援センターの大部分は保

育施設の中にありますが、前沢子育て支援センターは法務局が改築したものを譲り受け保育所分館と

して使用していた建物で、保育施設から離れた場所にあります。 

 

 

〇 課題 

  現状の施設を今後維持することは、財政的に困難です。子育て支援を推進するうえでは、継続して事

業を行えるよう既存施設の有効利用を含む事業の見直し、検討していくことが必要です。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、子育て支援施設に係る個別施

設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

 (3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「子育て支援施設」−中分類「子育

て支援施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

子育て総合支援センター H22 1,257.05 358,012 10 24 

前沢子育て支援センター H７ 346.62 （国から譲渡） 38 47 

合計 1,603.67  

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

子育て総合支援センター Ａ 

0 0 0 

▲7.5 6,226 5,822 5,793 

6,226 5,822 5,793 

前沢子育て支援センター Ａ 

0 0 0 

▲21.8 1,206 954 990 

1,206 954 990 

合計 

0 0 0 

▲9.6 7,432 6,776 6,783 

7,432 6,776 6,783 
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  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

 

 (3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

子育て総合支援センター 利用者数 

（人） 

3,403 3,986 4,641 36.4 

前沢子育て支援センター 3,188 3,288 4,293 34.7 

 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合権利計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

子育て総合支援センター 723 465,090 465,813 

前沢子育て支援センター 1,477 128,020 129,497 

合計 2,200 593,110 595,310 
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 (5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

子育て総合支援センター 0 17,841 17,841 214,092 

前沢子育て支援センター 0 3,150 3,150 37,800 

合計 0 20,991 20,991 251,892 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇子育て総合支援センターは、児童及びその保護者に対する総合的な支援並びに地域全体にお

ける子育て環境の整備を図り、子育てしやすい環境づくりを推進しており、子育て支援施設に

ついて見合うような施設を整備していきます。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

  

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

供用廃止 現在の建物等の供用を廃止します。 

 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

子育て総合支援センター 存続 施設機能強化 継続 建替え 

前沢子育て支援センター 存続 廃止・処分 廃止 供用廃止 
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 (2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 子育て総合支援センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 建替え 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も継続して事業を実施していくことが見込まれることから、サービスの提

供及び施設の供用を維持し、⻑寿命化を図るために建築後 25 年目に大規模改修

を行い、50 年目に建替えを行います。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 前沢子育て支援センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 供用廃止 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 廃止 

建物等 維持 維持 維持 供用廃止 

延床面積増減 減（㎡） 346.62 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化を踏まえ、令和 35 年（耐用年数＋10 年）を目途に施設を廃止し

ます。サービスは別施設での提供を検討します。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

子育て総合支援センター      

前沢子育て支援センター    ▲346.62 ▲346.62 

合計    ▲346.62 ▲346.62 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、建替え若しくは供用廃止等の対応を迫られ

ることとなります。子育て総合支援センターは、施設の供用を維持し、⻑寿命化を図るために

建築後 25 年目に大規模改修を行い、50 年目に建替えを行います。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 子育て総合支援センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 大規模改修 ― 建替え 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

⻑寿命化を図るために建築後 25 年目に大規模改修を行い、50 年目に建替えを行

います。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 前沢子育て支援センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 供用廃止 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 ― 

更新・維持の

具体策 

建物等は必要な修繕等により現状を維持します。 

 

 

 (3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

子育て総合支援

センター 

更新 0 175,980 0 289,110 465,090 

維持 120 200 200 200 720 

前沢子育て支援

センター 

更新 0 0 0 ― 0 

維持 246 164 0 ― 410 

合計  366 176,344 200 289,310 466,220 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇子育て総合支援センター及び前沢子育て支援センターは直営で管理・運営を行っています

が、今後も直営で管理・運営を行ってまいります。 

〇事業を見直し、必要に応じて再編等の検討を行います。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

供用廃止 建物等の供用を廃止します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各 10

年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 子育て総合支援センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

現在、直営で管理・運営を行っていますが、今後も直営で管理・運営を行いま

す。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 前沢子育て支援センター 

総合評価 サービス 廃止 建物等 供用廃止 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 廃止 

建物管理 直営 直営 直営 供用廃止 

管理運営の具

体策 

現在、直営で管理・運営を行っていますが、今後も直営で管理・運営を行いま

す。施設の供用廃止後は、別施設でのサービス提供を検討します。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R３)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

子 育 て 総

合 支 援 セ

ンター 

0 95,152 95,152 0 118,940 118,940 0 214,092 214,092 

前 沢 子 育

て 支 援 セ

ンター 

0 16,800 16,800 0 17,850 17,850 0 34,650 34,650 

合計 0 111,952 111,952 0 136,790 136,790 0 248,742 248,742 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

1,603.67 ㎡ 1,257.05 ㎡ ▲346.62 ㎡【▲21.6％】 

主な要因 

〇供用廃止による減  ▲346.62 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

595,310 千円 466,220 千円 ▲129,090 千円【▲21.6％】 

主な要因 

〇更新・維持費の精査による費用の減  129,090 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

251,892 千円 248,742 千円 ▲3,150 千円【▲1.2％】 

主な要因 

〇供給量の適正化（廃止／供用廃止）による減  ▲3,150 千円 
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令和３年１月 

奥州市 



はじめに 

〇 公立教育・保育施設の現状 

奥州市の教育・保育施設は、市町村合併前の旧市町村時代の施設及びサービスを受け継ぎ、認定こど

も園２施設、幼稚園 13 施設、保育所（園）８施設の 23 施設を運営してきました。 

  平成 29 年６月に策定した『奥州市立教育・保育施設再編計画』に基づき、上記施設のうち、平成 29

年度末に⿊⽯幼稚園を閉園したほか、令和元年度末には５幼稚園を閉園する予定としています。 

  平成 27 年度から始まった『子ども・子育て支援新制度』以降、保育を求める保護者ニーズが高まり、

保育施設には待機児童が発生・増加する一方で、幼稚園や中山間部の保育所には大幅な定員割れが生じ

るなど、幼・保のバランス、地域的なバランスが崩れた状態になっています。 

待機児童の増加の背景には、保育士の不足があり、その確保に向け、ハローワーク等の関係機関との

連携のほか、市独自に保育士等確保緊急対策事業として、「保育士等就労奨励金」、「保育士等奨学金返

済支援補助金」、「人材確保推進事業補助金」などの制度を導入して対応してきた経過があります。 

少子化が進んでいる状況ですが、０から２歳児の需要は、なお高まる傾向があります。このため、さ

らに保育士を必要する状況にありますが、市外からの確保には限界があり、公立施設の再編によって職

員を効率的に配置する計画を併せて進めてきています。 

 

〇 課題 

  本市では、少子高齢化、人⼝減少に⻭⽌めをかけるため、「子育て環境ナンバーワン」を目指してい

ます。安心して子どもを産み、育てるためには、仕事と子育てを両立できる環境が求められる中、保育

施設や保育士の不足のよる待機児童の発生は、全国的な問題となっています。 

本市においても毎年発生しており、保育所に入るための活動、いわゆる「保活」は保護者、特に⺟親

にとって大きな負担となっています。 

また、市立教育・保育施設は老朽化が進んでおり、改築が求められていますが、厳しい財政状況の中、

具体的なそれぞれの施設の改築計画は未策定の状況で、その策定は困難です。 

この二つの課題の解決のため、平成 28 年６月から教育・保育施設及び小学校の保護者、教育・保育

施設関係者等で組織する奥州市立教育・保育施設再編計画策定委員会を設置し、検討を進め、平成 29

年６月に『奥州市立教育・保育施設再編計画』を策定しました。 

この計画は、本市における将来の就学前教育・保育の中で市が担う役割及び施設設置の方針を示すと

ともに、個別の施設整備については、各地域に設置した再編準備委員会において、保護者、地域の方等

の関係者との協議を重ね、市総合計画に位置付けて進めていくことで、地域の課題解決に対応しようと

するものです。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、教育・保育施設に係る個別施

設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「子育て支援施設」−中分類「幼

保・こども園」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

稲瀬わかば園 H16 1,219.02  12 22 

あゆみ園 H19 1,308.00  9 22 

佐倉河幼稚園 S51 735.00 79,590 40 34 

羽田幼稚園 S54 564.00 41,370 37 34 

上姉体幼稚園 S55 603.00 86,370 36 34 

⿊⽯幼稚園 S58 392.00 33,790 33 34 

岩谷堂幼稚園 H22 773.00 114,450 6 22 

前沢南幼稚園 S49 867.00 159,930 42 34 

前沢北幼稚園 S54 993.00 179,720 37 34 

前沢東幼稚園 S57 702.00 133,560 34 34 

小山東幼稚園 S62 1,115.00 162,830 29 22 

小山⻄幼稚園 S63 1,107.00 162,830 28 22 

南都田幼稚園 S55 1,112.00 162,830 36 22 

若柳幼稚園 S58 1,026.00 89,250 33 22 

衣里幼稚園 S57 614.00 98,120 34 22 

いずみ保育園 H23 1,257.00 276,850 5 22 

みなみ保育園 S53 591.48 63,740 38 34 

田原保育所 H21 883.89 165,140 7 22 

江刺南保育所 H21 892.55 217,900 7 22 

玉里保育所 S57 387.00 51,750 34 34 

梁川保育所 S55 418.00 41,420 36 34 

広瀬保育所 S45 416.97 79,570 46 34 

前沢保育所 H4 983.80 197,700 24 22 

合計 18,960.71  
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(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

 

 施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 増減率 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％） 

佐倉河幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 5,819,196 6,456,006 6,846,908 

5,819,196 6,456,006 6,846,908 

羽田幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 4,655,356 5,164,805 5,477,527 

4,655,356 5,164,805 5,477,527 

⿊⽯幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 3,491,517 3,873,604 4,108,145 

3,491,517 3,873,604 4,108,145 

上姉体幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 4,655,356 5,164,805 5,477,527 

4,655,356 5,164,805 5,477,527 

岩谷堂幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 5,819,196 6,456,006 6,846,908 

5,819,196 6,456,006 6,846,908 

下三照幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 5,819,196 6,456,006 6,846,908 

5,819,196 6,456,006 6,846,908 

前沢南幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 10,474,552 11,620,811 12,324,435 

10,474,552 11,620,811 12,324,435 

前沢北幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 8,146,874 9,038,409 9,585,671 

8,146,874 9,038,409 9,585,671 

前沢東幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 5,819,196 6,456,006 6,846,908 

5,819,196 6,456,006 6,846,908 

小山東幼稚園 Ａ 
0 0 0 

17.7% 
22,112,943 24,532,823 26,018,251 
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22,112,943 24,532,823 26,018,251 

小山⻄幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 5,819,196 6,456,006 6,846,908 

5,819,196 6,456,006 6,846,908 

南都田幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 8,146,874 9,038,409 9,585,671 

8,146,874 9,038,409 9,585,671 

若柳幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 6,983,035 7,747,207 8,216,290 

6,983,035 7,747,207 8,216,290 

衣川幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 11,638,391 12,912,012 13,693,816 

11,638,391 12,912,012 13,693,816 

衣里幼稚園 Ａ 

0 0 0 

17.7% 6,983,035 7,747,207 8,216,290 

6,983,035 7,747,207 8,216,290 

いずみ保育園 Ａ 

0 0 0 

-4.3% 20,788,609 21,357,800 19,890,672 

20,788,609 21,357,800 19,890,672 

みなみ保育園 Ａ 

0 0 0 

8.3% 17,057,742 20,999,352 18,465,213 

17,057,742 20,999,352 18,465,213 

田原保育所 Ａ 

0 0 0 

-33.3% 20,686,272 17,723,787 13,791,168 

20,686,272 17,723,787 13,791,168 

江刺南保育所 Ａ 

0 0 0 

-39.4% 15,134,027 13,208,291 9,170,734 

15,134,027 13,208,291 9,170,734 

玉里保育所 Ａ 

0 0 0 

72.4% 7,651,281 8,377,102 13,190,919 

7,651,281 8,377,102 13,190,919 

梁川保育所 Ａ 

0 0 0 

42.9% 7,526,294 7,805,979 10,757,259 

7,526,294 7,805,979 10,757,259 

広瀬保育所 Ａ 

0 0 0 

32.1% 10,688,927 12,497,846 14,117,402 

10,688,927 12,497,846 14,117,402 
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稲瀬保育所 Ａ 

0 0 0 

-3.7% 21,884,756 22,053,336 21,079,632 

21,884,756 22,053,336 21,079,632 

前沢保育所 Ａ 

0 0 0 

-7.7% 40,630,129 38,468,244 37,481,849 

40,630,129 38,468,244 37,481,849 

衣川保育所 Ａ 

0 0 0 

14.3% 23,923,615 24,083,463 27,355,258 

23,923,615 24,083,463 27,355,258 

合計 

0 0 0 

6.6% 302,355,565 315,695,322 322,238,271 

302,355,565 315,695,322 322,238,271 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 
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(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率

（％） 

佐倉河幼稚園 利用者数

（人） 

54 53 49 ▲ 10.2 

羽田幼稚園 28 29 27 ▲ 3.7 

上姉体幼稚園 31 27 18 ▲ 72.2 

⿊⽯幼稚園 10 10 8 ▲ 25.0 

岩谷堂幼稚園 48 45 33 ▲ 45.5 

下三照幼稚園 24 27 30 20.0 

前沢南幼稚園 87 83 71 ▲ 22.5 

前沢北幼稚園 52 48 45 ▲ 15.6 

前沢東幼稚園 23 19 16 ▲ 43.8 

小山東幼稚園 71 69 58 ▲ 22.4 

小山⻄幼稚園 25 16 22 ▲ 13.6 

南都田幼稚園 56 53 63 11.1 

若柳幼稚園 23 23 18 ▲ 27.8 

衣川幼稚園 30 27 24 ▲ 25.0 

衣里幼稚園 23 19 18 ▲ 27.8 

いずみ保育園 60 58 59 ▲ 1.7 

みなみ保育園 63 61 61 ▲ 3.3 

田原保育所 65 65 63 ▲ 3.2 

江刺南保育所 57 50 41 ▲ 39.0 

玉里保育所 30 26 29 ▲ 3.4 

梁川保育所 25 25 23 ▲ 8.7 

広瀬保育所 33 29 28 ▲ 17.9 

稲瀬保育所 74 77 73 ▲ 1.4 

前沢保育所 143 143 134 ▲ 6.7 

衣川保育所 69 77 71 2.8 
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(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

稲瀬わかば園（下三＋稲瀬） 1,009,728 207,234 1,216,962 

あゆみ園（衣川幼＋衣川保） 1,363,320 222,360 1,585,680 

佐倉河幼稚園 229,500 124,950 354,450 

羽田幼稚園 183,600 95,880 279,480 

上姉体幼稚園 137,700 102,510 240,210 

⿊⽯幼稚園 183,600 66,640 250,240 

岩谷堂幼稚園 229,500 131,410 360,910 

下三照幼稚園 0  0 

前沢南幼稚園 413,064 147,390 560,454 

前沢北幼稚園 321,264 168,810 490,074 

前沢東幼稚園 229,500 119,340 348,840 

小山東幼稚園 871,992 189,550 1,061,542 

小山⻄幼稚園 229,500 188,190 417,690 

南都田幼稚園 321,264 189,040 510,304 

若柳幼稚園 275,364 174,420 449,784 

衣川幼稚園 0  0 

衣里幼稚園 275,364 104,380 379,744 

いずみ保育園 744,480 213,690 958,170 

みなみ保育園 678,276 100,552 778,828 

田原保育所 626,436 150,262 776,698 

江刺南保育所 450,180 151,734 601,914 

玉里保育所 350,640 65,790 416,430 

梁川保育所 313,092 71,060 384,152 

広瀬保育所 447,660 70,885 518,545 

稲瀬保育所 0  0 

前沢保育所 1,398,996 167,246 1,566,242 

衣川保育所 0  0 

合計 11,284,020 3,223,323 14,507,343 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

佐倉河幼稚園 0 19,122 19,122 229,464 

羽田幼稚園 0 15,298 15,298 183,576 

上姉体幼稚園 0 15,298 15,298 183,576 

⿊⽯幼稚園 0 11,473 11,473 137,676 

岩谷堂幼稚園 0 19,122 19,122 229,464 

下三照幼稚園 0 19,122 19,122 229,464 

前沢南幼稚園 0 34,420 34,420 413,040 

前沢北幼稚園 0 26,771 26,771 321,252 

前沢東幼稚園 0 19,122 19,122 229,464 

小山東幼稚園 0 72,664 72,664 871,968 

小山⻄幼稚園 0 19,122 19,122 229,464 

南都田幼稚園 0 26,771 26,771 321,252 

若柳幼稚園 0 22,947 22,947 275,364 

衣川幼稚園 0 38,244 38,244 458,928 

衣里幼稚園 0 22,947 22,947 275,364 

いずみ保育園 0 62,037 62,037 744,444 

みなみ保育園 0 56,522 56,522 678,264 

田原保育所 0 52,201 52,201 626,412 

江刺南保育所 0 37,513 37,513 450,156 

玉里保育所 0 29,219 29,219 350,628 

梁川保育所 0 26,090 26,090 313,080 

広瀬保育所 0 37,304 37,304 447,648 

稲瀬保育所 0 65,018 65,018 780,216 

前沢保育所 0 116,580 116,580 1,398,960 

衣川保育所 0 75,362 75,362 904,344 

小計 0 940,289 940,289 11,283,468 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃⽌を迫られることと

なり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人

⼝、住⺠ニーズ、市⾏財政等）を⼗分に検証した上で、再配置を⾏います。 

〇特定の地域の住⺠・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移⾏を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃⽌します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃⽌・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低



- 10 - 

 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

⽌し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃⽌・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 



- 11 - 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃⽌ 現在のサービスを廃⽌します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃⽌する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃⽌または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

稲瀬わかば園（下三照、稲保） 存続 施設機能強化 継続 大規模改修 

あゆみ園（衣川幼、衣川保） 存続 施設機能強化 継続 大規模改修 

佐倉河幼稚園 廃⽌・処分 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

羽田幼稚園 廃⽌・処分 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

上姉体幼稚園 再編計画により廃⽌予定 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

⿊⽯幼稚園 再編計画により廃⽌予定 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

岩谷堂幼稚園 廃⽌・処分 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

前沢南幼稚園 再編計画により廃⽌予定 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

前沢北幼稚園 再編計画により統合新設予定 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

前沢東幼稚園 再編計画により統合新設予定 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

小山東幼稚園 施設機能強化 廃⽌・処分 継続 譲渡 

小山⻄幼稚園 再編計画により統合新設予定 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

南都田幼稚園 廃⽌・処分 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

若柳幼稚園 廃⽌・処分 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

衣里幼稚園 廃⽌・処分 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

いずみ保育園 サービス強化 サービス強化 追加 維持 

みなみ保育園 廃⽌・処分 廃⽌・処分 廃⽌ 譲渡 

田原保育所 存続 存続 継続 維持 

江刺南保育所 存続 存続 継続 維持 

玉里保育所 施設機能強化 施設機能強化 継続 建替え 

梁川保育所 サービス強化 施設機能強化 継続 解体撤去 

広瀬保育所 サービス強化 施設機能強化 継続 解体撤去 

前沢保育所 存続 施設機能強化 継続 大規模改修 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃⽌」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 稲瀬わかば園 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 存続 存続 ― ― 

建物等 維持 大規模改修 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

江刺地域唯一の認定こども園で、今後地域内の公立施設の中核施設として存続

が必要と考える。令和 18 年（耐用年数＋10 年）を目途に大規模改修し、サービ

スの提供及び施設の供用を維持する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 あゆみ園 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 存続 存続 存続 ― 

建物等 維持 維持 大規模改修 ― 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

衣川地域には⺠間の幼保施設がなく、参入予定もない。衣里幼稚園との統合を

進め、地域内の保育施設として、市において運営を存続する必要があると考え

る。衣里幼稚園の統合後に、老朽化の対策として令和 21 年（耐用年数＋10 年）

を目途の大規模改修し、サービスの提供及び施設の供用を維持する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 佐倉河幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   735.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

園児数が減少してきており、今後教育環境としての適正規模の維持が困難な状

況も考えられる。水沢地域には⺠間施設が相当数あるほか、新規の参入意向の相

談も受けており、⺠間を支援し、公立幼稚園については閉園に向けた検討が必要

と考えられる。⺠間施設での受入れを視野に、令和７年度までの間に廃⽌するこ

ととし、資産価値の高い土地については売却を前提に進める。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 羽田幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   564.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

園児数が減少してきており、今後教育環境としての適正規模の維持が困難な状

況も考えられる。水沢地域には⺠間施設が相当数あるほか、新規の参入意向の相

談も受けている状況から、サウンディング調査を実施し、⺠間を支援する方針と

し、公立幼稚園については閉園に向けた検討を⾏う。令和７年度までの間に廃⽌

することとし、資産価値のある土地・建物については、⺠間への貸付や売却を前

提に進める。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 上姉体幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   603.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

園児数の減少により、平成 31 年度（令和元年度）は１年間休園し、令和２年

４月をもって廃⽌。跡地活用に関する問合せもあるところであるが、具体的な相

手方（利用予定）がない場合は、土地売却を前提に処分を進める。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 ⿊⽯幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   392.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

平成 30 年４月をもって廃⽌。土地の譲渡について早急に進める。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 岩谷堂幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   773.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

園児数が減少してきており、今後教育環境としての適正規模の維持が困難な状

況も考えられる。江刺地域では令和２年度に 63 人規模の保育園が開園する予定

があり、令和 37 年度までの間に廃⽌する。施設の有効活用はせず、売却を前提

に処分を進める。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 前沢南幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   867.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和２年４月をもって廃⽌。同月供用開始の前沢北こども園に再編。廃⽌施設

は有効活用せず、売却を前提に処分を進める。なお、令和 2 年度に関しては、既

存の車庫を前沢北こども園のバス車庫として利用する予定であり、賃貸借してい

る土地についても継続使用する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 前沢北幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   933.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和２年４月に廃⽌し、同月供用を開始する前沢北こども園に再編。廃⽌施設

は、令和２年４月以降に取壊し、同地に前沢北こども園の駐車場を整備する。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 前沢東幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   702.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和２年４月をもって廃⽌。同月供用開始の前沢北こども園に再編。廃⽌施設

は有効活用せず、売却を前提に処分を進める。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 小山東幼稚園 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   1,115.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和２年４月に廃⽌する小山⻄幼稚園と統合するが、本施設は令和７年までに

廃⽌し、施設の有効活用はせず、売却を前提に処分を進める。 

胆沢地域では⺠間施設の改築の計画も進んでいることから、地域内での適正配

置を念頭に認定こども園への移⾏ないしその要否についての検討を進める。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 小山⻄幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）  1,107.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和２年４月をもって廃⽌する。跡地活用に関する問合せもあるところである

が、具体的な相手方（利用予定）がない場合は、土地売却を前提に処分を進め

る。なお、一部地域住⺠から遊休施設としないよう、相手方がない場合は速やか

に取壊してほしいとの話が出ている。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 南都田幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   1,112.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和７年までに廃⽌し、施設の有効活用はせず、売却を前提に処分を進める。 

胆沢地域では⺠間施設の改築の計画も進んでいることから、地域内での適正配

置を念頭に認定こども園への移⾏ないしその要否についての検討を進める。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 若柳幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   1,026.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和７年までに廃⽌し、施設の有効活用はせず、売却を前提に処分を進める。 

胆沢地域では⺠間施設の改築の計画も進んでいることから、地域内での適正配

置を念頭に認定こども園への移⾏ないしその要否についての検討を進める。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 衣里幼稚園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   614.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和２年度の新規就園児がない見込みから、令和７年度までの間に、あゆみ園

と統合する。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 いずみ保育園 

総合評価 サービス 追加 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 追加 ― ― ― 

建物等 維持 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

他施設での入所状況や統廃合の状況に応じて、令和７年度を目途に子育て支援

施設へ転用する。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 みなみ保育園 

総合評価 サービス 廃⽌ 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃⽌ ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡）   591.48 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

令和７年までの間に廃⽌する。廃⽌施設は有効活用せず、売却を前提に処分を

進める。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 田原保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 維持 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間内は必要な点検や補修により維持するが、入所状況を勘案し他の施設

への吸収に伴い廃⽌する。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 江刺南保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 維持 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間内は必要な点検や補修により維持するが、入所状況を勘案し他の施設

への吸収に伴い廃⽌する。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 玉里保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 建替え ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 387.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

各所の入所状況等を勘案して玉里保育所、梁川保育所、広瀬保育所を統合して

認定こども園に再編する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 梁川保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 解体撤去 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 418.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

各所の入所状況等を勘案して玉里保育所、梁川保育所、広瀬保育所を統合して

認定こども園に再編する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 広瀬保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 解体撤去 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 416.97 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

各所の入所状況等を勘案して玉里保育所、梁川保育所、広瀬保育所を統合して認

定こども園に再編する。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 前沢保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 ― ― 

建物等 大規模改修 維持 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

待機児童が発生していることから本施設への需要は高い。（仮称）前沢南こど

も園の整備計画があるが、財政面から見て新設の着工は見合わせる状況にある。

老朽化への対策として令和８年（耐用年数＋10 年）を目途に大規模改修を⾏う。 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

稲瀬わかば園      

あゆみ園      

佐倉河幼稚園 ▲735.00    ▲735.00 

羽田幼稚園 ▲564.00    ▲564.00 

上姉体幼稚園 ▲603.00    ▲603.00 

⿊⽯幼稚園 ▲392.00    ▲392.00 

岩谷堂幼稚園 ▲773.00    ▲773.00 

前沢南幼稚園 ▲867.00    ▲867.00 

前沢北幼稚園 ▲933.00    ▲933.00 

前沢東幼稚園 ▲702.00    ▲702.00 

小山東幼稚園 ▲1,115.00    ▲1,115.00 

小山⻄幼稚園 ▲1,107.00    ▲1,107.00 

南都田幼稚園 ▲1,112.00    ▲1,112.00 

若柳幼稚園 ▲1,026.00    ▲1,026.00 

衣里幼稚園 ▲614.00    ▲614.00 

いずみ保育園      

みなみ保育園 ▲591.48    ▲591.48 

田原保育所      

江刺南保育所      

玉里保育所 ▲387.00    ▲387.00 

梁川保育所 ▲418.00    ▲418.00 

広瀬保育所 ▲416.97    ▲416.97 

前沢保育所      

合計 ▲12,356.45    ▲12,356.45 



- 21 - 

４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏

いました。 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

 既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃⽌を迫られることと

なることから、以下の方針により整備若しくは廃⽌を進めます。 

認定こども園 大規模修繕により機能の維持をします。 

幼稚園    ニーズが低下していることから認定こども園としての集約を⾏い、現施設は

廃⽌します。 

保育所（園） ニーズは増加しているが、施設が老朽化していることから認定こども園とし

て大規模改修若しくは集約を⾏い、それ以外の施設は廃⽌します。 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を⾏うため、更新・

維持スケジュールを前期と後期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 稲瀬わかば園 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 大規模改修 ― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を⾏います。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 あゆみ園 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― 大規模改修 ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を⾏います。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 いずみ保育園 

総合評価 サービス 追加 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 追加 ― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は、子育て支援施設へ転用に必要

な修繕等の検討をしながら当面現状を維持するための更新を⾏います。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 田原保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を⾏います。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 江刺南保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を⾏います。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 玉里保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 建替え ― ― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を⾏います。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 前沢保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 大規模改修 ― ― ― 

維持内容 屋根補修 ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を⾏います。 
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(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(Ｒ3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

稲瀬わかば園 
更新 2,106 170,660   172,766 

維持  3,510 3,510 3,510 10,530 

あゆみ園 
更新   102,237  102,237 

維持 1,254 2,090 2,090 2,090 7,524 

いずみ保育園 
更新     0 

維持 30  114,441  50  152,153  266,674 

みなみ保育園 
更新     0 

維持 1,020 1,700 1,700 1,700 6,120 

田原保育所 
更新     0 

維持 3,426 5,710 5,710 5,710 20,556 

江刺南保育所 
更新     0 

維持 3,462 5,770 5,770 5,770 20,772 

玉里保育所 

梁川保育所 

広瀬保育所 

更新 54,180    
54,180 

維持 5,880 9,800 9,800 9,800 
35,280 

前沢保育所 
更新 156,940    156,940 

維持 4,338 7,230 7,230 7,230 26,028 

合計 232,636 320,911 138,097 187,963 879,607 

 

※玉里、梁川、広瀬の再編  

   ３施設とも軽量鉄骨造。面積は、玉里保育所（387 ㎡）を採用。 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇市子育て支援施設は、直営で管理・運営を⾏っていますが、今後利用率等を⼗分に検証し、

真に有益な管理・運営が⾏われるよう運営方法等の見直しを⾏います。 

〇子育て支援施設担当課は、教育総務課が管理を学校教育課が運営を分けて業務に当たってお

りましたが、組織再編による「健康こども部」への集約を機に窓⼝を一本化し、利用者の視点

に立った効率的な管理・運営に努めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃⽌ サービスの提供を廃⽌します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 
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区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各 10

年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 稲瀬わかば園 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 ― ― 

建物管理 直営 直営 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえながら、当面の間は市が直営し、⺠間参入等

の状況により、サービス及び建物の管理の⺠営化を検討する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 あゆみ園 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 ― ― 

建物管理 直営 直営 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえながら、当面の間は市が直営し、⺠間参入等

の状況により、サービス及び建物の管理の⺠営化を検討する。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 いずみ保育園 

総合評価 サービス 追加 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 ― ― 

建物管理 直営 直営 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえながら、当面の間は市が直営し、子育て支援

施設のニーズや⺠間参入等の状況により、サービス及び建物の管理の⺠営化を検

討する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 田原保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 ― ― 

建物管理 直営 直営 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえながら、当面の間は市が直営し、入所状況等

の状況により、他施設への統合を検討する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 江刺南保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 ― ― 

建物管理 直営 直営 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえながら、当面の間は市が直営し、入所状況等

の状況により、他施設への統合を検討する。 

 

 

分類名 子育て支援施設 施設名 玉里保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 ― ― 

建物管理 直営 直営 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえながら、当面の間は市が直営するが、地域と

の協議を整え、江刺東中学校エリアに認定こども園の統合・整備を検討する。 
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分類名 子育て支援施設 施設名 前沢保育所 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 ― ― 

建物管理 直営 直営 ― ― 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえながら、当面の間は市が直営し、⺠間参入等

の状況により、サービス及び建物の管理の⺠営化を検討する。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(Ｒ3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

佐倉河幼稚園 0 63,743 63,743 0 ０ ０ ０ 63,743 63,743 

羽田幼稚園 0 50,993 50,993 0 ０ ０ ０ 50,993 50,993 

上姉体幼稚園 0 5,099 5,099 0 ０ ０ ０ 5,099 5,099 

⿊⽯幼稚園 0 3,825 3,825 0 ０ ０ ０ 3,825 3,825 

岩谷堂幼稚園 0 63,743 63,743 0 ０ ０ ０ 63,743 63,743 

下三照幼稚園 0 127,487 127,487 0 127,487 127,487 ０ 254,973 254,973 

前沢南幼稚園 0 22,947 22,947 0 ０ ０ ０ 22,947 22,947 

前沢北幼稚園 0 17,847 17,847 0 ０ ０ ０ 17,847 17,847 

前沢東幼稚園 0 12,749 12,749 0 ０ ０ ０ 12,749 12,749 

小山東幼稚園 0 242,217 242,217 0 ０ ０ ０ 242,217 242,217 

小山⻄幼稚園 0 12,749 12,749 0 ０ ０ ０ 12,749 12,749 

南都田幼稚園 0 89,237 89,237 0 ０ ０ ０ 89,237 89,237 

若柳幼稚園 0 76,490 76,490 0 ０ ０ ０ 76,490 76,490 

衣川幼稚園 0 254,967 254,967 0 254,967 254,967 ０ 509,933 509,933 

衣里幼稚園 0 76,490 76,490 0 ０ ０ ０ 76,490 76,490 

いずみ保育園 0 413,587 413,587 0 413,587 413,587 ０ 827,173 827,173 

みなみ保育園 0 188,410 188,410 0 ０ ０ ０ 188,410 188,410 

田原保育所 0 348,013 348,013 0 348,013 348,013 ０ 696,027 696,027 

江刺南保育所 0 250,093 250,093 0 250,093 250,093 ０ 500,187 500,187 

玉里保育所 0 194,800 194,800 0 194,800 194,800 ０ 389,600 389,600 

梁川保育所 0 173,933 173,933 0 173,933 173,933 ０ 347,867 347,867 

広瀬保育所 0 248,700 248,700 0 248,700 248,700 ０ 497,400 497,400 
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稲瀬保育所 0 433,453 433,453 0 433,453 433,453 ０ 866,907 866,907 

前沢保育所 0 777,207 777,207 0 777,207 777,207 ０ 1,554,413 1,554,413 

衣川保育所 0 502,420 502,420 0 502,420 502,420 ０ 1,004,840 1,004,840 

合計 0 4,651,199 4,651,199 0 3,724,660 3,724,660 ０ 8,375,859 8,375,859 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

18,960.71 ㎡ 6,604,26 ㎡ ▲12,356.45 ㎡【▲65.1％】 

主な要因 

〇閉園、施設再編による減  ▲12,356.45 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

14,507,343 千円 879,607 千円 ▲13,627,736 千円【▲93.9％】 

主な要因 

〇改修等による費用の増  12,020 千円 

〇施設備品の更新による増  10,136 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

11,283,468 千円 8,375,859 千円 ▲2,907,609 千円【▲25.7％】 

主な要因 

〇施設の再編・統合等による減  ▲2,907,609 千円 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

保健施設の個別施設計画 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市健康こども部健康増進課 



はじめに 

〇 保健施設の現状 

奥州市の保健施設は、市町村合併前の旧市町村時代の施設及びサービスを受け継ぎ、旧市町村の区域

にそれぞれ１施設ずつを配置しています。 

  この間、経年劣化が原因の修繕等を実施しながら施設及びサービスの維持に努めてまいりました。 

  各施設とも健康教育、健康相談、健康診査等の保健活動を総合的に推進するとともに、市⺠の⾃主的

な保健活動の場に供し、市⺠の健康増進を図るなど保健事業の拠点として機能しています。 

 

〇 課題 

  現在の保健施設は、全て市町村合併前に整備された施設であり、整備後20年から40年を経過してい

るため、老朽化による修繕費や光熱水費等施設維持に必要な費用が増加傾向にあります。 

  保健施設は、保健事業の拠点として市⺠の健康の維持、増進に必要不可⽋な施設でありますが、施設

を維持するための費用の増加が課題となっています。 

  サービスを低下させることなく継続しつつ、費用を抑える方法を検討する必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため

、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な

保全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、保健施設に係る個別施設ご

との具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021年度（令和３年度）から2056年度（令和38年度）までの40年間としま

す。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「保健・福祉施設」−中分類「保健

施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 (1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

 施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

水沢保健センター Ｓ59 716.00 128,880 32 50 

江刺保健センター Ｓ55 600.00 78,606 36 50 

前沢健康管理総合センター Ｈ12 1,206.11 451,510 16 41 

健康増進プラザ悠悠館 Ｈ９ 2,878.14 1,228,996 19 50 

衣川保健福祉センター Ｈ11 1,692.47 343,902 17 38 

合計 7,092.72  

 (2) 管理・運営の状況 

   平成26年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

 施設名 
管理運

営方式 

H26歳入 H27歳入 Ｈ28歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26歳出 H27歳出 Ｈ28歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

水沢保健センター Ａ 

0 0 0 

5.6 3,252 3,065 3,434 

3,252 3,065 3,434 

江刺保健センター Ａ 

0 0 0 

▲23.8 1,580 1,240 1,204 

1,580 1,240 1,204 

前沢健康管理総合センタ

ー 
Ａ 

792 792 778 

▲14.9 9,983 8,994 8,598 

9,191 8,202 7,820 

健康増進プラザ悠悠館 Ａ 

5,758 6,541 6,828 

▲14.3 29,070 27,841 26,807 

23,312 21,300 19,979 

衣川保健福祉センター Ａ 

174 170 172 

▲7.6 8,268 7,373 7,651 

8,094 7,203 7,479 

合計 

6,724 7,503 7,778 

▲12.1 52,153 48,513 47,694 

45,429 41,010 39,916 
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  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

   平成26年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

水沢保健センター 
利用者数 

（人） 

利用日数 

（日） 

56日 41日 40日 ▲28.6 

江刺保健センター 137日 134日 108日 ▲21.2 

前沢健康管理総合センター 7,830人 7,231人 6,570人 ▲16.1 

健康増進プラザ悠悠館 36,800人 40,114人 49,669人 35.0 

衣川保健福祉センター 700日 654日 640日 ▲8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和３年度以後36年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後36年間の建替え

・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開している

「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28実績平均

値×36年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

水沢保健センター 26,421 179,560 205,981 

江刺保健センター 16,044 150,000 166,044 

前沢健康管理総合センター 25,841 301,527 327,368 

健康増進プラザ悠悠館 91,067 460,502 551,569 

衣川保健福祉センター 57,473 270,795 328,268 

合計 216,846 1,362,384 1,579,230 

 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後36年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28実績合計 左記実績負担額

の平均値×36年 歳入 歳出 実質負担額 

水沢保健センター 0 9,751 9,751 117,012 

江刺保健センター 0 4,024 4,024 48,288 

前沢健康管理総合センター 2,362 27,575 25,213 302,556 

健康増進プラザ悠悠館 19,127 83,718 64,591 775,092 

衣川保健福祉センター 516 23,292 22,776 273,312 

合計 22,005 148,360 126,355 1,516,260 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

ります。市⺠の健康の維持、増進に必要不可⽋なサービスを継続して実施するため、市を取り

巻く状況（人口、地域ごとの住⺠ニーズ、市⾏財政等）を⼗分に検証した上で、サービスに必

要な環境を整備します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性（

ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サービ

ス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

 

 

 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえで

、⺠間⼿法等の導入を

検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他⾃治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合し

、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

水沢保健センター 存続 廃止・処分 継続 解体撤去 

江刺保健センター 存続 施設機能強化 継続 建替え 

前沢健康管理総合センター 存続 施設機能強化 

⼜は廃止・処分 

継続 建替え 

健康増進プラザ悠悠館 存続 施設機能強化 継続 大規模改修 

衣川保健福祉センター 存続 サービス強化 継続 維持 
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 保健施設 施設名 水沢保健センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持保全 維持保全 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 716.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化を踏まえ、令和26年度を目途に施設廃止、令和31年度を目途に解

体撤去します。サービス継続のため、既存の類似施設を利用します。 

 

分類名 保健施設 施設名 江刺保健センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持保全 維持保全 建替え 維持保全 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

サービスの提供及び施設の供用を維持するとともに、令和23年度を目安に建替

えます。 

 

分類名 保健施設 施設名 前沢健康管理総合センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持保全 維持保全 維持保全 建替え 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

サービスの提供及び施設の供用を維持するとともに、複合施設であることから

、他施設の状況等も踏まえ、令和33年度を目途に建替えます。 
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分類名 保健施設 施設名 健康増進プラザ悠悠館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持保全 大規模改修 維持保全 維持保全 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

サービスの提供及び施設の供用を維持するとともに、施設の老朽化を踏まえ、

令和18年度を目途に大規模改修を検討します。 

 

分類名 保健施設 施設名 衣川保健福祉センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持保全 維持保全 維持保全 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

サービスの提供及び施設の供用を維持するとともに、老朽化を踏まえ、必要な

修繕を最小限で実施しながら施設を維持します。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2017〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

水沢保健センター   ▲716.00  ▲716.00 

江刺保健センター      

前沢健康管理総合センター      

健康増進プラザ悠悠館      

衣川保健福祉センター      

小計   ▲716.00  ▲716.00 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

ります。維持保全、建替え、大規模修繕により、各地域でのサービスを継続します。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 

エ 更新・維持の優先順位 
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防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を⾏うため、更新・

維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 保健施設 施設名 水沢保健センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 解体撤去予定 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― 解体撤去 ― 

維持内容 維持保全 維持保全 維持保全 ― 

更新・維持の

具体策 

令和２年度の解体まで経年劣化等による必要な修繕を最小限で実施します。 

 

分類名 保健施設 施設名 江刺保健センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― 建替え ― 

維持内容 維持保全 維持保全 維持保全 維持保全 

更新・維持の

具体策 

令和23年度の建替えまで経年劣化等による必要な修繕を最小限で実施します。 

 

分類名 保健施設 施設名 前沢健康管理総合センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え予定 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― 建替え予定 

維持内容 維持保全 維持保全 維持保全 維持保全 

更新・維持の

具体策 

令和33年度の建替えまで経年劣化等による必要な修繕を最小限で実施します。 
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分類名 保健施設 施設名 健康増進プラザ悠悠館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模修繕予定 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 大規模修繕 ― ― 

維持内容 維持保全 維持保全 維持保全 維持保全 

更新・維持の

具体策 

令和18年度の大規模修繕まで経年劣化等による必要な修繕を最小限で実施しま

す。 

 

分類名 保健施設 施設名 衣川保健福祉センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持保全 維持保全 維持保全 維持保全 

更新・維持の

具体策 

経年劣化等による必要な修繕を最小限で実施し、施設を維持します。 

 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(Ｒ３)

〜2026(R8) 

2027(R9)〜

2036(R18) 

2037(R19)〜

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

水沢保健センター 更新 0 0 0 0 0 

維持 600 1,000 800 0 2,400 

江刺保健センター 更新 0 0 150,000 0 150,000 

維持 2,676 4,460 3,122 2,230 12,488 

前沢健康管理総合セ

ンター 

更新 0 0 0 384,000 384,000 

維持 4,308 7,180 7,180 5,026 23,694 

健康増進プラザ悠悠

館 

更新 0 575,628 0 0 575,628 

維持 15,180 22,770 25,300 25,300 88,550 

衣川保健福祉センタ

ー 

更新 0 0 0 0 0 

維持 8,976 14,960 14,960 14,960 53,856 

合計  31,740 625,998 201,362 431,516 1,290,616 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇今後も市の直営による管理を継続します。 

〇事業内容の見直し等により経費を削減するなど、効率的な管理・運営に努めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期に分けて次の

とおり検討しました。 

 

分類名 保健施設 施設名 水沢保健センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 ― 

管理運営の具

体策 

サービス継続のため、施設廃止後は既存の類似施設を利用します。 

 

分類名 保健施設 施設名 江刺保健センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービス継続のため、管理・運営を継続します。 
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分類名 保健施設 施設名 前沢健康管理総合センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービス継続のため、管理・運営を継続します。 

 

分類名 保健施設 施設名 健康増進プラザ悠悠館 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービス継続のため、管理・運営を継続します。 

 

分類名 保健施設 施設名 衣川保健福祉センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービス継続のため、管理・運営を継続します。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(Ｒ３)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

水沢保健セン

ター 

0 48,000 48,000 0 24,000 24,000 0 72,000 72,000 

江刺保健セン

ター 

0 24,000 24,000 0 29,400 29,400 0 53,400 53,400 

前沢健康管理

総合センター 

37,792 256,000 218,208 23,620 304,000 280,380 61,412 560,000 498,588 

健康増進プラ

ザ悠悠館 

114,762 445,000 330,238 191,270 500,000 308,730 306,032 945,000 638,968 

衣川保健福祉

センター 

3,096 80,000 76,904 5,160 100,000 94,840 8,256 180,000 171,744 

合計 155,650 853,000 697,350 220,050 957,400 737,350 375,700 1,810,400 1,434,700 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

7,092.72㎡ 6,376.72㎡ ▲716.00㎡【▲10.0％】 

主な要因 

〇解体撤去による減  ▲716.00㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

1,579,230千円 1,290,616千円 ▲288,614千円【▲18.2％】 

主な要因 

〇更新、解体撤去による費用の減  ▲35,858千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

1,516,260千円 1,434,700千円 ▲81,560千円【▲5.3％】 

主な要因 

〇供給量の適正化（更新、廃止／解体撤去等）による減  ▲81,560千円 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

福祉施設の再編計画 

            （案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 福祉部 



はじめに 

〇 福祉政策及び施設の現状 

奥州市の福祉施設は、市町村合併前の旧市町村時代の施設及びサービスを受け継ぎ、現在に至ってい

ます。 

  この間、地域における社会資源の充足などの理由により、施設を廃止して地元へ譲渡し、地域振興の

活動の場として活用してきた経緯もあります。 

福祉施設は、社会状況の変化に伴い必要性も高まっていますが、⺠間事業者によるサービス提供の増

加や身近な地域での自主的な交流の場づくりなどにより、必要とするサービスの内容や施設の規模、環

境などの立地条件にも変化が出てきています。 

 

〇 課題 

  現在の福祉施設は、すべて市町村合併前に整備された施設であり、整備年度からの経過年数により、

年々修繕費用がかさんでいます。 

今後すべての施設を維持管理していくことは、利用料や事業収入等を見込み、必要な維持費用を最小

限に留めたとしても、減少傾向にある利用者数や老朽化に伴う施設修繕費用などを推計すると、⻑期的

な継続は困難な状況にあります。 

施設利用者数が減少傾向にある理由として、高齢化などによる団体活動の衰退や、⺠間施設等の多様

な活動の場が創設されていることにより活動の場の選択肢が増えていることなども考えられます。 

今後は、⺠間等による類似施設の状況も考慮した中で、必要なサービスや生きがい活動の場を提供で

きるよう効率的・効果的な施設の運営管理を検討していく必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、福祉施設に係る個別施設ごと

の具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「保健・福祉施設」−中分類「福祉

施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

水沢高齢者創作館 H05 295.38 0 27 30 

江刺高齢者生産活動センター S54 985.00 98,310 41 50 

大岳高齢者生きがいセンター H14 529.14 70,314 18 24 

前沢いきいきハウス H11 324.89 118,704 21 41 

まえさわ介護センター H10 2,263.81 713,560 22 41 

胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家 H13 5,076.70 1,361,517 19 47 

衣川生活支援ハウス H11 507.49 135,790 21 22 

グループホームこすもす胆沢 S51 322.34 4,773 44 34 

合計 10,304.75  

    

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

水沢高齢者創作館 

Ｇ 

0 0 0 

0 2,863 2,863 2,863 

2,863 2,863 2,863 

江刺高齢者生産活動セン

ター Ｇ 

0 0 0 

0.3 5,751 5,768 5,768 

5,751 5,768 5,768 

大岳高齢者生きがいセン

ター Ｇ 

0 0 0  

0.4 9,774 9,774 9,812 

9,774 9,774 9,812 

前沢いきいきハウス 

 

 

A 

0 0 0  

31.7 7,774 9,616 10,237 

7,774 9,616 10,237 
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施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

まえさわ介護センター 

 

 

E 

 

16,628 14,764 9,143  

△95.1 18,817 25,937 9,250 

2,189 11,173 107 

胆沢高齢者総合福祉施設

ぬくもりの家 

 

 

D 

 

0 0 0  

0 0 0 0 

0 0 0 

衣川生活支援ハウス 

 

 

A 

 

0 0 0  

1.9 4,180 4,290 4,260 

4,180 4,290 4,260 

グループホームこすもす

胆沢 

 

L 

0 0 0  

0 0 0 0 

0 0 0 

合計 

16,628 14,764 9,143 

 49,159 58,248 42,190 

32,531 43,484 33,047 

 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 ⾏政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 
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(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

水沢高齢者創作館 

利用者数 

（人） 

2,932 2,587 2,484 ▲15.3 

江刺高齢者生産活動センター 1,672 1,602 1,402 ▲16.1 

大岳高齢者生きがいセンター 2,637 2,375 2,340 ▲11.3 

前沢いきいきハウス 1,440 1,065 805 ▲44.1 

まえさわ介護センター 21,177 23,310 20,052 ▲5.3 

胆沢高齢者総合福祉施設ぬく

もりの家 

3,562 3,914 3,770 5.8 

衣川生活支援ハウス 8 9 9 12.5 

グループホームこすもす胆沢 8 8 8 - 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

水沢高齢者創作館 ０ 121,106 121,106 

江刺高齢者生産活動センター 648 403,850 404,498 

大岳高齢者生きがいセンター 1,368 216,947 218,315 

前沢いきいきハウス 0 133,205 133,205 

まえさわ介護センター 109,404 928,162 1,037,566 

胆沢高齢者総合福祉施設ぬく

もりの家 

0 2,081,447 2,081,447 

衣川生活支援ハウス 24,732 208,071 232,803 

グループホームこすもす胆沢 ０ 132,159 132,159 

合計 136,152 4,224,948 4,361,100 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

水沢高齢者創作館 ０ 8,589 8,589 103,068 

江刺高齢者生産活動センター ０ 17,287 17,287 207,444 

大岳高齢者生きがいセンター ０ 29,360 29,360 352,320 

前沢いきいきハウス ０ 27,627 27,627 331,524 

まえさわ介護センター 40,535 54,004 13,469 161,628 

胆沢高齢者総合福祉施設ぬく

もりの家 

０ ０ ０ ０ 

衣川生活支援ハウス ０ 12,730 12,730 152,760 

グループホームこすもす胆沢 ０ ０ ０ ０ 

合計 40,535 149,597 109,062 1,308,744 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。 

    

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規修繕修若しくは廃止を迫られることと

なり、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人

⼝、住⺠ニーズ、市⾏財政等）を⼗分に検証した上で、再配置を⾏います。 

〇特定の地域の住⺠・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移⾏を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

移転 既存の建物等へ移転し、サービスの提供を継続します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

水沢高齢者創作館 施設機能強化 施設機能強化 

または廃止・処分 
継続 解体撤去または譲渡 

江刺高齢者生産活動センター サービス強化 廃止・処分 継続 解体撤去または譲渡 

大岳高齢者生きがいセンター 廃止・処分 廃止・処分 継続 譲渡 

前沢いきいきハウス 存続 施設機能強化 

または廃止・処分 

継続 移転 

まえさわ介護センター 存続 施設機能強化 

または廃止・処分 
継続 建替え 

胆沢高齢者総合福祉施設ぬく

もりの家 

施設機能強化 廃止・処分 継続 譲渡 

衣川生活支援ハウス 存続 廃止・処分 継続 移転 

グループホームこすもす胆沢 存続 廃止・処分 継続 譲渡 
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 福祉施設 施設名 水沢高齢者創作館 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡または解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 譲渡または解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 295.38 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和 15 年度に施設を廃止し、令和 20 年

度を目途に解体撤去または施設譲渡します。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 江刺高齢者生産活動センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡または解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 譲渡または解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 985.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和 20 年度に施設の廃止とともに、施

設撤去または施設譲渡します。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 大岳高齢者生きがいセンター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 譲渡 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 529.14 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和 18 年度に施設の廃止とともに、施

設譲渡します。 
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分類名 福祉施設 施設名 前沢いきいきハウス 

総合評価 サービス 継続 建物等 移転 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 移転 

延床面積増減 減（㎡） 324.89 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

複合施設であることから、構成する４施設（前沢診療所、まえさわ介護センタ

ー、前沢健康管理総合センター、前沢いきいきハウス）のあり方を踏まえ、令和

22 年度（耐用年数）を目途に施設全体の方向性を定めることとします。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 まえさわ介護センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 建替え 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

複合施設であることから、構成する４施設（前沢診療所、まえさわ介護センタ

ー、前沢健康管理総合センター、前沢いきいきハウス）のあり方を踏まえ、令和

22 年度（耐用年数）を目途に施設全体の方向性を定めることとします。 

本建物を建替えする場合は、現在の施設配置が洪水による浸水区域であること

から移転します。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 5,076.70 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

⺠間による事業運営が可能であり、今後のサービス提供が切れ目なく継続でき

るよう環境を整備し、令和 5 年 4 月（指定管理期間の終期）を目途に譲渡しま

す。 

 

 



- 12 - 

分類名 福祉施設 施設名 衣川生活支援ハウス 

総合評価 サービス 継続 建物等 移転 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 移転 ― 

延床面積増減 減（㎡） 507.49 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和 20 年度を目途にサービス提供場所

の移転を進めるとともに、施設撤去します。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 グループホームこすもす胆沢 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 ― ― ― 

建物等 譲渡 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 322.34 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

サービス提供が切れ目なく継続できるよう、令和５年度を目途に譲渡します。 

 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

水沢高齢者創作館   ▲295.38  ▲295.38 

江刺高齢者生産活動センター   ▲985.00  ▲985.00 

大岳高齢者生きがいセンター  ▲529.14   ▲529.14 

前沢いきいきハウス    ▲324.89 ▲324.89 

まえさわ介護センター      

胆沢高齢者総合福祉施設ぬくも

りの家 

▲5,076.70    ▲5,076.70 

衣川生活支援ハウス   ▲507.49  ▲507.49 

グループホームこすもす胆沢 ▲322.34    ▲322.34 

小計 ▲5,399.04 ▲529.14 ▲1,787.87 ▲324.89 ▲8,040.94 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を

⾏いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

 既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模改修若しくは廃止を迫られることと

なります。3 施設で複合型施設を構成しているまえさわ介護センターは、令和 22 年度（耐用

年数）までに施設全体のあり方を定め、機能を維持する場合は、現在の施設配置が洪水による

浸水地域であることから、令和 32 年度（耐用年数＋10 年）を目途に適正な規模の施設に移転

建替えを⾏います。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を⾏うため、更新・

維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 福祉施設 施設名 水沢高齢者創作館 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡または解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ―  

維持内容 維持 維持 譲渡または解体撤去  

更新・維持の

具体策 

施設の譲渡または解体撤去までの間は、必要な点検と修繕により建物を維持しま

す。 

 

分類名 福祉施設 施設名 江刺高齢者生産活動センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡または解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ―  

維持内容 維持 維持 譲渡または解体撤去  

更新・維持の

具体策 

施設の譲渡または解体撤去までの間は、必要な点検と修繕により建物を維持しま

す。 

 

分類名 福祉施設 施設名 大岳高齢者生きがいセンター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ―   

維持内容 維持 譲渡   

更新・維持の

具体策 

施設の譲渡までの間は、必要な点検と修繕により建物を維持します。 
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分類名 福祉施設 施設名 前沢いきいきハウス 

総合評価 サービス 継続 建物等 既設 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― （機能移転） 

維持内容 維持 維持 維持  

更新・維持の

具体策 

機能を移転するまでの間は、必要な点検と修繕により建物を維持します。 

 

分類名 福祉施設 施設名 まえさわ介護センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― 建替え 

維持内容 昇降機・設備改修 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

昇降機及び機械設備の改修を⾏い、施設の維持に努めます。前沢診療所、まえさ

わ介護センター、前沢健康管理総合センター、前沢いきいきハウスの複合による

本建物を建替えする場合は、現在の施設配置が洪水による浸水区域であることか

ら移転します。 

 

分類名 福祉施設 施設名 胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 （譲渡）    

維持内容 維持    

更新・維持の

具体策 

施設を譲渡するまでの間は、必要な点検と修繕により建物を維持します。 

 

分類名 福祉施設 施設名 衣川生活支援ハウス 

総合評価 サービス 継続 建物等 移転 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― （機能移転）  

維持内容 維持 維持 維持  

更新・維持の

具体策 

機能を移転するまでの間は、必要な点検と修繕により建物を維持します。 
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分類名 福祉施設 施設名 グループホームこすもす胆沢 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 （譲渡）    

維持内容 維持    

更新・維持の

具体策 

施設を譲渡するまでの間は、必要な点検と修繕により建物を維持します。 
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 (3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

水沢高齢者創作

館 

更新 0 0 0 ― 0 

維持 0 0 0 ― 0 

江刺高齢者生産

活動センター 

更新 0 0 0 ― 0 

維持 108 180 18 ― 306 

大岳高齢者生き

がいセンター 

更新 0 0 ― ― 0 

維持 228 342 ― ― 570 

前沢いきいきハ

ウス 

更新 0 0 0 0 0 

維持 0 0 0 0 0 

まえさわ介護セ

ンター 

更新 0 0 0 964,080 964,080 

維持 9,114 346,945 99,284 8,350 463,693 

胆沢高齢者総合

福祉施設ぬくも

りの家 

更新 0 ― ― ― 0 

維持 0 ― ― ― 0 

衣川生活支援ハ

ウス 

更新 0 0 0 ― 0 

維持 4,122 6,870 687 ― 11,679 

グループホーム

こすもす胆沢 

更新 0 ― ― ― 0 

維持 0 ― ― ― 0 

合計  13,572 354,337 99,989 972,430 1,440,328 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化のス

ケジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等

の有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇福祉施設の多くは、指定管理者制度を導入し、管理・運営を⾏っていますが、今後制度の導

入結果を⼗分に検証し、真に有益な管理・運営が⾏われるよう指定管理者等の見直しを⾏うと

ともに、より柔軟な利用が図られるよう⺠間への施設譲渡も検討します。 

〇事業内容を見直し、効率的な管理・運営に努めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各 10

年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 福祉施設 施設名 水沢高齢者創作館 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡または解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 ⺠営 ⺠営 

建物管理 指定管理 指定管理 ⺠営または解体撤去 − 

管理運営の具

体策 

令和 20 年度に建物等を譲渡または解体撤去し、サービスは⺠営とします。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 江刺高齢者生産活動センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡または解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 ⺠営 ⺠営 

建物管理 指定管理 指定管理 ⺠営または解体撤去 − 

管理運営の具

体策 

令和 20 年度に建物等を譲渡または解体撤去し、サービスは⺠営とします。 
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分類名 福祉施設 施設名 大岳高齢者生きがいセンター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間委託 ⺠間委託 ⺠営 ⺠営 

建物管理 直営 直営 ⺠営 ⺠営 

管理運営の具

体策 

施設譲渡までの間は市が直営します。令和 18 年度に建物等を譲渡し、サービス

及び建物の管理を⺠営とします。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 前沢いきいきハウス 

総合評価 サービス 継続 建物等 移転 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 （移転） 

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、サービスは他施設へ移転しますが直営で継

続します。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 まえさわ介護センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

指定管理を継続します。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

建物管理 指定管理 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

管理運営の具

体策 

令和５年度に建物等を譲渡し、サービス及び建物の管理を⺠営とします。 
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分類名 福祉施設 施設名 衣川生活支援ハウス 

総合評価 サービス 継続 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間委託 ⺠間委託 ⺠間委託 ⺠間委託 

建物管理 直営 直営 解体撤去  

管理運営の具

体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、サービス提供場所を集約し、令和 20 年度

までに解体撤去します。 

 

 

分類名 福祉施設 施設名 グループホームこすもす胆沢 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

建物管理 直営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

管理運営の具

体策 

令和５年度に建物等を譲渡し、サービス及び建物の管理を⺠営とします。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

水沢高齢者創作館 0 45,808 45,808 0 2,863 2,863 0 48,671 48,671 

江刺高齢者生産活

動センター 
0 92,192 92,192 0 5,762 5,762 0 97,954 97,954 

大岳高齢者生きが

いセンター 
0 146,805 146,805 0 0 0 0 146,805 146,805 

前沢いきいきハウス 0 147,344 147,344 0 119,717 119,717 0 267,061 267,061 

まえさわ介護センター 216,192 288,016 71,824 270,233 360,026 89,793 486,425 648,042 161,617 

胆沢高齢者総合福祉

施設ぬくもりの家 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 

衣川生活支援ハウス 0 67,888 67,888 0 4,243 4,243 0 72,131 72,131 

グループホームこ

すもす胆沢 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小計 216,192 788,053 571,861 270,233 492,611 222,378 486,425 1,280,664 794,239 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

10,304.75 ㎡ 2,263.81 ㎡ ▲8,040.94 ㎡（▲78.0％） 

主な要因 

〇譲渡、解体撤去による減  ▲8,040.94 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

4,361,100 千円 1,440,328 千円 ▲2,920,772 千円（▲66.9％） 

主な要因 

〇譲渡、解体撤去による費用の減  ▲2,629,956 千円 

〇老朽化による維持費用の増  666,829 千円 

〇建替え分の増  964,080 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

1,308,744 千円 794,239 千円 ▲514,505 千円（▲39.3％） 

主な要因 

〇供給量の適正化（廃止／解体撤去等）  ▲514,505 千円 

 

 



  

 

 

 

 

奥州市役所及び総合支所 

個別施設計画（案） 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市財務部財産運用課 



  



はじめに 

〇 施設の現状 

市役所庁舎は、市町村合併前の旧市町村時代の施設を受け継ぎ、行政体制を総合支所方式とし、

この間、震災により損壊したことによる衣川総合支所の新築や、既設庁舎の解体撤去等を実施し

た。 

  又、建築後 30 年を超える庁舎や車庫棟などがあり、今後の老朽化による維持管理費等の増が見

込まれ、財政に大きな負担となると予測される。 

 

〇 課題 

  現状の施設を今後も維持することは財政的に困難であり、建築後約 35 年を超える庁舎もあるこ

とから、建物の経年劣化による破損や設備不良等今後市民サービスへの影響も危惧されるところ

である。 

  今後は、庁舎の改築・統廃合など活用方策を検討し、行政内部、議会及び住民と合意形成を得な

がら、庁舎機能の維持を図ることが大きな課題となっている。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計

画」という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指し

ていくため、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見

直しや計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、庁舎施

設に係る個別施設ごとの具体的な対応策を示すものである。 

   又本計画は、国の「インフラ長寿命化計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけるも

のである。 

    

 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、既に計画していた本支庁舎中長期改修計画の計画期間とし平成 29 年度

から令和 38 年度までの 40 年間とする。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへ

のニーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

 (3) 対象施設 

ア 奥州市役所及び総合支所（５施設） 

 (ｱ) 所在地 

  ａ 奥州市役所・水沢総合支所（施設名：本庁舎） 

     奥州市水沢大手町一丁目１番地（敷地面積 5,459.04 ㎡） 

  ｂ 江刺総合支所（施設名：江刺支庁舎） 

奥州市江刺大通り１番８号（敷地面積 39,832.84 ㎡） 

  ｃ 前沢総合支所（施設名：前沢支庁舎） 

奥州市前沢字七日町裏 71 番地（敷地面積 7,674.65 ㎡） 

  ｄ 胆沢総合支所（施設名：胆沢支庁舎）  

奥州市胆沢南都田字加賀谷地 270 番地（敷地面積 20,580.89 ㎡） 

  ｅ 衣川総合支所（施設名：衣川支庁舎） 

奥州市衣川古戸 64 番地４（敷地面積 3,906.63 ㎡） 

※ 位置図は別紙１のとおり 
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 (ｲ) 施設別状況    

施設名 
整備 

年度 
構造 

耐用

年数 

経過 

年数 

耐震 

基準 

耐震調

査有無 

延床面積 

（㎡） 
敷地内の施設 

本庁舎 
S55 

(1980) 
SRC 50 39 旧基準 

有 

補強不要 
9,914.23  

江刺支庁舎 
H12 

(2000) 
RC 50 19 新基準 － 11,092.15 車両管理センター 

前沢支庁舎 
S59 

(1984) 
RC 50 35 新基準 － 3,701.77 倉庫、車庫 

胆沢支庁舎 
S59 

(1984) 
RC 50 35 新基準 － 4,567.11 機械棟、車庫 

衣川支庁舎 
H29 

(2017) 
S・RC 30 2 新基準 － 976.59 車庫 

 ※ 耐用年数の数値は国税庁より 

 

(ｳ) 施設の運営方法及び用途 

 ａ 運営：直営 

ｂ 用途：市役所及び総合支所の行政機能を有する。 

 

(4) 施設の概要 

 別紙資料２のとおり 

 

  (5) 計画における耐用年数等 

    建築物の最低限必要な機能・性能を維持していくためには、建築物の重要な部位である屋

根（屋上）、外壁及び内装等の全面にわたる改修工事及び主要な設備の改修・更新工事を計画

的に行う必要がある。 

    そのため、建築物及び主要な部位の耐用年数を定めて計画を立てることにより、効果的な事

業執行とコストの平準化を図ることで、施設運営に係る財政の圧迫を少なくするものである。 

   ア 建築物の使用目標年数 

     建築物の使用目標年数は、非木造を 80 年、木造 50 年とした。 

     （国の建物計画保全（長寿命化）に対する考え方及び（社）日本建築学会編・発行「建

築物の耐久計画に関する考え方」等を参考） 

     大規模改修工事の周期年数を 40 年程度とした。 

     （建築物のライフサイクルコスト・国土交通大臣官房庁営繕部監修を参考） 

  イ 対象部位ごとの耐用年数 

     建築物で重要な部位である屋根(屋上)、外壁・内装等、主要な部位である電気設備(強

電・弱電)、給排水・ガス設備、空調設備、防災設備及び昇降設備について定めた。 
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        保全対象部位一覧   

 対 象 部 位 耐用年数 設 備 名 等 備考 

１  屋根（屋上） 20 屋根（屋上）テラス  

２  外壁・内装等 15 外壁タイル、防護柵設備等  

３  電気設備（強電） 30 受変電、高圧配管配線類、高圧引込  

４  電気設備（弱電） 20 非常灯、誘導灯、中央監視盤、放送設備  

５ 給排水・ガス設備 30 ボイラー、水槽類、配管類、ポンプ類  

６  空 調 設 備 15 熱源機器、熱交換機、空調機器、送風機等  

７ 防 災 設 備 30 自動火災報知、非常警報、消火設備、発電  

８  昇 降 設 備 30 エレベーター、荷物輸送装置等  

     ※ 各部位の耐用年数は、本計画策定のための順位付けの資料であり、耐用年数の経過

により直ちに施設改修の必要性が生じていることを意味するものではない。 

 

 (6) 各建物の中長期改修計画 

    別紙資料３のとおり(主に政策的経費を掲載) 

 

２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和元年度末現在の施設の保有状況は次のとおりである。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

本庁舎・水沢総合支所 Ｓ55 9,914.23 2,526,930 39 50 

江刺支庁舎・江刺総合支所 Ｈ12 11,092.15 3,989,343 19 50 

前沢支庁舎・前沢総合支所 Ｓ59 3,701.77 768,070 35 50 

胆沢支庁舎・胆沢総合支所 Ｓ59 4,567.11 1,082,750 35 50 

衣川支庁舎・衣川総合支所 Ｈ29 976.59 323,870 2 30 

合計 30,251.85  
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(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

ある。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

本庁舎 直営 

877 785 1,662 

▲24.0 89,457 71,176 68,940 

88,580 70,391 67,278 

江刺支庁舎 直営 

2,994 2,998 2,795 

▲7.3 87,250 89,062 80,894 

84,256 86,064 78,099 

前沢支庁舎 直営 

131 144 254 

▲6.3 33,267 32,184 31,292 

33,136 32,040 31,038 

胆沢支庁舎 直営 

207 212 207 

▲9.4 39,203 36,088 35,516 

38,996 35,876 35,309 

衣川支庁舎 直営 

0 0 0 

▲66.2 39,203 13,356 13,239 

39,203 13,356 13,239 
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(3) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計

した平成 29 年度以後 40 年間の修繕費用の見通しと、平成 29 年度以後 40 年間の建替え・大規

模改修費用の見通しは次のとおりである。なお、建替え・大規模改修費用は、総務省が公開し

ている「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算を行った。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26～Ｈ28 実績平均

値×40 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

本庁舎 71,080 6,444,249 6,515,329 

江刺支庁舎 78,520 7,209,897 7,288,417 

前沢支庁舎 26,320 2,406,150 2,432,470 

胆沢支庁舎 70,240 2,968,621 3,038,861 

衣川支庁舎 400 634,783 635,183 

小計 246,560 19,663,700 19,910,260 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推

計した平成 29 年度以後 40 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりである。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26～H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×40 年 歳入 歳出 実質負担額 

本庁舎 3,324 229,573 226,249 3,016,653 

江刺支庁舎 8,787 257,206 248,419 3,312,253 

前沢支庁舎 529 96,743 96,214 1,282,853 

胆沢支庁舎 626 110,807 110,181 1,469,080 

衣川支庁舎 0 65,798 65,798 877,306 

小計 13,266 760,127 746,861 9,958,145 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの

考え方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要

性・利用状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行った。 

   

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 40 年間で耐用年数を超過する施設は、大規模修繕若しくは改築を迫られることと

なり、それに伴い施設の統廃合等が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況

（人口、住民ニーズ、市行財政等）を十分に検証した上で、施設の配置検討を行う。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住

民の負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・

耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強

化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価を行った。 

又、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向

性」について分析し評価を行った。 

     

 

 

 

 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、民間手法等の導

入を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施

設については、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、民間手法の導入を検討し、これま

で以上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提

供に係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、長寿命

化工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震

補強工事や長寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、

利用者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込

まれるか検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や

複合化による効率性

の見直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設

の複合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないよう

に施設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては

廃止し、建物の解

体、処分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設

として保有する必要性があるか検討する。 

民間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要

性があるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の

観点を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸

により、「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価を行った。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住民の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
民間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設がある

か 

他自治体との広域的な連携が可能か 

民間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の

借地契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利

用状況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分につい

て、計画期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行った。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供する。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサー

ビスを追加する。 

新規 新たなサービスを提供する。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統

合し、廃止する場合も含む。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持する。複数棟ある施設につ

いて、一部の建物等を解体撤去する場合も含む。 

大規模改修 長寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕する。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えする。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築する。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築する。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用する。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更する。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡する。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去する。 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

本庁舎 存続 存続 継続 維持 

江刺支庁舎 存続 存続 継続 維持 

前沢支庁舎 存続 施設機能強化 追加 維持 

胆沢支庁舎 存続 施設機能強化 追加 維持 

衣川支庁舎 存続 存続 継続 維持 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状

況や利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）に基づ

き、次の方法で検討を行った。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇本個別施設計画に掲載する施設は、市の行政サービスの提供を主な目的として設置して

いる施設であることから、サービスに適した状態を維持するため、建物部位別の維持修繕

に努める。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替

え、新築、増築 

長寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供等に

伴う建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備

等）、機械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表

的な部位に係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導

入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更

新・維持に係る費用は、次の方法で算出を行った。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考

慮して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位

ごとの構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用

を算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するととも

に、更新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位の

検討を行った。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化、財政負担の平準化を行うため、更

新・維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討を行った。 

 

分類名 行政系施設 施設名 本庁舎 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2017（Ｈ29）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 更新内容 － 大規模改修 － 改築 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新を行う。 

なお、改修・更新には省エネ機器の導入など維持費削減に努める。 

 

分類名 行政系施設 施設名 江刺支庁舎 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2017（Ｈ29）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 更新内容 － － 大規模改修 － 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修等を行う。 

なお、改修・更新には省エネ機器の導入など維持費削減に努める。 

 

分類名 行政系施設 施設名 前沢支庁舎 

総合評価 サービス 追加 建物等 維持 

スケジュール 2017（Ｈ29）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 更新内容 － 大規模改修 － － 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修等を行う。 

なお、改修・更新には省エネ機器の導入など維持費削減に努める。 
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分類名 行政系施設 施設名 胆沢支庁舎 

総合評価 サービス 追加 建物等 維持 

スケジュール 2017（Ｈ29）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 更新内容 － 大規模改修 － － 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修等を行う。 

なお、改修・更新には省エネ機器の導入など維持費削減に努める。 

 

分類名 行政系施設 施設名 衣川支庁舎 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2017（Ｈ29）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 更新内容 － － － 大規模改修 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持する。 

なお、改修・更新には省エネ機器の導入など維持費削減に努める。 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものである。 

施設名 
更新・維

持 の 別 

更新・維持費用（千円） 

2017(H29)

～ 

2027(R8) 

2028(R9)

～ 

2038(R18) 

2039(R19)

～ 

2048(R28) 

2049(R29) 

～ 

2058(R38) 

合 計 

本 庁 舎 
更新  2,478,557  3,965,692 6,444,249 

維持 443,274 96,517 960,018  635,809 

江刺支庁舎 
更新   2,773,037  2,773,037 

維持 182,200 22,615 19,630 19,630 244,075 

前沢支庁舎 
更新  925,442   925,442 

維持 185,020 39,136 6,580 370,760 601,496 

胆沢支庁舎 
更新  1,141,777   1,141,777 

維持 129,967 90,474 17,560 466,872 706,873 

衣川支庁舎 
更新    244,147 244,147 

維持 100 100 97,769 100 98,069 

計 
更新 0 4,545,776 2,773,037 4,209,839 11,528,652 

維持 940,561 248,842 237,557 859,362 2,286,322 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの

構築や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰ

Ｐ手法を用いた民間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量

の適正化スケジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の

「(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行った。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇施設の大部分は、民間委託を活用しながら直営管理・運営を行っている。今後は委託内

容等見直し、更なる経費圧縮に努める。 

〇総合支所庁舎についてし、空スペースがある場合他の施設機能の受入れ（複合化）等の

検討を行い、施設の有効利用を図る。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供する。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供する。 

民間委託 サービスの提供を民間に委託する。 

民営 サービスの提供を民営化する。 

廃止 サービスの提供を廃止する。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理する。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理する。 

民間委託 建物等の管理を民間に委託する。 

民営 建物等の管理を民営化する。 

解体撤去 建物等を解体撤去する。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る

費用について、次の方法で検討を行った。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割

合を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年

間の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去

3 年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割

合を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算

出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各

20 年間に分けて、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものである。 

なお、行政機能を担う庁舎の改築及び統廃合については、今後も継続して検討を要するもの

であることから、適時に見直しを図るものとする。 

 

施設

名 

管理・運営費（千円） 

2017(H29)～2036(R18) 2037(Ｒ19)～2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

本庁舎 25,080 1,575,361 1,550,281 25,080 1,573,860 1,548,780 50,160 3,149,221 3,099,061 

江 刺 

支庁舎 
34,080 1,629,440 1,595,360 34,080 1,623,440 1,589,360 68,160 3,252,880 3,184,720 

前 沢 

支庁舎 
16,580 655,655 639,075 16,580 655,620 639,040 33,160 1,311,275 1,278,115 

胆 沢 

支庁舎 
4,140 736,223 732,083 4,140 735,920 731,780 8,280 1,472,143 1,463,863 

衣 川 

支庁舎 
20 436,418 436,398 20 435,160 435,140 40 871,578 871,538 

小計 79,900 5,033,097 4,953,197 79,900 5,024,000 4,944,100 159,800 10,057,097 9,897,297 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間中の延床面積の増減 

Ｂ 

計画期間終期の延床面積 

（効果割合：Ｂ/Ａ） 

30,251.85 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡（0.0％） 

主な要因 

〇各庁舎機能継続のため増減なし。 

 

(2) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画策定による管理・運営費の

削減額 （効果割合：Ｂ/Ａ） 

9,958,145 千円 9,897,297 千円 60,848 千円（▲0.6％） 

主な要因 

〇新電力導入による減など  ▲60,848 千円 

 

 

(3) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・修繕費の見込 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画策定による更新・維持費の

削減額（効果割合：Ｂ／Ａ） 

19,910,260 千円 13,814,974 千円 6,095,286 千円（▲30.6％） 

主な要因 

〇平準化、省エネ機器等導入による費用の減など  ▲6,095,286 千円 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

消防施設の個別施設計画（案） 
                   〇〇施設の再編計画 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市市⺠環境部危機管理課 



はじめに 

〇 消防施設の現状 

本計画で対象とする施設は平成 15 年設置の江刺防災センター（江刺消防署庁舎）と平成 18 年設置

の白鳥地区防災センターの２施設で、現在も設置当初と変わらない状態となっております。 

 

〇 課題 

  施設の利用状況から、江刺防災センター（江刺消防署庁舎）は奥州金ヶ崎消防行政組合への、白鳥

地区防災センターは白鳥地区への譲渡を検討することとします。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」

という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくた

め、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画

的な保全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、消防施設に係る個別

施設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理

計画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるも

のです。 

 

(2) 計画期間 

  本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへの

ニーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「行政関連施設」−中分類「消防

施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

施設名称 
施設 

年度 

延床面積 

（㎡） 

経過年数 

（年） 

法定耐用 

年数 

（年） 

江刺防災センター・（江刺消防署庁舎） 平成 15 年 1,724.86 17 50 

白鳥地区防災センター 平成 18 年 152.78 14 24 

合計  1,877.64   

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 H28 歳入 H26→H28 

H26 歳出 H27 歳出 H28 歳出 増減率 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％） 

江刺防災センター（江刺消防

署庁舎） 
A 

0 0 0 

▲7.3 3,377 3,315 3,129 

3,377 3,315 3,129 

白鳥地区防災センター A 

0 0 0 

▲17.0 47 38 39 

47 38 39 

  （管理・運営費の内訳：燃料費・光熱水費） 

   

【備考】管理・運営方式の説明 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政財

産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市  ― 
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(3) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建替

え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開してい

る「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

分類 

更新・修繕費（千円） 

H26〜H28 実績平均

値×36 年（A） 

建替え・大規模改修費

用（B） 

計画期間中の費用 

（A＋B） 

江刺防災センター（江刺消

防署庁舎） 
19,569 689,944 709,513 

白鳥地区防災センター 0 61,112 61,112 

計 19,569 751,056 770,625 

 

 

(4) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

江刺防災センター（江刺消防

署庁舎） 0 9,821 9,821 117,858 

白鳥地区防災センター 0 124 124 1,492 

計 0 9,945 9,945 119,350 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

    

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

○江刺防災センター（江刺消防署庁舎）については、平成 22 年に締結した契約及び利用状況に

基づき奥州金ヶ崎消防行政組合への譲渡を、白鳥地区防災センターは施設の利用状況から白鳥

地区への譲渡を検討することとします。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性（ハ

ード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サービス強

化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

 

 

 

 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存

続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は⾼いか 

市の施策を推進する上での必要性は⾼いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が⾼く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が⾼い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が⾼い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合し、

廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

江刺防災センター（江刺消防

署庁舎） 
存続 存続 継続 譲渡 

白鳥地区防災センター 存続 存続 継続 譲渡 
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を「大

規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の適正化

スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 消防施設 施設名 江刺防災センター（江刺消防署庁舎） 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 譲渡 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 1,724.86 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

奥州金ヶ崎行政事務組合と平成 22 年 12 月 28 日に締結した土地及び建物使用貸

借変更契約書に基づき建物の使用貸借期間は令和 10 年３月 31 日までとし、その

後は、奥州金ヶ崎行政事務組合に譲渡します。 

 

 

分類名 集会施設 施設名 白鳥地区防災センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 譲渡 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 152.78 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の利用実態を踏まえ、令和５年度（耐用年数）を目途に、施設を譲渡しま

す。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

江刺防災センター（江刺消防署

庁舎） 
 ▲1724.86   ▲1724.86 

白鳥地区防災センター  ▲152.78   ▲152.78 

合計  ▲1,877.64   ▲1,877.64 
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４ 既存施設等の有効活用（維持）に関する事項 

(1) 維持に係る費用の概算 

既存施設については、今後 10 年以内に譲渡する方向であり、ここに示す実施時期や費用は、今後

の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

江刺防災センタ

ー（江刺消防署庁

舎 

更新 0 0 ― ― 0 

維持 
3,262 543 ― ― 3,805 

白鳥地区防災セ

ンター 

更新 0 0 ― ― 0 

維持 0 ― ― ― 0 

合計  3,262 543 ― ― 3,805 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化のスケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の有

効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

○江刺防災センター（江刺消防署庁舎）については、平成 22 年に締結した契約及び利用状況に

基づき奥州金ヶ崎消防行政組合への譲渡を、白鳥地区防災センターは施設の利用状況から白鳥

地区への譲渡を検討することとします。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各 10 年

間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 消防施設 施設名 江刺防災センター（江刺消防署庁舎） 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営（事務組合） 直営（事務組合） 

建物管理 直営 譲渡 − − 

管理運営の具

体策 

令和 10 年度に建物等を譲渡し、サービスは直営（事務組合）とします。 

 

 

分類名 集会施設 施設名 白鳥地区防災センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 譲渡 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 ⺠営 ⺠営 ⺠営 

建物管理 直営 譲渡 − − 

管理運営の具

体策 

令和５年度を目途に建物等を譲渡し、サービスは⺠営とします。 
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(3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

江刺防災センタ

ー（江刺消防署

庁舎 

0 22,916 22,916 − − − 0 22,916 22,916 

白鳥地区防災セ
ンター 

0 124 124 − − − 0 124 124 

合計 0 23,040 23,040 − − − 0 23,040 23,040 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

1,877.64 ㎡ 0 ㎡ ▲1,877.64 ㎡（▲100％） 

主な要因 

〇譲渡、解体撤去による減  ▲1,877.64 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

770,625 千円 3,805 千円 ▲766,820 千円（▲99.5％） 

主な要因 

〇譲渡による費用の減  ▲766,820 千円 

 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

119,350 千円 23,040 千円 ▲96,310 千円（▲80.6％） 

主な要因 

〇譲渡による供給量の減  ▲96,310 千円 

 

 



  

 

 

 

 

 

消防屯所の個別施設計画（案） 
                   〇〇施設の再編計画 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市市⺠環境部危機管理課 



はじめに 

〇 消防屯所施設の現状 

奥州市の消防屯所は、市町村合併前の旧市町村時代の消防・防災施設を受け継ぎ、防災災害対応に

活用されています。 

 

〇 課題 

  奥州市の消防屯所は、合併前に建てられた施設が多く、耐用年数を超えた建物も多いため改築が必

要になってきています。 

また、改築にあたっては、団員数減少に伴う消防団組織の再編も踏まえた効率的な施設利用を考慮

し、施設の改築を進める必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」

という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくた

め、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画

的な保全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、消防屯所に係る個別

施設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の⾏動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理

計画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるも

のです。 

 

(2) 計画期間 

  本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへの

ニーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「⾏政関連施設」−中分類「消防

屯所」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

 

施設名称
整備

年度

延床面積

（㎡）

経過年数

（年）

法定

耐用年数

（年）

1-1屯所 平成13年 84.46 19 24

1-2屯所 昭和62年 61.69 33 24

1-3屯所 平成6年 50.20 26 24

2-1屯所 平成5年 52.99 27 24

2-2屯所 平成10年 59.71 22 24

2-3屯所 平成6年 56.72 26 24

3-1屯所 平成17年 63.75 15 24

3-2屯所 平成12年 59.62 20 24

3-3屯所 平成22年 54.65 10 24

4-1屯所 昭和61年 48.89 34 24

4-2屯所 平成8年 59.62 24 24

4-3屯所 昭和63年 48.55 32 24

5-1屯所 平成2年 50.23 30 24

5-2屯所 平成18年 64.59 14 24

5-3屯所 昭和58年 44.72 37 24

6-1屯所 平成11年 59.62 21 24

6-1屯所 平成19年 64.59 13 24

6-2屯所 平成8年 56.72 24 24

6-2屯所 平成14年 65.00 18 24

6-3屯所 平成10年 59.62 22 24

6-3屯所 昭和55年 42.57 40 24

小計（A） 1,208.51
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施設名称
整備

年度

延床面積

（㎡）

経過年数

（年）

法定

耐用年数

（年）

7-1屯所 平成20年 64.59 12 24

7-1屯所 平成12年 59.62 20 24

7-2屯所 平成5年 50.78 27 24

7-3屯所 平成元年 53.50 31 24

7-4屯所 平成3年 49.41 29 24

7-4屯所 平成7年 52.99 25 24

8-1屯所 平成13年 136.90 19 24

8-2屯所 昭和57年 44.71 38 24

8-3屯所 昭和57年 44.71 38 24

9-1屯所 平成9年 59.62 23 24

9-2屯所 平成4年 48.55 28 24

9-3屯所 平成3年 52.16 29 24

9-3屯所 平成24年 52.17 8 24

10-1屯所 昭和61年 47.46 34 24

10-1屯所 平成15年 93.57 17 24

10-2屯所 平成5年 50.74 27 24

10-2屯所 昭和63年 48.55 32 24

10-2屯所 平成4年 55.47 28 24

10-3屯所 平成元年 52.16 31 24

10-3屯所 平成7年 56.72 25 24

10-4屯所 平成9年 56.72 23 24

10-4屯所 平成16年 60.45 16 24

二渡水防倉庫 昭和35年 33.12 60 24

杉ノ堂水防倉庫 昭和30年 33.12 65 24

多聞坊水防倉庫 昭和52年 33.12 43 24

南宿水防倉庫 昭和57年 33.12 38 24

計（B） 1,424.03
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施設名称
整備

年度

延床面積

（㎡）

経過年数

（年）

法定

耐用年数

（年）

中袋水防倉庫 平成13年 136.90 19 24

11-1屯所 平成31年 39.74 1 24

11-2屯所 平成29年 56.31 3 24

11-3屯所 平成5年 35.60 27 24

11-4屯所 平成20年 39.74 12 24

11-5屯所 平成14年 28.98 18 24

11-6屯所 平成19年 39.74 13 24

11-7屯所 平成12年 26.49 20 24

11-8屯所 平成元年 25.91 31 24

11-9屯所 昭和61年 23.18 34 24

12-1屯所 平成2年 26.49 30 24

12-2屯所 平成7年 53.82 25 24

12-3屯所 平成12年 17.39 20 24

12-4屯所 平成2年 26.49 30 24

12-5屯所 平成24年 59.62 8 24

13-1屯所 平成12年 103.51 20 24

13-2屯所 平成6年 26.49 26 24

13-3屯所 平成8年 26.98 24 24

13-4屯所 平成9年 26.50 23 24

14-1屯所 平成3年 26.49 29 24

14-2屯所 平成6年 26.49 26 24

14-3屯所 昭和59年 26.50 36 24

14-4屯所 平成13年 104.34 19 24

15-1屯所 平成26年 79.49 6 24

小計（C） 1,083.19
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施設名称
整備

年度

延床面積

（㎡）

経過年数

（年）

法定

耐用年数

（年）

15-2屯所 平成21年 39.74 11 24

15-3屯所 平成12年 36.43 20 24

15-4屯所 平成15年 39.74 17 24

16-1屯所 平成19年 105.16 13 24

16-2屯所 昭和56年 24.20 39 38

16-3屯所 平成3年 26.49 29 24

16-4屯所 平成16年 39.74 16 24

17-1屯所 平成20年 99.37 12 24

17-2屯所 平成18年 39.74 14 24

17-3屯所 平成10年 26.49 22 24

17-4屯所 平成5年 26.49 27 24

18-1屯所 平成4年 26.49 28 24

18-2屯所 平成16年 112.34 16 24

18-3屯所 昭和59年 26.50 36 24

19-1屯所 平成10年 104.34 22 24

19-2屯所 平成5年 26.49 27 24

19-3屯所 昭和63年 24.49 32 24

19-4屯所 平成7年 26.49 25 24

20-1屯所 平成28年 46.37 4 24

20-2屯所 平成12年 103.51 20 24

20-3屯所 平成13年 39.74 19 24

20-4屯所 昭和59年 16.56 36 24

20-5屯所 平成6年 36.43 26 24

20-6屯所 平成17年 28.98 15 24

根岸水防倉庫 昭和28年 33.00 67 24

伊加理水防倉庫 昭和41年 26.50 54 24

小計（D） 1,181.82
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施設名称
整備

年度

延床面積

（㎡）

経過年数

（年）

法定

耐用年数

（年）

馬場先水防倉庫 平成9年 33.12 23 24

21-1屯所 昭和55年 53.00 40 38

21-2屯所 平成30年 56.32 2 24

21-3屯所 平成28年 59.20 4 24

22-1屯所 平成28年 46.37 4 24

22-2屯所 平成4年 57.96 28 24

22-3屯所 昭和57年 49.97 38 24

23-1屯所 平成10年 61.69 22 24

23-2屯所 昭和58年 48.47 37 38

23-3屯所 平成11年 64.59 21 24

23-4屯所 平成22年 63.76 10 24

24-1屯所 平成13年 154.85 19 38

24-2屯所 昭和53年 32.23 42 24

24-3屯所 昭和63年 47.92 32 38

24-4屯所 平成8年 61.69 24 24

25-1屯所 平成3年 102.36 29 24

25-2屯所 昭和59年 49.68 36 38

25-3屯所 平成2年 52.99 30 24

26-1屯所 平成9年 64.17 23 38

26-2屯所 平成16年 64.59 16 24

26-3屯所 平成14年 64.59 18 38

26-4屯所 平成11年 64.59 21 38

前沢水防倉庫 平成17年 49.69 15 38

27-1屯所 平成25年 91.08 7 24

小計（E） 1,494.88
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施設名称
整備

年度

延床面積

（㎡）

経過年数

（年）

法定

耐用年数

（年）

27-2屯所 平成5年 75.08 27 24

27-3屯所 平成19年 92.74 13 24

27-4屯所 平成3年 75.08 29 24

27-5屯所 平成6年 74.53 26 24

28-1屯所 平成13年 91.09 19 24

28-2屯所 平成元年 62.93 31 24

28-3屯所 平成4年 75.08 28 24

29-1屯所 平成8年 84.46 24 24

29-2屯所 平成24年 81.15 8 24

30-1屯所 平成17年 104.34 15 24

30-2屯所 平成17年 84.46 15 24

30-3屯所 平成28年 52.99 4 24

31-1屯所 平成16年 104.34 16 24

31-2屯所 平成元年 66.20 31 24

31-3屯所 昭和61年 62.93 34 24

32-1屯所 昭和63年 75.90 32 24

32-1屯所 大正9年 48.40 100 24

32-2屯所 大正9年 24.10 100 24

32-2屯所 平成15年 72.46 17 24

33-1屯所 平成2年 46.37 30 24

33-2屯所 昭和57年 22.68 38 24

34-1屯所 昭和58年 16.40 37 24

34-2屯所 大正9年 18.96 100 24

34-2屯所 昭和62年 70.38 33 24

34-3屯所 大正9年 41.32 100 24

35-1屯所 平成2年 46.37 30 24

小計（F） 1,670.74
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施設名称
整備

年度

延床面積

（㎡）

経過年数

（年）

法定

耐用年数
（年）

35-1屯所 大正9年 21.48 100 24

35-2屯所 大正9年 20.66 100 24

36-1屯所 平成元年 44.71 31 24

36-1屯所 大正9年 17.52 100 24

36-2屯所 昭和55年 20.87 40 24

小計（G） 125.24

8,188.41合計（A）＋（B）＋（C）＋（D）＋（E）＋（F）＋（G）

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

 

H26歳入 H27歳入 Ｈ28歳入 H26→Ｈ28

H26歳出 H27歳出 Ｈ28歳出 増減率

実質負担額 実質負担額 実質負担額 （％）

0 0 0

5,414 4,814 4,659

5,414 4,814 4,659

　施設名
管理運営

方式

消防屯所等（屯所、水防倉
庫）

A ▲ 13.9

 

  （管理・運営費の内訳：燃料費・光熱水費） 

  

 【備考】管理・運営方式の説明 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または⾏政財

産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 ― ― 
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(3) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建替

え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開してい

る「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

分類 

更新・修繕費（千円） 

H26～H28 実績平均値

×36 年（A） 

建替え・大規模改修費

用（B） 

期間中の費用 

（計画 A＋B） 

消防屯所（屯所、水防倉庫） 23,577 3,275,364 3,298,941 

計 23,577 3,275,364 3,298,941 

 

(4) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

消防屯所（屯所、水防倉庫） 0 14,887 14,887 178,655 

計 0 14,887 14,887 178,655 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を⾏う施設評価を実施し、総合的に検討を⾏いました。    

ア 供給量の適正化の基本方針  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規修繕修若しくは廃止を迫られることとな

り、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人口、

住⺠ニーズ、市⾏財政等）を⼗分に検証した上で、再配置を⾏います。 

〇消防屯所等は、屯所が消防団全 36 分団 127 部に対して 143 棟、水防倉庫が９棟整備され、

防災・災害対応活動に活用されています。消防屯所等の更新を検討するに当っては、単に耐用

年数が経過した屯所を更新するだけではなく、屯所を複数保有（第２屯所）している地域にお

いては、第２屯所を廃止することを原則とし、組織の見直し等も消防団と協議することにより

施設の適正な配置に努めます。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性（ハ

ード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サービス強

化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存

続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は⾼いか 

市の施策を推進する上での必要性は⾼いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が⾼く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が⾼い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が⾼い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を⾏いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合し、

廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

消防屯所（屯所、水防倉庫） 存続 存続 継続 建替え 

  ※第２屯所については廃止 
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を「大

規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の適正化

スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 消防屯所 施設名 消防屯所（屯所、水防倉庫） 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 建替え 建替え 建替え 建替え 

延床面積増減 減（㎡） − 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

奥州市の人口減少と今後の消防団の組織再編も考慮し、建替えは現在の施設数の

10％減とするとともに、施設設備計画に基づき施設の老朽化を考慮し建替えを実

施します。 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

消防屯所（屯所、水防倉庫） ▲107.74 ▲215.48 ▲215.48 ▲215.48 ▲754.18 

合計 ▲107.74 ▲215.48 ▲215.48 ▲215.48 ▲754.18 

 

  



- 14 - 

４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

 既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後 40 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模改修若しくは廃止を迫られることとな

ります。 

消防屯所は、屯所を複数保有（第２屯所）している地域においては、第２屯所を廃止するこ

とを原則とし、その他の屯所については施設整備計画に基づき施設の老朽化を考慮して建替え

を⾏います。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に係

る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮し

て算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ごと

の構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

消防屯所（屯所、

水防倉庫） 

更新 
430,960 861,920 861,920 818,824 2,973,624 

維持 3,100 6,200 6,200 5,890 21,390 

合計  434,060 868,120 868,120 824,714 2,995,014 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化のスケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の有

効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を⾏いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇福祉施設の多くは、指定管理者制度を導入し、管理・運営を⾏っていますが、今後制度の導

入結果を⼗分に検証し、真に有益な管理・運営が⾏われるよう指定管理者等の見直しを⾏うと

ともに、より柔軟な利用が図られるよう⺠間への施設譲渡も検討します。 

〇事業内容を見直し、効率的な管理・運営に努めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を⾏いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で⾏う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期に分けて次の

とおり検討しました。 

 

分類名 消防屯所 施設名 消防屯所（屯所、水防倉庫） 

総合評価 サービス 継続 建物等 建替え 

スケジュール 2021（Ｒ３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービスは直営とします。 
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 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

消防屯所（屯所、

水防倉庫） 
0 70,500 70,500 0 91,650 91,650 0 162,150 162,150 

合計 0 70,500 70,500 0 91,650 91,650 0 162,150 162,150 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

8,188.41 ㎡ 7,434.23 ㎡ ▲754.18 ㎡（▲9.2％） 

主な要因 

〇解体撤去による減  ▲754.18 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

3,298,941 千円 2,995,014 千円 ▲303,927 千円（▲9.2％） 

主な要因 

〇屯所の廃止解体による費用の減  ▲303,927 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

178,655 千円 162,150 円 ▲16,505 千円（▲9.2％） 

主な要因 

〇屯所の廃止・解体による供給量の減  ▲16,505 千円 

 

 



 

 

 

倉庫施設の個別計画（案） 

 

 

【対象施設】 

倉庫施設 

（旧）水沢駅前観光案内所 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 



 

 

 

 

 

 

倉庫施設の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 

  



はじめに 

 

〇 倉庫施設の現状 

本個別施設計画に記載する倉庫施設は、庁舎や消防屯所、消防施設等が属する行政関連施設に位置付

ける倉庫、車庫等をいい、庁舎や消防屯所に付属する倉庫等を除き、独立した用途に用いているものを

いいます。 

本個別施設計画に記載する倉庫施設の内訳は、車庫３施設、資機材保管用倉庫３施設、文化財用倉庫

２施設で、これらすべてを市が保有し、管理している状況です。 

多くの倉庫施設は、⺠間から市が譲渡を受け、⼜は市が他の用途に用いていたものを用途の変更をし

て現在使用しているものです。また、ほとんどの施設が使用を開始した当初から老朽しており、また住

⺠サービスを直接提供する施設ではないことから、施設の維持は最小限の費用に留めてきました。 

  

 

〇 課題 

老朽化した現状の施設の改良保全等を行いながら、今後も施設を維持することは財政的に困難です。 

基本的には、公共施設等総合管理の取組みの中で、廃止が決定した施設を倉庫として活用することを

前提としつつ、保管する資機材や車両等についても、老朽化による施設の廃止を目安に保存や廃棄を見

極め、他の施設への移設を図っていくことで、施設及び保管物の総量の少量化を図っていく必要があり

ます。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、倉庫に係る個別施設ごとの具

体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、総合管理計画の計画期間と同様に 2021 年度（令和３年度）から 2056 年度

（令和 38 年度）までの 36 年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「行政関連施設」−中分類「倉庫」

とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

平成 28 年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

水沢車両管理センター Ｓ56 1,192.02 109,060 36 34 

大鐘倉庫 Ｈ６ 59.54 4,540 23 34 

胆沢総合支所第二駐車庫 Ｈ18 565.83 不明 11 34 

コミュニティバス等運行基地 Ｈ25 324.00 63,956 4 38 

⻘空ボランティア施設 不明 14.91 不明 不明 22 

前沢文化財収蔵庫 Ｓ47 33.75 不明 45 50 

前沢文化財整理室 Ｈ６ 286.03 不明 不明 22 

奥州市総合体育館開票所プレハブ Ｈ20 44.22 4,967 9 34 

合計 2,520.30  

 

 

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

水沢車両管理センター Ａ 

0 0 0 

95.6 622 551 595 

622 551 595 

大鐘倉庫 Ａ 

0 0 0 

― 0 0 0 

0 0 0 

胆沢総合支所第二駐車庫 Ａ 

0 0 0 

― 0 0 0 

0 0 0 
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コミュニティバス等運行

基地 
Ａ 

0 0 0 

― 0 0 0 

0 0 0 

⻘空ボランティア施設 Ｇ 

0 0 0 

― 0 0 0 

0 0 0 

前沢文化財収蔵庫 Ａ 

0 0 0 

― 0 0 0 

0 0 0 

前沢文化財整理室 Ａ 

0 0 0 

140.0 195 215 273 

195 215 273 

奥州市総合体育館開票所

プレハブ 
Ａ 

0 0 0 

― 0 0 0 

0 0 0 

合計 

0 0 0 

106.2 817 766 868 

817 766 868 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 
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(3) 利用状況 

  

施設名 利用状況 

水沢車両管理センター 公用車、工作機械及び資機材の保管 

大鐘倉庫 庁舎管理用資材及び下水道資機材の保管 

胆沢総合支所第二駐車庫 公用車の駐車、管理 

コミュニティバス等運行基地 コミュニティバス、スクールバス、給食運搬車を一元管理 

⻘空ボランティア施設 前沢いきいきスポーツランド多目的グラウンド用の備品庫 

前沢文化財収蔵庫 前沢町時代に寄贈を受けた建物で地域の画家の絵の保管 

前沢文化財整理室 埋蔵文化財の出土品等の保管と整理作業に使用 

奥州市総合体育館開票所プレハブ 選挙開票事務備品と物品の保管 

 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

水沢車両管理センター 0 667,500 667,500 

大鐘倉庫 0 33,342 33,342 

胆沢総合支所第二駐車庫 0 316,865 316,865 

コミュニティバス等運行基地 0 181,440 181,440 

⻘空ボランティア施設 0 8,350 8,350 

前沢文化財収蔵庫 0 18,900 18,900 

前沢文化財整理室 0 160,177 160,177 

奥州市総合体育館開票所プレハブ 0 24,763 24,763 

小計 0 1,412,337 1,412,337 
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(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

水沢車両管理センター 0 1,768 1,768 21,215 

大鐘倉庫 0 0 0 0 

胆沢総合支所第二駐車庫 0 0 0 0 

コミュニティバス等運行基地 0 0 0 0 

⻘空ボランティア施設 0 0 0 0 

前沢文化財収蔵庫 0 0 0 0 

前沢文化財整理室 0 683 683 8,195 

奥州市総合体育館開票所プレハブ 0 0 0 0 

小計 0 2,451 2,451 29,410 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇今後 36 年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模改修や廃止を迫られることとなる。

施設の多くが車の駐車や備品、物品等の保管のため使用し、一部は作業（文化財の整理）のた

めに使用している施設であるが、直接、住⺠のニーズに対応したサービスを提供しているもの

ではなく、行政関連施設として機能を果たしてきた。 

〇基本的には老朽化への対応のため、必要な点検や補修を行い維持に努めることとし、計画期

間中の更新は行わず、使用不能において廃止する。 

〇施設の廃止後は、駐車や保管に適当な廃止施設の活用で対応していく。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、⽣活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

水沢車両管理センター 存続 存続 継続 維持 

大鐘倉庫 存続 存続 継続 維持 

胆沢総合支所第二駐車庫 存続 存続 継続 維持 

コミュニティバス等運行基地 存続 存続 継続 維持 

⻘空ボランティア施設 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

前沢文化財収蔵庫 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

前沢文化財整理室 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

奥州市総合体育館開票所プレハブ 存続 存続 継続 維持 

 

 



- 10 - 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期各 10 年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 倉庫 施設名 水沢車両管理センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

引き続き公用車両、工作機械及び資機材の保管のため使用します。計画期間中

は、必要な点検や補修により維持し、更新は行いません。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 大鐘倉庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

引き続き庁舎管理用の資機材及び下水道資機材の保管のため使用します。計画

期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は行いません。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 胆沢総合支所第二駐車庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

引き続き公用車両の保管のため使用します。計画期間中は、必要な点検や補修

により維持し、更新は行いません。 
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分類名 倉庫 施設名 コミュニティバス等運行基地 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

引き続きコミュニティバス、スクールバス、給食運搬車を一元管理するため使

用します。計画期間中は、必要な点検や補修により維持し、更新は行いません。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 ⻘空ボランティア施設 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 廃止 ― ― 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 14.91 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本施設は大規模な大会での本部室としての機能を発揮しておらず、今後、大規

模な大会を誘致する場合であっても本施設の用途は見当たらないことから、令和

９年を目途に廃止して解体撤去します。なお、本部室としての用途は、仮設の本

部を設置するなどして対応していきます。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 前沢文化財収蔵庫 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 廃止 

建物等 維持 維持 維持 解体撤去 

延床面積増減 減（㎡） 33.75 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本施設は使用目標年数に達する令和 34 年を目途に廃止します。それまでの間

は必要な点検や補修により維持し、文化財の収蔵については他の廃止施設への移

転を検討していきます。 
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分類名 倉庫 施設名 前沢文化財整理室 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 廃止  

建物等 維持 維持 解体撤去  

延床面積増減 減（㎡） 286.03 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本施設は、建築年が不明であり、使用目標年数の設定が困難であるが、取得し

た時期から使用目標年数の相当年数に達する令和 26 年を目途に廃止します。そ

れまでの間は必要な点検や補修により維持し、文化財の収蔵については他の廃止

施設への移転を検討していきます。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 奥州市総合体育館開票所プレハブ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

引き続き選挙開票事務備品・物品の保管のため使用します。計画期間中は、必

要な点検や補修により維持し、更新は行いません。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

水沢車両管理センター      

大鐘倉庫      

胆沢総合支所第二駐車庫      

コミュニティバス等運行基地      

⻘空ボランティア施設  ▲14.91   ▲14.91 

前沢文化財収蔵庫    ▲33.75 ▲33.75 

前沢文化財整理室   ▲286.03  ▲286.03 

奥州市総合体育館開票所プレハブ      

小計  ▲14.91 ▲286.03 ▲33.75 ▲334.69 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇本個別施設計画に掲載する施設は、市の事務事業に用いる物品を保管することを主な目的と

して設置している施設であることから、物品の保管に適した状態を維持するため、主に屋根及

び外壁の修繕を行い、状態監視に努めます。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 



- 14 - 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 水沢車両管理センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕と外壁修繕に留めます。 

 

分類名 倉庫 施設名 大鐘倉庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕と外壁修繕に留めます。 

 

分類名 倉庫 施設名 胆沢総合支所第二駐車庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕と外壁修繕に留めます。 
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分類名 倉庫 施設名 コミュニティバス等運行基地 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕と外壁修繕に留めます。 

 

分類名 倉庫 施設名 ⻘空ボランティア施設 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― 解体撤去 ― ― 

維持内容 維持 ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

令和９年を目安とする解体撤去までの間は、状態監視に努めて施設を維持しま

す。 

 

分類名 倉庫 施設名 前沢文化財収蔵庫 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― 解体撤去 

維持内容 維持 維持 維持 ― 

更新・維持の

具体策 

令和 34 年を目安とする解体撤去までの間は、保全に努めて施設を維持します。

なお、施設の維持は、屋根修繕と外壁修繕に留めます。 

 

分類名 倉庫 施設名 前沢文化財整理室 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― 解体撤去 ― 

維持内容 維持 維持 ― ― 

更新・維持の

具体策 

令和 26 年を目安とする解体撤去までの間は、保全に努めて施設を維持します。

なお、施設の維持は、屋根修繕と外壁修繕に留めます。 
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分類名 倉庫 施設名 奥州市総合体育館開票所プレハブ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使用目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使用目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕と外壁修繕に留めます。 

 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

水沢車両管理センタ

ー 

更新 0 0 0 0 0 

維持 1,430 2,384 2,384 2,384 8,582 

大鐘倉庫 更新 0 0 0 0 0 

維持 71 119 119 119 428 

胆沢総合支所第二駐

車庫 

更新 0 0 0 0 0 

維持 679 1,132 1,132 1,132 5,359 

コミュニティバス等

運行基地 

更新 0 0 0 0 0 

維持 388 648 648 648 2,332 

⻘空ボランティア施

設 

更新 0    0 

維持 0    0 

前沢文化財収蔵庫 更新 0 0 0  0 

維持 81 135 135  486 

前沢文化財整理室 更新 0 0   0 

維持 343 0   343 

奥州市総合体育館開

票所プレハブ 

更新 0 0 0 0 0 

維持 106 177 177 177 637 

合計 
更新 0 0 0 0 0 

維持 3,098 4,595 4,595 4,460 16,478 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇直営により施設を管理していきます。 

〇使用目標年数に達し廃止した施設は、計画的な解体撤去を行い、売却を前提とした土地の資

産活用を進めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期各 10 年間に

分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 倉庫 施設名 水沢車両管理センター 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き公用車両、工作機械及び資機材を保管するため、市が施設を使用し、管

理します。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 大鐘倉庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き庁舎管理用の資機材及び下水道資機材を保管するため、市が施設を使用

し、管理します。 
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分類名 倉庫 施設名 胆沢総合支所第二駐車庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き庁舎管理用の資機材及び下水道資機材を保管するため、市が施設を使用

し、管理します。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 コミュニティバス等運行基地 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス ⺠間委託 ⺠間委託 ⺠間委託 ⺠間委託 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続きコミュニティバス、スクールバス及び給食運搬車を一元管理するため、

市が施設を使用し、管理します。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 ⻘空ボランティア施設 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 指定管理 廃止 ― ― 

建物管理 指定管理 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

令和９年を目安とした施設の廃止までの間、前沢いきいきスポーツランド多目

的グラウンド用の備品庫として、いきいきスポーツランドと一体に指定管理者が

管理します。 

 

 

分類名 倉庫 施設名 前沢文化財収蔵庫 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 廃止 

建物管理 直営 直営 直営 解体撤去 

管理運営の具

体策 

令和 34 年を目安とした施設の廃止までの間、前沢地域の画家の絵画を保管す

るため、市が施設を使用し、管理します。 
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分類名 倉庫 施設名 前沢文化財整理室 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 廃止 ― 

建物管理 直営 直営 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

令和 26 年を目安とした施設の廃止までの間、前沢地域の画家の絵画を保管す

るため、市が施設を使用し、管理します。 

 

分類名 倉庫 施設名 奥州市総合体育館開票所プレハブ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

引き続き選挙開票事務備品と物品を保管するため、市が施設を使用し、管理しま

す。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

水沢車両管理セン

ター 
0 9,429 9,429 0 11,786 11,786 0 21,215 21,215 

大鐘倉庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

胆沢総合支所第二

駐車庫 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

コミュニティバス

等運行基地 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

⻘空ボランティア

施設 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

前沢文化財収蔵庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

前沢文化財整理室 0 3,642 3,642 0 1,821 1,821 0 5,463 5,463 

奥州市総合体育館

開票所プレハブ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小計 0 13,071 13,071 0 13,607 13,607 0 26,678 26,678 
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 (4) 施設廃止に伴う解体費用の概算 

施設の廃止に伴い解体撤去する費用は、延床面積に一定の単価を乗じて算出しています。 

 

施設名 

解体撤去費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

水沢車両管理センター 0 0 0 0 0 

大鐘倉庫 0 0 0 0 0 

胆沢総合支所第二駐車庫 0 0 0 0 0 

コミュニティバス等運行基地 0 0 0 0 0 

⻘空ボランティア施設 0 269 0 0 269 

前沢文化財収蔵庫 0 0 777 0 777 

前沢文化財整理室 0 0 5,149 0 5,149 

奥州市総合体育館開票所プレハブ 0 0 0 0 0 

合計 0 269 5,926 0 6,195 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

2,520.30 ㎡ 2,185.61 ㎡ ▲334.69 ㎡【▲13.27％】 

主な要因 

〇３施設の廃止による減  334.69 ㎡ 

 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

14,712,337 千円 16,478 千円 ▲14,695,859 千円【▲99.88％】 

主な要因 

〇平準化、廃止による費用の減  14,695,859 千円 

 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

29,410 千円 26,678 千円 ▲2,732 千円【▲9.28％】 

主な要因 

〇３施設の廃止による減  2,732 千円 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

倉庫（旧水沢駅観光案内所） 

の個別施設計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市都市整備部都市計画課 



はじめに 

１ 倉庫（旧水沢駅観光案内所）の現状 

当該施設は、市町村合併前の旧水沢市が水沢駅前広場の整備に伴い、観光案内所兼駐車場・

自転車置場整理清掃業務員詰め所として昭和47年に建設し、施設及びサービスを受け継ぎ維

持、管理している。 

この間、主に水沢駅に隣接する施設として、当該駅を利用する観光客の案内を行うことと、 

駅周辺の市営駐車場及び駐輪場や駅前広場の整理清掃を行うことを目的として整備され、昭

和52年には増築を行いながら、旧水沢市へ来る観光客への案内施設として活用されてきた。 

市町村合併後、観光管内所の移転に伴い観光案内所としての利用を止め、駅前広場及び駐

車場・駐輪場の整理清掃業務を行う従事者の詰め所及び倉庫として活用されている。 

 

２ 今後の課題 

観光案内所としての役割は終えているものの、水沢駅前広場の清掃や隣接する市営駐車場

及び駐輪場の整理清掃業務員の詰め所として活用され、常に整理整頓の行き届いた清潔感あ

る駅として認知されていることから、市有資産の有効活用が図られている施設となっている。 

当該施設は、昭和47年に建設されてから47年以上が経過しており、この間一部増築工事は

行われてきているものの老朽化が感じられる施設となってきており、水沢駅周辺の景観も損

ねる外観となりつつあることから、施設の閉鎖・廃止・処分を検討する時期に来ており、現

在駅周辺の環境整備のため従事者の在り方も課題となってくる。 
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１ 基本事項 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の長寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、倉庫（旧水沢駅前観光案内

所）に係る個別施設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ長寿命化計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021年度（令和3年度）から2056年度（令和38年度）までの36年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「倉庫」－中分類「倉庫」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

(1) 保有状況 

平成28年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。総合管理計画と比較を行うため、保有状況

は、総合管理計画と同じ平成28年度末時点としています。 

倉庫（旧水沢駅前観光案内所） S47・52 8.27 975 47・42 15

8.27

経過年数
（年）

法定耐用年
数（年）

施設名 整備年度

合計

延床面積
（㎡）

取得価格
（千円）

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成26年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

H26歳入 H27歳入 H28歳入
H26歳出 H27歳出 H28歳出

実質負担額 実質負担額 実質負担額
0 0 0

1,554 1,514 1,504
1,554 1,514 1,504

0 0 0
1,554 1,514 1,504
1,554 1,514 1,504

倉庫（旧水沢駅前観光管内所） Ａ ▲ 3.2

施設名
管理運営

方式
H26→H28増
減率（％）

▲ 3.2合計

 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ 民間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ 民間 市 歳入なし あり 
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Ｊ 民間 民間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ 民間 民間 使用に係る料金（民間） なし 

Ｌ 民間 民間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

   平成26年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

施設名
種別

（単位）
H26 H27 H28

H26→H28
増減率（％）

水沢駅 1,931 1,904 1,866 -3.4

#DIV/0!

利用者数
（人）

 

 

 (4) 更新・修繕に係る費用の見通し改善 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和3年度以後36年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和3年度以後36年間の建替え・

大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開している

「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

H26～H28実績平均値
×36年（A)

建替え・大規模改修
費用（B)

計画期間中の費用
（A+B)

倉庫（旧水沢駅前観光案内所） 0 3,059 3,059

0

小計 0 3,059 3,059

更新・修繕費（千円）
分類

 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

平成29年度以後40年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

歳入① 歳出② 実質負担額②-①

倉庫（旧水沢駅前観光案内所） 0 4,572 4,572 54,864

－

小計 0 4,572 4,572 54,864

管理・運営費（千円）

H26～H28実績合計 左記実質負担額
の平均値×36年

分類
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人口、

住民ニーズ、市行財政等）を十分に検証した上で、再配置を行います。 

特定の地域の住民・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移行を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住民の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、民間手法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、民間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、長寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や長寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

民間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住民の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 
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効率性 
民間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

民間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 長寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

サービス 建物等

倉庫（旧水沢駅前観光案内所） 存続 廃止・処分 継続 解体撤去

施設名 １次評価 ２次評価
総合評価

 

 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」又は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 倉庫 施設名 倉庫（旧水沢駅前観光案内所） 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 解体撤去 ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 8.27 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も駅周辺清掃管理の施設として維持し、利用の重要性が感じられないとき

は廃止・解体撤去を行います。 

 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

2017～ 2027～ 2037～ 2047～ 合計

倉庫（旧水沢駅前観光案内所） -8.27 -8.27

小計 0.00 -8.27 0.00 0.00 -8.27

延床面積の増減（㎡）
施設名
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、施設の老朽化も目立ってきていることから、

駅前広場及び駐車場・駐輪場管理体制の在り方とあわせ、令和10年度を目安に施設廃止、解体

撤去に向け協議を行うこととする。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

長寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮して

算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ごとの

構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 倉庫 施設名 倉庫（旧水沢駅前観光案内所） 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 ― 解体撤去 ― ― 

更新・維持の

具体策 

当面は業者委託によりサービスの供給を当面継続します。施設の解体撤去につい

ても令和10年度を目途に委託業者との合意のもと解体撤去を行います。 

 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

2021（R3）～

2026（R08）

2027（R09）～

2036（R18）

2037（R19）～

2046（R28）

2047（R29）～

2056（R38)
合計

更新 0 0 0 0 0

維持 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0

施設名
更新・維
持の別

更新・維持費用（千円）

倉庫（旧水沢駅前
観光案内所）
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた民間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

管理・運営の基本方針 

〇市スポーツ施設の大部分は、指定管理者制度を導入し、管理・運営を行っていますが、今

後制度の導入結果を十分に検証し、真に有益な管理・運営が行われるよう指定管理者等の見

直しを行います。 

〇施設担当課が複数ある施設等は、施設担当課を整理することより窓口を一本化し、利用者

の視点に立った効率的な管理・運営に努めます。 

 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

民間委託 サービスの提供を民間に委託します。 

民営 サービスの提供を民営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

民間委託 建物等の管理を民間に委託します。 

民営 建物等の管理を民営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 
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区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各20年

間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 倉庫 施設名 倉庫（旧水沢駅前観光案内所） 

総合評価 サービス 継続 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 解体撤去 ― ― 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は令和10年度を目途に解体撤去に

向けた協議を進めます。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

収入 支出
実質

負担額
収入 支出

実質
負担額

収入 支出
実質

負担額

倉庫（旧水沢駅
前観光案内所）

0 24,383 24,383 0 30,479 30,479 0 54,862 54,862

小計 0 24,383 24,383 0 30,479 30,479 0 54,862 54,862

管理・運営費（千円）

2021（R3）～2036（R18） 2037（R19）～2056（R38） 合計
施設名

 



- 12 - 

６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

8.27 ㎡ 0 ▲8.27 ㎡【▲100.0％】 

主な要因 

〇解体撤去による減  8.27 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

3,059 千円 0 ▲3,059 千円【▲100.0％】 

主な要因 

〇更新・維持費の減 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

54,864 千円 54,862 千円 2 千円【▲0.003％】 

主な要因 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

公園施設の個別計画（案） 

 

 

【対象施設】 

都市公園 

大師山森林公園 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 都市整備部 都市計画課 



 

 

 

 

 

 

都市公園の個別施設計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市都市整備部都市計画課 



はじめに 

１ 都市公園の現状 

奥州市の都市公園は、市町村合併前の旧市町村時代の施設及びサービスを受け継ぎ市内の

都市計画区域内に46公園あり、現在は、そのうち供用している43公園について維持、管理し

ている。 

この間、震災により損壊した市営プールの対応や、毎年のように襲われる大型台風、暴風 

被害の対応、植栽管理や遊戯施設の維持管理などを行っている。 

平成27年度には都市公園施設長寿命化計画を策定し、老朽化が目立ってきた公園施設の施

設改修等を目的に計画策定を行い。また、毎年実施が義務付けられている遊具点検の実績に

よる計画の見直しを図りながら、各施設修繕、改修等を実施しています。 

 

 

２ 今後の課題 

奥州市の都市公園は、レクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、

都市防災の向上を目的に、市民の憩いの場、安心・安全な都市機能の一部として貢献してき

ました。 

これらの都市公園に対して、定期的な点検や補修及び改善が必要でしたが、厳しい財政事

情もあり、これまで対症療法的又は事後保全的な対応が主でした。 

また、今後さらに少子高齢化が進み、人口減少社会が見込まれる現状において、子供からお

年寄りまで誰もが憩える場の提供と併せ、各施設の目的の明確化を進め、機能の集約化や目

的に沿った公園機能の整備をしていかなければなりません。 

  



目次 
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１ 基本事項 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の長寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、都市公園に係る個別施設ごと

の具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ長寿命化計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021年度（令和3年度）から2026年度（令和8年度）までの6年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「公園施設」－中分類「公園施設」

とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

(1) 保有状況 

平成28年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。総合管理計画と比較を行うため、保有状況

は、総合管理計画と同じ平成28年度末時点としています。 

水沢公園 S46～S53 169 － 46～40 47

見分森公園 S48～S57 1,174 － 45～36 47

江刺中央運動公園 S59～H9 34,219 － 34～21 47

根岸公園 S57 18,510 － 36 47

54,072

経過年数（年）
法定耐用年

数（年）
施設名 整備年度

合計

延床面積

（㎡）

取得価格

（千円）

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成26年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

H26歳入 H27歳入 H28歳入

H26歳出 H27歳出 H28歳出
実質負担額 実質負担額 実質負担額

4,584 4,189 4,069
9,958 10,464 9,940

5,374 6,275 5,871

36 26 26
7,798 24,976 6,603

7,762 24,951 6,577

429 425 444
2,942 5,446 6,482

2,513 5,021 6,038
20 20 14

103 835 1,319

83 816 1,306

6,033 11,837 22,402

52,555 46,984 43,508
46,522 35,147 21,106

水沢公園 Ａ 9.3

施設名
管理運営

方式

H26→H28増

減率（％）

▲ 54.6都市公園全体　合計

江刺中央運動公園

J ▲ 15.3

根岸公園

Ａ 140.2

見分森公園

J 1,471.6
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  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ 民間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ 民間 市 歳入なし あり 

Ｊ 民間 民間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ 民間 民間 使用に係る料金（民間） なし 

Ｌ 民間 民間 歳入なし なし 
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(3) 利用状況 

   平成26年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

施設名
種別

（単位）
H26 H27 H28

H26→H28

増減率（％）

水沢公園 不明 不明 不明 #VALUE!

見分森公園 不明 不明 不明 #VALUE!

江刺中央公園 6,989 5,747 7,731 10.6

根岸公園 2,276 3,288 2,628 15.5

人

 

 

 (4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和3年度以後36年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和3年度以後36年間の建替え・

大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開している

「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

H26～H28実績平均値
×36年（A)

建替え・大規模改修
費用（B)

計画期間中の費用
（A+B)

水沢公園 44,375 38,870 83,245

見分森公園 58,766 24,654 83,420

江刺中央運動公園 40,777 7,870,370 7,911,147

根岸公園 13,192 586,215 599,407

合計 157,110 8,520,109 8,677,219

更新・修繕費（千円）

分類

 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

令和3年度以後36年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

歳入① 歳出② 実質負担額②-①

水沢公園 12,842 30,362 17,520 210,240

見分森公園 88 39,377 39,289 471,468

江刺中央運動公園 1,299 14,870 13,571 162,852

根岸公園 53 2,257 2,204 26,448

合計 14,282 86,866 72,584 871,008

管理・運営費（千円）

H26～H28実績合計 左記実質負担額

の平均値×36年

分類
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人口、

住民ニーズ、市行財政等）を十分に検証した上で、再配置を行います。 

特定の地域の住民・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移行を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住民の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低



- 6 - 

 

 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、民間手法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、民間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、長寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や長寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

民間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住民の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 
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効率性 
民間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

民間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 長寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

 

 

 



- 8 - 

オ 評価結果 

サービス 建物等

水沢公園 存続 存続 継続 維持

見分森公園 存続 存続 継続 維持

江刺中央運動公園 存続 存続 継続 維持

根岸公園 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去

施設名 １次評価 ２次評価
総合評価

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」又は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 公園施設 施設名 水沢公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、長寿命化計画を策定し、令和12年度まで

に施設改修着手します。 

 

分類名 公園施設 施設名 見分森公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 
-892㎡ 

増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、長寿命化計画を策定し、令和12年度まで

に施設改修に着手します。鹿鳴荘（552㎡）・プール（370㎡）については解体・

撤去とする。 

分類名 公園施設 施設名 江刺中央運動公園 
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総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、長寿命化計画を策定し、令和12年度まで

に施設改修に着手します。 

 

 

 

分類名 公園施設 施設名 根岸公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 更新 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 解体撤去・ 

大規模改修 

維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） -17,565 増（㎡） 17,565 

供給量適正化

の具体策 

施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、令和11年度までに施設を廃止し、令和19

年度までに解体撤去し、新たな施設活用策による整備、管理運営を検討します。 

駐車場（1,505ｍ2）、野球場（12,170ｍ2）、運動広場（830ｍ2）、プール

（3,060ｍ2）の解体撤去を進め、トイレ、遊戯場の改修及び整備を図る。 

 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

2017～ 2027～ 2037～ 2047～ 合計

水沢公園 0

見分森公園 -922 -922

江刺中央運動公園

根岸公園 0 0

合計 0.00 -922 0.00 0.00 -922

延床面積の増減（㎡）
施設名
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、公園全体のマネジメント計画の策定を行い順次、賑わいを生み出す施設としていく。 

 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

長寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 公園施設 施設名 水沢公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持す

る。スポーツ施設の再編と関連付け公園全体のマネジメント計画の策定を行う。 

 

分類名 公園施設 施設名 見分森公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持す

る。公園全体のマネジメント計画の策定を行う。 

 

分類名 公園施設 施設名 江刺中央運動公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持す

る。公園全体のマネジメント計画の策定を行う。 
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分類名 公園施設 施設名 根岸公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 更新 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持す

る。スポーツ施設の再編と関連付け公園全体のマネジメント計画の策定を行い、

野球場、プールは廃止し新たな遊戯施設としての更新計画を作成する。 

 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

2021（R3）～

2026（R08）

2027（R09）～

2036（R18）

2037（R19）～

2046（R28）

2047（R29）～

2056（R38)
合計

水沢公園 維持・更新 13,885 23,120 23,120 23,120 83,245

見分森公園 維持・更新 13,910 23,170 23,170 23,170 83,420

江刺中央運動公園 維持・更新 1,318,527 2,197,540 2,197,540 2,197,540 7,911,147

根岸公園 維持・更新 99,907 166,500 166,500 166,500 599,407

合計 1,446,229 2,410,330 2,410,330 2,410,330 8,677,219

施設名
更新・維
持の別

更新・維持費用（千円）
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた民間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇市公園施設の大部分は、直営による管理・運営を行っていますが、今後民間活力の導入につ

いても検討し、真に有益な管理・運営が行われるよう見直しを行います。 

〇賑わいを生み出すための公園の在り方を検討し、利用者の視点に立った効率的な管理・運営

に努めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

民間委託 サービスの提供を民間に委託します。 

民営 サービスの提供を民営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

民間委託 建物等の管理を民間に委託します。 

民営 建物等の管理を民営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 
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区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各20年

間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 公園施設 施設名 水沢公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物等 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を行います。 

 

分類名 公園施設 施設名 見分森公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物等 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を行います。 
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分類名 公園施設 施設名 江刺中央運動公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物等 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を行います。 

 

分類名 公園施設 施設名 根岸公園 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物等 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を行います。 

  

 

(3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

収入 支出
実質

負担額
収入 支出

実質
負担額

収入 支出
実質

負担額

水沢公園 68,491 161,931 93,440 85,613 202,413 116,800 154,104 364,344 210,240

見分森公園 519 210,011 209,492 587 262,513 261,926 1,106 472,524 471,418

江刺中央運動公園 6,935 79,307 72,372 8,653 99,133 90,480 15,588 178,440 162,852

根岸公園 276 12,037 11,761 360 15,047 14,687 636 27,084 26,448

小計 76,221 463,286 387,065 95,213 579,106 483,893 171,434 1,042,392 870,958

管理・運営費（千円）

2021（R3）～2036（R18） 2037（R19）～2056（R38） 合計
施設名
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

54,072 ㎡ 53,150 ㎡ ▲922 ㎡【▲1.7％】 

主な要因 

〇施設廃止による減  922 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

8,677,219 千円 8,677,219 千円 0 

主な要因 

〇平準化、廃止による費用の減  60,299 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

871,008 千円 870,958 千円 ▲50 千円【▲0.005％】 

主な要因 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

大師山森林公園の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市都市整備部都市計画課 

 



はじめに 

１ 大師山森林公園の現状 

奥州市の森林公園は、市町村合併前の旧市時代の施設及びサービスを受け継ぎ、奥州市唯

一の森林公園として維持、管理している。 

この間、市民の保養、休養を図り良好な生活環境を形成するとともに、林業関係者の研修、 

技術の習得と併せ、林業に対する認識を深める場として活用されている。 

 

２ 今後の課題 

昭和56年の管理棟建設から平成３年には休養施設であるバンガローの整備を行い、林業関

係者の研修の場、市民の保養、休養の場として整備し、市有資産の有効活用が図られている

施設となっている。 

当該施設は、建設から35年以上が経過しており、老朽化による施設利用者への安全対策が

求められる施設となっている。 

この間、休養・休憩施設として整備されたバンガローについて、施設整備から25年以上が

経過し施設の腐朽が進み、倒壊の危険性がある事から４棟すべての解体（平成27年度２棟、

平成28年度２棟）を行い、研修室や訓練実習室等を備えた大師山荘（管理棟）も、東日本大

震災以降実施した耐震診断において耐震基準を満たしていない事が判明したことから、利用

者の安全を優先し施設利用は行わないこととしている。今後さらに利用制限が増える状況に

あり、現在は、森林公園内の管理通路及び遊歩道などの除草清掃、園内の公衆トイレや東屋

などの清掃管理を行い、屋外での保養休養の場、林業関係者研修の場としての利用にとどま

っていることから、今後さらに施設の老朽化や腐朽が進むなか、森林公園としての役割につ

いて見直す時期に来ており、施設の閉鎖・廃止・処分など在り方の検討が必要となってくる。 
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１ 基本事項 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の長寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、大師山森林公園に係る個別施

設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ長寿命化計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、総合管理計画の計画期間と同様に2021年度（令和3年度）から2056年度（令

和38年度）までの36年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「公園施設」－中分類「公園施設」

とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

(1) 保有状況 

平成28年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。総合管理計画と比較を行うため、保有状況

は、総合管理計画と同じ平成28年度末時点としています。 

大師山森林公園 S56～H3 427.70 254,127 38～28 38

427.70

経過年数

（年）

法定耐用年

数（年）
施設名 整備年度

合計

延床面積

（㎡）

取得価格

（千円）

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成26年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

H26歳入 H27歳入 H28歳入

H26歳出 H27歳出 H28歳出

実質負担額 実質負担額 実質負担額

0 0 1

2,495 2,296 2,132

2,495 2,296 2,131

0 0 1

2,495 2,296 2,132

2,495 2,296 2,131

▲ 14.6合計

大師山森林公園 Ａ ▲ 14.6

施設名
管理運営

方式

H26→H28増

減率（％）

 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ 民間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ 民間 市 歳入なし あり 
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Ｊ 民間 民間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ 民間 民間 使用に係る料金（民間） なし 

Ｌ 民間 民間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

   平成26年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

施設名
種別

（単位）
H26 H27 H28

H26→H28

増減率（％）

大師山森林公園利用者 #DIV/0!

#DIV/0!

利用者数

（人）

 

 

 (4) 更新・修繕に係る費用の見通し改善 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和3年度以後36年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和3年度以後36年間の建替え・

大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開している

「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

H26～H28実績平均値

×36年（A)

建替え・大規模改修

費用（B)

計画期間中の費用

（A+B)

大師山森林公園 1,940 36,355 38,295

0

合計 1,940 36,355 38,295

更新・修繕費（千円）

分類

 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

令和3年度以後36年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

歳入① 歳出② 実質負担額②-①

大師山森林公園 1 6,923 6,922 83,059

－

合計 1 6,923 6,922 83,059

管理・運営費（千円）

H26～H28実績合計 左記実質負担額

の平均値×36年

分類
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人口、

住民ニーズ、市行財政等）を十分に検証した上で、再配置を行います。 

特定の地域の住民・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移行を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住民の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、民間手法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、民間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、長寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や長寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

民間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住民の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 
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効率性 
民間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

民間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 長寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

サービス 建物等

大師山森林公園 維持 廃止・処分 廃止 解体撤去

施設名 １次評価 ２次評価
総合評価

 

 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」又は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 公園施設 施設名 大師山森林公園 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続→廃止 ― 

建物等 維持 維持 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 427.7 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も市民の休養・休息の場、林業関係者の研修の場として維持し、施設の老

朽化や腐朽の進行から、補助事業の制限期限（令和23年度）をもって廃止・解体

撤去を行います。 

 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

2017～ 2027～ 2037～ 2047～ 合計

大師山森林公園 -427.70 -427.70

合計 0.00 0.00 -427.70 0.00 -427.70

延床面積の増減（㎡）
施設名
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、施設の老朽化も目立ってきていることから、

大師山森林公園の在り方とあわせ、補助事業の制限期限（令和23年度）を目安に施設廃止、解

体撤去に向け協議を行うこととする。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

長寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮して

算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ごとの

構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 公園施設 施設名 大師山森林公園 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 ― ― 解体撤去 ― 

更新・維持の

具体策 

当面は業者委託によりサービスの供給を当面継続します。施設の処分制限期限で

ある令和23年度を目途に解体撤去を行い、あわせて施設の閉鎖によりサービスを

終了します。 

 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

2021（R3）～

2026（R08）

2027（R09）～

2036（R18）

2037（R19）～

2046（R28）

2047（R29）～

2056（R38)
合計

解体 0 0 36,355 0 36,355

維持 320 540 540 540 1,940

合計 320 540 36,895 540 38,295

施設名
更新・維

持の別

更新・維持費用（千円）

大師山森林公園
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた民間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

管理・運営の基本方針 

〇市スポーツ施設の大部分は、指定管理者制度を導入し、管理・運営を行っていますが、今

後制度の導入結果を十分に検証し、真に有益な管理・運営が行われるよう指定管理者等の見

直しを行います。 

〇施設担当課が複数ある施設等は、施設担当課を整理することより窓口を一本化し、利用者

の視点に立った効率的な管理・運営に努めます。 

 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

民間委託 サービスの提供を民間に委託します。 

民営 サービスの提供を民営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

民間委託 建物等の管理を民間に委託します。 

民営 建物等の管理を民営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 
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区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各20年

間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 公園施設 施設名 大師山森林公園 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は令和23年度を目途に解体撤去を

進め、あわせてサービスも終了します。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

収入 支出
実質

負担額
収入 支出

実質

負担額
収入 支出

実質

負担額

大師山森林公園 1 36,921 36,920 1 11,538 11,537 2 48,458 48,456

合計 1 36,921 36,920 1 11,538 11,537 2 48,458 48,456

管理・運営費（千円）

2021（R3）～2036（R18） 2037（R19）～2056（R38） 合計
施設名

 

６ 公共施設等のマネジメントによる効果 
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(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

427.70 ㎡ 0 ▲427.70 ㎡【▲100.0％】 

主な要因 

〇施設廃止による減  427.70 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

38,295 千円 38,295 千円 0 

主な要因 

〇解体撤去費 36,355 千円 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

83,059 千円 48,456 千円 ▲34,603 千円【▲41.6％】 

主な要因 

〇平準化、廃止による費用の減  34,603 千円 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

歴史的建造物の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                         

                         

                         

 

令和３年１月 

奥州市教育委員会事務局歴史遺産課 

 



はじめに 

 〇 歴史的建造物の現状 

本個別施設計画に記載する歴史的建造物は、文化財として保存する価値があるとして受贈または購

入し、市が管理している国重要文化財２件、国史跡１件、県有形文化財３件、市有形文化財１件、国登

録有形文化財候補物件１件、その他１件の木造の建造物です。その受贈経緯、規模および管理の状況は

施設毎に異なっています。 

旧後藤家住宅は、江⼾時代前期（元禄年代）に建築され、仙台藩の古⺠家の典型的な構造（直家）を

残すことが評価され、昭和40年(1965)に重要文化財に指定された建造物です。昭和42年（1967）に旧

江刺市が受贈して、向山公園の一角（岩谷堂字向山1番地）に移築復元されました。その後、平成元年

(1989)に茅葺屋根の葺き替え、平成18年(2006)に解体修理と耐震補強が実施されて現在に至っていま

す。事前予約による公開をしており、現在は保存状態に問題ありませんが、茅葺屋根は20〜30年程度

で葺き替えが必要となることから、令和18年(2036)に屋根の葺き替えが必要です。 

旧高橋家住宅（主屋、蔵座敷、⼟蔵、東板倉、⻄板倉、⾦庫蔵、表門、⼟塀2棟、塀重門及び塀1棟、

井⼾、⼟地）は、明治21年(1888)に主屋が上棟され、優れた室内意匠を持ち煎茶席の影響を確認できる

全国的にも貴重な近代和風住宅であることが評価され、平成13年(2001)に旧水沢市の有形文化財、平

成23年(2011)に重要文化財に指定された建造物です。平成22年(2010)に奥州市が受贈して奥州市武家

住宅資料館の管理施設として日高火防祭本祭に限定公開していましたが、経年劣化が著しいため現在

は非公開施設として管理しています。これまで大規模修理が行われたことはなく、構造材の腐朽や白蟻

被害が極度に進行していることから早急に修理を実施するよう文化庁から口頭注意を受けています。

調査の結果、修理は10年以上の期間を要することが判明しており、令和５年度以降に修理委員会を立

ち上げ、大規模修繕に取り組みます。なお、敷地内には平成４年に建設された指定外の軽量鉄骨造２階

建住宅が存在しており、現在は不登校児童生徒の学校復帰を支援するための適応指導教室として利用

されています。 

高野⻑英旧宅は、幕末の蘭学者である高野⻑英が文化文政期を過ごした貴重な遺構として昭和８年

(1933)に国の史跡に指定された建造物です。平成22年(2010)に奥州市がその底地と共に建物を購入し、

平成24年(2012)に国の災害復旧事業による大規模改修を終えています。奥州市武家住宅資料館の管理

施設として日高火防祭本祭から５月の大型連休に限定公開を行っています。高野⻑英旧宅と連結して

旧高野家古稀庵（昭和６年建築）と新座敷（昭和16年建築）が建設されており、未指定であるこれらの

建造物は、平成22年(2010)に奥州市に寄贈され、底地は市が無償で借用しています。古稀庵は奥州市

が寄贈と同年に大規模改修を行っており、今後は国の有形文化財登録を進めます。これらの建物の屋根

は、鉄板葺と瓦葺であり、現状では雨漏りなどもないことから、当面は適切な維持を継続します。 

令和２年12月には、高野家敷地内にある板倉・瑞泉文庫も登録有形文化財にあわせて登録するよう

文化庁より指導を受けています。 

武家住宅（後藤新平旧宅）は、江⼾時代中期（18世紀前半）の建築と推定され、当時の下級武士住宅

の特徴をよく残していることが評価され、昭和47年(1972)に岩手県の有形文化財に指定された建造物

です。敷地内には板倉と茅葺の便所が存在します。昭和30年(1955)に旧水沢市に寄贈され、平成５年



(1993)に奥州市武家住宅資料館の管理施設として一般公開されています。平成21年(2009)に茅屋根の

葺き替えを行っており、現在は保存状態に問題ありませんが、茅葺屋根は20〜30年程度で葺き替えが

必要となることから、令和21年(2039)に屋根の葺き替えが必要です。 

旧岩谷堂共立病院は、岩手県初の⻄洋医学に基づく病院として明治７年(1874)に竣工した木造４階

建ての建造物です。新しい⻄洋式病院建築の様式を伝える全国的にも珍しい建築であることが評価さ

れ、昭和54年(1979)に岩手県の有形文化財に指定されています。病院としての稼働期間は短く、明治

11年(1878)から明治39年(1906)までは磐井治安裁判所岩谷堂出張所および登記所として、明治40年

(1907)４月から翌年３月までは岩谷堂尋常小学校の仮校舎、大正初期からは岩谷堂町役場、江刺町役

場、江刺市役所として利用されるなど一貫して公共建築としての役割を担った建物でもあります。昭和

57年(1982)には保存修理工事が実施され、近世から近代の医療関係資料等を展示する施設「明治記念

館」として平成26年(2014)まで活用された後、現在は歴史的建造物として一般公開されています。鉄

板葺の屋根の塗装が劣化していることから、令和５年(2024)に塗装を行う予定です。 

旧後藤正治郎家住宅は、江⼾時代中期（18世紀初頭）の建築と推定され、四間取り直家の原型を留め

ているほか重要文化財である旧後藤家に次ぐ稀に⾒る古式の⺠家であることが評価され、保存のため

に昭和56年(1981)に旧前沢町に建物が寄贈されました。翌年に町単独事業により茅屋根の葺き替えが

行われています。その後、昭和58年(1983)に町の有形文化財、昭和60年(1985)に岩手県の有形文化財

に指定され、平成13〜14年(2001〜02）には県補助により茅屋根の葺き替えが行われています。しかし、

屋根の腐朽や建物軸部の歪み等が再び進行したことにより、令和元年〜２年(2019〜20)にかけて大規

模改修を実施しています。修理後は、当面、保存状態に問題ありませんが、茅葺屋根は20〜30年程度

で葺き替えが必要となることから、令和32年(2050)に屋根の葺き替えが必要です。 

旧内⽥家住宅は、江⼾時代後期（19世紀初頭）の建築と推定され、水沢伊達家の上級武士の住宅の構

造をよく伝える武家住宅で、主屋、門及び庭が一体的に保存されていることが評価され、平成２年

(1990)に旧水沢市の有形文化財に指定され、同年、市に寄贈されました。平成４年(1992)に大規模修繕

を行い、平成５年(1993)から武家住宅資料館の管理施設として一般公開されています。平成15年(2003)

に主屋の茅屋根の北側と⻄側の2面の葺き替えを実施、平成21年(2009)に東側と南側の２面の葺き替え

を行ったほか、平成30年度(2018)には⻄面の谷部の差し茅を実施しました。現在は保存状態に問題あ

りませんが、茅葺屋根は20〜30年程度で葺き替えが必要となることから、令和21年(2039)に屋根の葺

き替えが必要です。 

旧安倍家住宅は、重要文化財である旧高橋家住宅に先行する明治時代初期の建築が明らかな近代和

風建築で、主屋、板倉及び⼟蔵が敷地内に存在します。大工棟梁は旧高橋家住宅と同じ丹野源六と伝わ

り、アワビの貝殻片を⼟壁に混入する技法が共通します。庭の老松を中心とする表庭の眺望を最大限に

活かすため、書院を庭に突き出させる一方、玄関の間ほか２室を南側にずらし、数寄屋風の二階を上げ

るなど、従来の四間どりとは異なる特殊な構成をとっており、近代和風建築の発展を示す貴重な建造物

として保存を図るため、平成24年(2012)に奥州市に寄贈されました。前所有者によって、平成23年

(2011)に鉄板葺の屋根の葺き替えが行われており、現状では雨漏りなどもないことから、当面は適切

な維持を継続し、国の有形文化財登録を進めます。 

齋藤子爵水沢文庫（図書閲覧所及び書庫）は、設計、監督、施工会社という建設の担当者だけでなく、

工事実施に際しての図面類も残されているほか図書閲覧所にある棟札から昭和7年（1932）7月30日に



上棟式が行われたことが判明してます。最新の図書庫だけでなく、市⺠開放を目的とした図書閲覧所を

もつことも大きな特徴です。当面は適切な維持を継続し、国の有形文化財登録を進めます。 

 

 

〇 課題 

国重要文化財である旧後藤家住宅と旧高橋家住宅、国史跡の高野⻑英旧宅、県指定有形文化財である

武家住宅（後藤新平旧宅）、旧岩谷堂共立病院及び旧後藤正治郎家住宅、市指定有形文化財の旧内⽥家

住宅は、「保存し、且つ、その活用を図り、もって国⺠の文化的向上に資するとともに、世界文化の進

歩に貢献すること」を目的として、文化財保護法、岩手県文化財保護条例又は奥州市文化財保護条例に

よって指定されており、その所有者は文化財を適切に管理することが規定されています。旧安倍家住

宅、旧高野家古稀庵・新座敷についても国の有形文化財として登録手続きを進めるよう文化庁から指導

を受けていることから、市は責任をもって管理し、その保存に努めなければなりません。 

また市所有の歴史的建造物は、文化財として保存活用を図る目的で所有者から市が受贈又は購入し

た経緯を持つものであり、市はその所有者として適切に管理する義務を負っているといえます。 
全ての歴史的建造物が江⼾時代から明治時代にかけて建築されており、市によって大規模修理が行

われていない建造物は老朽化による破損が著しく進んでいるため、早急に根本修理を行う必要があり

ます。風雨にさらされていることから、経年劣化を避けることができず、茅屋根の葺き替え、塗装、風

雪による被害等の修繕を定期的に行う必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を図るため、公共施

設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の⾒直しや計画的な保全によ

る施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、歴史的建造物に係る個別施設ごとの

具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、⾒直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「歴史的建造物」−中分類「歴史的

建造物」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の⾒通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 

建設 

年度 

※1 

取得 

年度 

※1 

整備 

年度 

※1 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

※2 

法定 

耐用年数 

（年） 

旧後藤家住宅 1695 1967 2006 232.38 0 15 - 

旧高橋家住宅 1890 2010  606.45 0 - - 

高野⻑英旧宅 1876 2010 2012 377.20 21,489 9 - 

武家住宅（後藤新平旧宅） 1700 年代 1955  116.09 0 - - 

旧岩谷堂共立病院 1874 1878  708.00 0 - - 

旧後藤正治郎家住宅 1700 年代 1981 2021 212.00 0 0 - 

旧内⽥家住宅 1800 年代 1990 2009 185.92 92,900 12 - 

旧安倍家住宅 1877 2012  283.00 0 - - 

斎藤子爵水沢文庫 

(図書閲覧所・図書庫) 

1842 1978  383.92 0 - - 

旧高野家古稀庵・新座敷 1931.1941 2010 2012 194.04    

合計 3,299.00 

  

※1 いずれも江⼾時代から明治時代の建設された年代を「建設年度」、受贈などにより市の管理下に

置かれた年を「取得年度」、大規模改修(茅葺替えを含む)の実施年を「整備年度」とした。 

※2 大規模修繕が実施されてからの経過年数とし、大規模修繕が未実施の建造物については「-」と

した。 

 

 (2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。旧高橋家住宅、高野

⻑英旧宅(旧高野家古稀庵・新座敷を含む)、武家住宅（後藤新平旧宅）及び旧内⽥家住宅について

は、博物館施設である武家住宅資料センターの管理運営経費と不可分であることから、二重計上と

なっています。また、博物館施設である斎藤實記念館と歴史的建造物である齋藤子爵水沢文庫(図

書閲覧所及び図書庫)は、一体的な管理となっているため、斎藤實記念館に計上しています。 
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施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

旧後藤家住宅 Ａ 

0 0 0 

16.27 166 173 193 

166 173 193 

旧高橋家住宅 Ａ 

0 0 0 

▲3.88 618 628 594 

618 628 594 

高野⻑英旧宅 Ａ 

0 0 0 

▲3.88 618 615 594 

618 615 594 

武家住宅（後藤新平旧宅） Ａ 

0 0 0 

▲3.88 1,236 1,230 1,188 

1,236 1,230 1,188 

旧岩谷堂共立病院 Ａ 

0 0 0 

2.47 1,781 1,812 1,825 

1,781 1,812 1,825 

旧後藤正治郎家住宅 Ａ 

0 0 0 

▲2.88 104 114 101 

104 114 101 

旧内⽥家住宅 Ａ 

0 0 0 

▲3.83 9,882 9,840 9,504 

9,882 9,840 9,504 

旧安倍家住宅 Ａ 

0 0 0 

1054.17 24 243 277 

24 243 277 

斎藤子爵水沢文庫 

(図書閲覧所・図書庫) 
Ａ 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

旧高野家古稀庵・新座敷 Ａ 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

合計 

0 0 0 

▲1.06 14,429 14,655 14,276 

14,429 14,655 14,276 
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【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料⾦または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料⾦（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料⾦（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料⾦（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

旧後藤家住宅 利用者数 

（人） 

100 100 100 0 

旧高橋家住宅 250 250 250 0 

高野⻑英旧宅 350 350 350 0 

武家住宅（後藤新平旧宅） 6,779 6,811 5,707 ▲15.81 

旧岩谷堂共立病院 2,029 1,927 1,804 ▲11.09 

旧後藤正治郎家住宅 100 100 100 0 

旧内⽥家住宅 6,779 6,811 5,707 ▲15.81 

旧安倍家住宅 200 200 200 0 

齋藤子爵水沢文庫(図書閲覧所・図書庫) 0 0 0 0 

旧高野家古稀庵・新座敷 0 0 0 0 

合計  16,587 16,549 14,218 ▲14.28 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の⾒通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・大規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の⾒通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建
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替え・大規模改修費用の⾒通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平

均値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

旧後藤家住宅 100 130,132 130,232 

旧高橋家住宅 828 339,612 340,440 

高野⻑英旧宅 518 211,232 211,750 

武家住宅（後藤新平旧宅） 181 65,010 65,191 

旧岩谷堂共立病院 1,607 396,480 398,087 

旧後藤正治郎家住宅 2,582 118,720 121,302 

旧内⽥家住宅 1,271 104,115 105,386 

旧安倍家住宅 1,200 101,880 103,080 

齋藤子爵水沢文庫(図書閲覧所・図書庫) 0 214,995 214,995 

旧高野家古稀庵・新座敷 0 108,662 108,662 

合計 8,287 1,790,838 1,799,125 

                    

 

(5) 管理・運営に係る費用の⾒通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の⾒通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

旧後藤家住宅 0 532 532 7,094 

旧高橋家住宅 0 1,840 1,840 24,534 

高野⻑英旧宅 0 1,827 1,827 24,360 

武家住宅（後藤新平旧宅） 0 3,654 3,654 48,720 

旧岩谷堂共立病院 0 5,418 5,418 72,240 

旧後藤正治郎家住宅 0 319 319 4,254 

旧内⽥家住宅 0 29,226 29,226 389,680 

旧安倍家住宅 0 544 544 7,254 

齋藤子爵水沢文庫(図書閲覧所・図書庫) 0 0 0 0 

旧高野家古稀庵・新座敷 0 0 0 0 

合計  43,360 43,360 578,136 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇歴史的建造物は、貴重な文化財として保存活用を図る目的で所有者から市が受贈又は購入し

た経緯を持つものであり、市はその所有者として適切に管理する必要があります。 
〇市所有の歴史的建造物は、江⼾時代から明治時代にかけて建築されているため、大規模修理

が行われていない建造物は、老朽化による破損が著しく進んでいるため、早急に根本修理を行

う必要があります。 

〇風雨にさらされていることから、経年劣化を避けることができず、茅屋根の葺き替え、塗装、

風雪による被害等の修繕を定期的に行い、後世に引き継ぐ必要があります。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理⾒直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が⾒込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の⾒

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の⾒直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の⾒直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の⾒込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料⾦等の収入割合はどうか 
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代替性 

利用圏域内に⺠間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助⾦、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、⼟砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

旧後藤家住宅 存続 存続 継続 維持 

旧高橋家住宅 存続 存続 継続 大規模改修 

高野⻑英旧宅 存続 存続 継続 維持 

武家住宅（後藤新平旧宅） 存続 存続 継続 維持 

旧岩谷堂共立病院 存続 存続 継続 維持 

旧後藤正治郎家住宅 存続 存続 継続 維持 

旧内⽥家住宅 存続 存続 継続 維持 

旧安倍家住宅 存続 存続 継続 維持 

齋藤子爵水沢文庫(図書閲覧所・図書庫) 存続 存続 継続 維持 

旧高野家古稀庵・新座敷 存続 存続 継続 維持 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」又は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 旧高橋家住宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

経年劣化が著しく進行しており、国⺠の財産である重要文化財として適切な保

存状態及び管理状況とはいえないことから、文化庁より早急な修繕を求められて

います。国庫補助事業により修繕を行います。令和５年(2023）に修繕工事設計

業務、翌年から 10 ヵ年計画で大規模改修工事に取り掛かります。 
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分類名 歴史的建造物 施設名 旧後藤家住宅、高野⻑英旧宅、武家住宅

（後藤新平旧宅）、旧岩谷堂共立病院、

旧後藤正治郎家住宅、旧内⽥家住宅、旧

安倍家住宅、齋藤子爵水沢文庫(図書閲

覧所・図書庫)、旧高野家古稀庵・新座敷 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

経年劣化が著しく進行しており、有形文化財として適切な保存状況及び管理状

況ではないことから、補助事業などにより修繕事業に取り組んでまいります。 

 

 

(3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2017〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

旧後藤家住宅 0 0 0 0 0 

旧高橋家住宅 0 0 0 0 0 

高野⻑英旧宅 0 0 0 0 0 

武家住宅（後藤新平旧宅） 0 0 0 0 0 

旧岩谷堂共立病院 0 0 0 0 0 

旧後藤正治郎家住宅 0 0 0 0 0 

旧内⽥家住宅 0 0 0 0 0 

旧安倍家住宅 0 0 0 0 0 

齋藤子爵水沢文庫(図書閲覧所・図書庫) 0 0 0 0 0 

旧高野家古稀庵・新座敷 0 0 0 0 0 

合計     0 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の⾒通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇文化財保護法、県文化財保護条例、市文化財保護条例によって、指定を受けている歴史的建

造物は、「保存し、且つ、その活用を図り、もって国⺠の文化的向上に資するとともに、世界

文化の進歩に貢献すること」を目的としていることから、建物の全てを保存部位とします。 

〇文化財保護法によって登録された歴史的建造物については、指定文化財に準拠するものとし

ます。 

〇保存部位のうち、特殊な材料又は仕様である部位と主要な構造に係る部位は材料自体の保存

を行う部位とし、屋根材など定期的に材料の取り替え等を行う補修が必要な部位については、

材料の形状・材質・仕上げ・色彩の保存を行う部位とします。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 修繕 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

 



- 12 - 

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 

維持 〇国⼟交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 

 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 旧後藤家住宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 茅葺屋根葺替 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

平成 18 年(2006)に解体修理と耐震補強が施されているため、現状では問題はあ

りませんが、適切な維持管理を行っても茅葺屋根は 20〜30 年程度で葺き替えが

必要になることから令和 18 年(2036)に屋根の葺き替えを実施します。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 旧高橋家住宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 大規模改修 大規模改修 ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

文化庁から早急に修理を実施するよう口頭注意を受けており、調査の結果、修理

は 10 年以上の期間を要することが判明していることから、国庫補助を活用し、

令和６年度(2024)から大規模修繕に取り組みます。 
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分類名 歴史的建造物 施設名 高野⻑英旧宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

平成 24 年(2012)に災害復旧工事による大規模改修を終えていることから、計画

期間内は大規模改修を行わず、適切な点検や補修を行い維持する方向とします。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 武家住宅（後藤新平旧宅） 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 茅葺屋根葺替 維持 

更新・維持の

具体策 

平成 21 年(2009)に茅屋根の葺き替えを行っており、現状では問題はありません

が、適切な維持管理を行っても茅葺屋根は 20〜30 年程度で葺き替えが必要にな

ることから令和 21 年(2039)に屋根の葺き替えを実施します。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 旧岩谷堂共立病院 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 屋根塗装 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

鉄板葺屋根の塗装が劣化し、錆による穴が生じています。雨漏りによる構造材の

腐食が懸念されることから、県費補助を受けた令和５年(2023)に屋根塗装工事を

計画します。その後は、適切な点検や補修を行い維持する方向とします。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 旧後藤正治郎家住宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 茅屋根葺替 

更新・維持の

具体策 

経年劣化が著しく進行しており、県⺠の財産である岩手県有形文化財として適切

な保存状況及び管理状況ではないことから、県費補助事業による大規模改修に取

り組んでいます。平成 30 年度に修繕工事設計業務、令和元年度から同２年度に

かけて耐震補強・改修工事を行います。茅葺屋根は 20〜30 年程度で葺き替えが

必要になることから令和 32 年(2050)に屋根の葺き替えを実施します。 
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分類名 歴史的建造物 施設名 旧内⽥家住宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 茅屋根葺替 維持 

更新・維持の

具体策 

平成 15 年(2003)に主屋⻄側の茅屋根の葺き替え、平成 21 年(2009)に主屋東側の

茅屋根の葺き替え、さらに主屋⻄側の谷部については、平成 30 年(2018)に差し

茅を実施しています。現状では問題はありませんが、適切な維持管理を行っても

茅葺屋根は 20〜30 年程度で葺き替えが必要になることから令和 21 年(2039)に屋

根の葺き替えを実施します。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 旧安倍家住宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

前所有者によって、平成 23 年(2011)に鉄板葺屋根の葺き替えが行われており、

現状では問題ありません。計画期間内は大規模改修を行わず、適切な点検や補修

を行い維持する方向とします。 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 齋藤子爵水沢文庫(図書閲覧所・図書庫) 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

建物建設の経緯だけでなく、設計者等も具体的に特定され、工事実施に際しての

図面類も残される昭和初期の建造物で、市⺠開放を目的とした図書閲覧所と当時

最新の図書庫であり、歴史的価値がある建造物です。斎藤實記念館とともに公開

されています。 
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分類名 歴史的建造物 施設名 旧高野家古稀庵・新座敷 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

国史跡高野⻑英旧宅と廊下でつながり、昭和 6 年(1931)に古稀庵、昭和 16 年

(1941)頃の新座敷が建設されています。また、数寄屋造の銘木や意匠を凝らした

古稀庵、幾何学的内装で文人趣味を彷彿とさせる新座敷と意匠が異なります。建

設年代や建築家等の造営ゆかりの人物が特定できる歴史的価値のある建物です 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R３)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

旧後藤家住宅 

 

更新      

維持 132 8,585 220 15,557 24,494 

旧高橋家住宅 更新 1,150,000 2,604,000   3,754,000 

維持 365 590 590 590 2,135 

高野⻑英旧宅 更新      

維持 288 480 480 480 1,728 

武家住宅（後藤新平

旧宅） 

更新      

維持 1,098 1,830 1,830 1,830 6,588 

旧岩谷堂共立病院 更新      

維持 318 530 530 530 1,908 

旧後藤正治郎家住宅 更新      

維持 264 440 440 440 1,584 

旧内⽥家住宅 更新      

維持 978 1,630 1,630 1,630 5,868 

旧安倍家住宅 更新      

維持 636 1,060 1,060 1,060 3,816 

齋藤子爵水沢文庫(図

書閲覧所・図書庫) 

更新      

維持 204 340 340 340 1,224 

旧高野家古稀庵・新

座敷 

更新      

維持 6,782 140 140 140 7,202 

合計  1,161,065 2,619,625 7,260 22,597 3,810,547 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の⾒直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇所有者は文化財を適切に維持管理する責任があることから、市が所有する歴史的建造物の建

物管理については、市が直営で管理を行うこととします。 

〇施設公開や歴史的建造物を活用した地域づくりや観光に係るサービスの提供については、当

面は直営で行いますが、歴史的建造物の活用に関する知識と経験を有する団体から市の文化

財の総合的な保存・活用に係る計画（地域計画）に合致する業務の提案があった場合、指定

管理を行うことができるものとします。 

 

   

イ 管理・運営の区分 

 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の⾒直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間又は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

 

(2) 管理・運営の⾒直しスケジュール 

管理・運営の⾒直しの検討内容に基づき、管理・運営の⾒直しスケジュールを前期と後期各 10

年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

 

分類名 歴史的建造物 施設名 旧高橋家住宅 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

市が建物を管理し、サービスの提供についても当面は直営で行います。 
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分類名 歴史的建造物 施設名 

旧後藤家住宅、高野⻑英旧宅、武家住宅

（後藤新平旧宅）、旧岩谷堂共立病院、

旧後藤正治郎家住宅、旧内⽥家住宅、旧

安倍家住宅、齋藤子爵水沢文庫(図書閲

覧所・図書庫)、旧高野家古稀庵・新座敷 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

市が建物を管理し、サービスの提供についても当面は直営で行います。 

 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021（R３）〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

旧後藤家住宅 0 2,838 2,838 0 3,547 3,547 0 6,385 6,385 

旧高橋家住宅 0 9,814 9,814 0 12,267 12,267 0 22,081 22,081 

高野⻑英旧宅 0 9,744 9,744 0 12,180 12,180 0 21,924 21,924 

武家住宅（後藤新平旧

宅） 

0 19,488 19,488 0 24,360 24,360 0 43,848 43,848 

旧岩谷堂共立病院 0 28,896 28,896 0 36,120 36,120 0 65,016 65,016 

旧後藤正治郎家住宅 0 1,702 1,702 0 2,127 2,127 0 3,829 3,829 

旧内⽥家住宅 0 155,872 155,872 0 194,840 194,840 0 350,712 350,712 

旧安倍家住宅 0 2,902 2,902 0 3,627 3,627 0 6,529 6,529 

齋藤子爵水沢文庫(図

書閲覧所・図書庫) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

旧高野家古稀庵・新座

敷 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計  231,256 231,256 0 289,068 289,068 0 520,324 520,324 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

3,299 ㎡ 3,299 ㎡ 0【0％】 

主な要因 

〇譲渡、解体撤去による減  0 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の⾒込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

1,799,125 千円 3,810,547 千円 2,011,422 千円【111.80％】 

主な要因 

〇平準化、更新、解体撤去による費用の減  0 千円  

〇老朽化による維持費用の増  2,011,422 千円 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の⾒込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

578,136 千円 520,324 千円 ▲57,812 千円【▲10.0％】 

主な要因 

〇供給量の適正化による管理・運営費の減  57,812 千円  

 

 



  

 

 

 

 

 

史跡附属施設の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市教育委員会事務局歴史遺産課 



はじめに 

   

〇 史跡附属施設の現状 

史跡附属施設は、市町村合併前の旧市町村時代に、歴史遺産としての遺跡等を保存し、市⺠の⽂化活

動の場に供するために整備した歴史公園及び伝承地並びにその付近に観光目的で整備した公園や公衆

トイレを歴史遺産課が受け継いたもの、史跡の来訪者の利便性を図るために設置した公衆トイレ等を

維持するため、清掃・除草等の管理を行っています。 

特にも平成 5 年放送の NHK 大河ドラマ「炎立つ」の撮影が、旧江刺市で行われたことにより「炎立

つブーム」が巻き起こり、ドラマのために建てられたオープンセットは、観光客を見込んで、撮影終了

後にテーマパーク兼撮影所として「歴史公園えさし藤原の郷」となり、周辺には、藤原氏の伝承地等に

公園や公衆トイレ等の整備を行ってきた経緯があります。 

その後、五位塚公衆トイレでは、平成 20 年 6 月に発生した「岩手・宮城内陸地震」により破損した

基礎補強工事を、平成 23 年の東日本大震災の際には、隣接の駐車場南側(隣接道路の奥側)、駐車場柵

(擬木)が倒れていたので修繕しましたが、平成 27 年 5 月の地震の際、同所の駐車場柵(擬木)が倒れ、

さらにアスファルト舗装に⻲裂ができたため、地盤が動いている可能性を疑い、当分の間駐車場とトイ

レを閉鎖しました。その後、地元から再開の要望があり、地盤の動きについて調査した結果、動きが微

動だったため、平成 29 年 9 月に再開。現在は、目視での経過観察としております。 

各公衆トイレについては経年劣化による浄化槽、給排水等の修繕工事を行っています。 

利用状況につきましては、館山公園では、毎年春に桜まつりが開催されているほか、アジサイの咲く

ころには見学に来園する方もいます。一般の方は散歩コースとして公園内をウォーキングする姿も見

受けられます。 

ほかの公園、公衆トイレ等については、主に観光目的で設置した施設ですが、現在では地元の方や車

で付近を通行する方等の利用にとどまっているように思われます。 

 

〇 課題 

本来の目的である「歴史遺産としての遺跡等を保存し、市⺠の⽂化活動の場に供するために整備した

歴史公園」及び「遺跡の来訪者への利便性を図る施設」については、今後も適切に管理し、必要な補修

等を行いながら維持していくことが重要と考えます。 

地域の歴史を学び、後世まで保存し、活用すべき重要な施設もありますが、観光目的で整備した施設

については、今後さらに少子高齢化が進み、人口減少社会が見込まれる現状において、利用者すべての

需要に今後も対応していくことは困難です。 

設置からすでに 20 年以上経過している施設が多いため、経年劣化等による破損が発生した場合、修

繕費用が嵩むことが予想されることから、各施設の目的を明確化させ、集約や廃止等も視野に入れた施

設管理をしていく必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、史跡附属施設に係る個別施設

ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「歴史的建造物」−中分類「史跡附

属施設」とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

留守城下歴史回廊便所・駐車場 H14 26.39 18 22 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋 H05 5.76 27 47 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所 H05 11.52 27 47 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）収蔵庫 H05 49.00 27 47 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋 H05 5.76 27 47 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所 H05 11.52 27 47 

五位塚公衆トイレ H05 27.44 27 22 

館山公園 四阿(六角) H10 23.00 22 22 

館山公園 四阿(四角) H10 22.00 22 22 

館山公園 展望台 H10 31.00 22 22 

館山公園 二清院 H10 21.98 22 22 

館山公園 便所 H10 102.00 22 22 

智福毘沙門公園 便所 H05 59.50 27 22 

⻑者ケ原廃寺跡公衆便所 H19 26.00 13 22 

白鳥舘遺跡公衆便所 H19 26.00 13 22 

室の樹屋敷跡公園 東屋 H03 21.00 29 22 

胆沢城跡歴史公園 復元築地塀 H29 72.00 3 34 

合計 541.87 

   

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

留守城下歴史回廊便所・

駐車場 
Ｉ 

0 0 0 

17.2 1,344 1,575 1,575 

1,344 1,575 1,575 
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益沢院跡（藤原氏関連史

跡）東屋 
Ｉ 

0 0 0 

0 7 7 7 

7 7 7 

益沢院跡（藤原氏関連史

跡）便所 
Ｉ 

0 00 0 

▲19.7 61 59 49 

61 59 49 

益沢院跡（藤原氏関連史

跡）収蔵庫 
Ｉ 

0 0 0 

▲2.7 37 36 36 

37 36 36 

豊田館跡（藤原氏関連史

跡）東屋 
Ｉ 

0 0 ０ 

0 0 0 0 

0 0 0 

豊田館跡（藤原氏関連史

跡）便所 
Ｉ 

0 0 0 

▲13.3 143 137 124 

143 137 124 

五位塚公衆トイレ Ｉ 

0 0 0 

▲70.8 161 182 47 

161 182 47 

館山公園 四阿(六角) Ｉ 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

館山公園 四阿(四角) Ｉ 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

館山公園 展望台 Ｉ 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

館山公園 二清院 Ｉ 

0 0 0 

0 62 62 62 

62 62 62 

館山公園 便所 Ｉ 

0 0 0 

▲7.8 396 362 365 

396 362 365 

智福毘沙門公園 便所 L 

0 0 0 

▲31.7 60 36 41 

60 36 41 

⻑者ケ原廃寺跡公衆便所 Ｉ 0 0 0 ▲1.0 
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200 184 198 

200 184 198 

白鳥舘遺跡公衆便所 Ｉ 

0 0 0 

▲8.2 342 314 314 

342 314 314 

室の樹屋敷跡公園 東屋 Ｉ 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

胆沢城跡歴史公園  

復元築地塀 
E 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

合計 

0 0 0 

▲0.2 2,813 2,954 2,818 

2,813 2,954 2,818 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ ⺠間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ ⺠間 市 歳入なし あり 

Ｊ ⺠間 ⺠間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ ⺠間 ⺠間 使用に係る料金（⺠間） なし 

Ｌ ⺠間 ⺠間 歳入なし なし 

 

(3) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後 36 年間の建

替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開して

いる「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 
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分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

留守城下歴史回廊便所・駐車場  14,778 14,778 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋  3,225 3,225 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所  6,451 6,451 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）収蔵庫  27,440 27,440 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋  3,225 3,225 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所  6,451 6,451 

五位塚公衆トイレ  15,366 15,366 

館山公園 四阿(六角)  12,880 12,880 

館山公園 四阿(四角)  12,320 12,320 

館山公園 展望台  17,360 17,360 

館山公園 二清院  12,308 12,308 

館山公園 便所 456 57,120 57,576 

智福毘沙門公園 便所 177 33,320 33,497 

⻑者ケ原廃寺跡公衆便所  14,560 33,320 

白鳥舘遺跡公衆便所  14,560 14,560 

室の樹屋敷跡公園 東屋  11,760 14,560 

胆沢城跡歴史公園復元築地塀  40,320 11,760 

合計 633 303,440 304,073 

 

(4) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後 40 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

留守城下歴史回廊便所・駐車場 0 1,498 1,498 59,920 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋 0 0 0 0 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所 0 56 56 2,240 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）収蔵庫 0 36 36 1,440 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋 0 0 0 0 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所 0 135 135 5,400 

五位塚公衆トイレ 0 130 130 5,200 
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館山公園 四阿(六角) 0 0 0 0 

館山公園 四阿(四角) 0 0 0 0 

館山公園 展望台 0 0 0 0 

館山公園 二清院 0 62 62 2,480 

館山公園 便所 0 374 374 14,960 

智福毘沙門公園 便所 0 46 46 1,840 

⻑者ケ原廃寺跡公衆便所 0 194 194 7,760 

白鳥舘遺跡公衆便所 0 323 323 12,920 

室の樹屋敷跡公園 東屋 0 0 0 0 

胆沢城跡歴史公園復元築地塀 0 0 0 0 

合計 0 2,854 2,854 114,160 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

   また、検討にあたっては、令和元年に実施した市⺠アンケート結果も参考にしています。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

供給量の適正化の基本方針 

史跡附属施設については、生活になくてはならない施設ではないものの、歴史を学び、後世

まで保存し、活用すべき重要な施設、来訪者の利便性を図るために必要な施設であり、今後も

必要な修繕や点検等の維持管理を継続します。 

しかし、今後、経年劣化及び施設の耐用年数が超過し、大規模な改修が必要となることが

見込まれることから、施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況

（人口、住⺠ニーズ、市行財政等）を⼗分に検証した上で、集約や廃止等を行います。 

特定の地域の住⺠・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移行を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間手法等の導入

を検討 

施設の機能が⼗分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 
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代替性 

利用圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、⽂化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

留守城下歴史回廊便所・駐車場 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋 存続 存続 継続 維持 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所 存続 廃止・処分 継続 維持 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）収蔵庫 存続 存続 継続 維持または譲渡 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋 存続 存続 継続 維持 

豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所 存続 存続 継続 維持 

五位塚公衆トイレ 存続 廃止・処分 継続 維持または譲渡 

館山公園 四阿(六角) 存続 存続 継続 維持 

館山公園 四阿(四角) 存続 存続 継続 維持 

館山公園 展望台 存続 存続 継続 維持 

館山公園 二清院 存続 廃止・処分 継続 維持 

館山公園 便所 存続 廃止・処分 継続 維持 

智福毘沙門公園 便所 存続 存続 継続 維持 

⻑者ケ原廃寺跡公衆便所 存続 存続 継続 維持 

白鳥舘遺跡公衆便所 存続 存続 継続 維持 

室の樹屋敷跡公園 東屋 存続 存続 継続 維持 

胆沢城跡歴史公園復元築地塀 存続 存続 継続 維持 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 留守城下歴史回廊便所・駐車場 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 廃止 

建物等 維持 維持 維持 解体撤去 

延床面積増減 減（㎡） 26.39 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、武家住宅や記念館、歴史的建造物の回遊する観光客等の利便性

を図るためサービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や補修による維持

に努めますが、便所の著しい損傷があった場合は解体撤去し、借地を解約しま

す。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 11.52 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）収蔵庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持または譲渡 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。また、収蔵物を確認し、地区への譲渡も検討します。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 5.76 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 五位塚公衆トイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 維持または譲渡 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

歴史的、観光的需要の少ないトイレや休憩所には、下記の基本方針を当てはめ、

地元に無償譲渡または貸付（市費負担無し）を行います。協議が不調の場合は、

計画期間中は、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修

を行い維持に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを

廃止します。 

【公衆トイレの存廃方針】次のいずれかに該当するものを廃止する。 

①１日当たり水６リットルの使用に達しない（一般家庭１回当たりの水量６リ

ットル） ②近辺に公共施設がある ③老朽化しても改修の要望がない 
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分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 四阿(六角) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 四阿(四角) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 展望台 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めますが、大規模な改修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止しま

す。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 二清院 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 21.98 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる機会を提供するため、サービスの供給を継続しま

す。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持に努めますが、大規模な改修が

必要な状態に至った場合はサービスを廃止します。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） 102.00 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供すると共に公園利用者の利便性を図るた

め、サービスの供給を継続します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持

に努めます。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 智福毘沙門公園 便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、毘沙門立像見学者の利便性を図るため、サービスの供給を継続

します。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持に努めますが、大規模な改

修が必要な状態に至った場合はサービスを廃止し、解体撤去します。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 ⻑者ケ原廃寺跡公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、史跡来訪者の利便性を図るため、サービスの供給を継続しま

す。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持に努めます。史跡のガイダンス

施設建設を検討しているので、ガイダンス施設とともに維持管理に努めます。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 白鳥舘遺跡公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、史跡来訪者の利便性を図るため、サービスの供給を継続しま

す。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持に努めます。史跡のガイダンス

施設建設を検討しているので、ガイダンス施設とともに維持管理に努めます。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 室の樹屋敷跡公園 東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、公園利用者の利便性を図るため、サービスの供給を継続しま

す。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持に努めますが、大規模な改修が

必要な状態に至った場合はサービスを廃止します。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 胆沢城跡歴史公園復元築地塀 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 維持 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、歴史に触れる場を提供するため、サービスの供給を継続しま

す。建物等は必要な点検や簡易な補修を行い維持に努めます。 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2017〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

留守城下歴史回廊 便所・駐車場    ▲26.39 ▲26.39 

益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋      

益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所      

益沢院跡（藤原氏関連史跡）収蔵庫      

豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋      

豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所      

五位塚公衆トイレ      

館山公園 四阿(六角)      

館山公園 四阿(四角)      

館山公園 展望台      

館山公園 二清院      

館山公園 便所      

智福毘沙門公園 便所      

⻑者ケ原廃寺跡公衆便所      

白鳥舘遺跡公衆便所      

室の樹屋敷跡公園 東屋      

胆沢城跡歴史公園復元築地塀      

合計    ▲26.39 ▲26.39 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

史跡附属施設については、歴史を学び、後世まで保存し、活用すべき重要な施設、来訪者の

利便性を図るために必要な施設であるが、今後、経年劣化及び施設の耐用年数が超過し、大規

模な改修が必要となることが見込まれることから、必要な修繕や点検等の維持管理を継続しま

す。ただし、大規模な改修が必要な状態に至った場合は、利用状況等を勘案し、場合によって

は廃止します。また、地元への無償譲渡等も協議していきます。 

 

イ 更新・修繕の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮

して算出 
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維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を

算出 

 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 留守城下歴史回廊便所・駐車場 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 （解体撤去） 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

改修が必要な場合は、大規模改修は行わず、安全の確保のみ行います。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

便所機能に著しい支障が生じ改修が必要な場合は、大規模改修は行わず、廃止と

します。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）収蔵庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持または譲渡 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。収蔵物を確認

し、地区への譲渡も検討します。損傷等により保管機能に著しい支障が生じ、改

修が必要な場合、大規模改修は行わず、廃止とします。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

改修が必要な場合は、大規模改修は行わず、安全の確保のみ行います。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により便

所機能に著しい支障が生じ改修が必要な場合は、大規模修繕は行わず、廃止とし

ます。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 五位塚公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持または譲渡 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

歴史的、観光的需要の少ないトイレや休憩所には、下記の基本方針を当ては

め、地元自治会や地元団体に無償譲渡または貸付（市費負担無し）を行います。

協議が不調の場合は、必要な点検や簡易な補修を行い維持します。損傷等により

便所機能に著しい支障が生じ、改修が必要な場合は廃止します。 

【公衆トイレの存廃方針】次のいずれかに該当するものを廃止する。①１日当た

り水６リットルの使用に達しない（一般家庭１回当たりの水量６リットル） ②

近辺に公共施設がある ③老朽化しても改修の要望がない 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 四阿(六角) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

改修が必要な場合は、大規模改修は行わず、安全の確保のみ行います。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 四阿(四角) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

改修が必要な場合は、大規模改修は行わず、安全の確保のみ行います。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 展望台 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

改修が必要な場合は、大規模改修は行わず、安全の確保のみ行います。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 二清院 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。また、地元自

治会や地元団体との協議により、今後の維持管理について検討します。損傷等に

より改修が必要な場合は、大規模修繕は行わず、廃止とします。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

便所機能に著しい支障が生じ改修が必要な場合は、改修します。(規模縮小も検

討する) 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 智福毘沙門公園 便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

便所機能に著しい支障が生じ改修が必要な場合は、大規模修繕は行わず、廃止と

します。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 ⻑者ケ原廃寺跡公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

便所機能に著しい支障が生じ改修が必要な場合は、改修します。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 白鳥舘遺跡公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

便所機能に著しい支障が生じ改修が必要な場合は、改修します。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 室の樹屋敷跡公園 東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。損傷等により

改修が必要な場合は、大規模改修は行わず、安全の確保のみ行います。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 胆沢城跡歴史公園 復元築地塀 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 − − − − 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

必要な点検や簡易な補修を行い、計画期間中は維持に努めます。また、設置後 5

年毎に屋根の塗装塗り直しを実施します。 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

留守城下歴史回廊便

所・駐車場 

廃止 0 0 0 0 0 

維持 12 20 20 0 52 

益沢院跡（藤原氏関

連史跡）東屋 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 40 28 132 

益沢院跡（藤原氏関

連史跡）便所 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 40 28 132 
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益沢院跡（藤原氏関

連史跡）収蔵庫 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 40 40 144 

豊田館跡（藤原氏関

連史跡）東屋 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 40 28 132 

豊田館跡（藤原氏関

連史跡）便所 

更新 0 0 0 0 0 

維持 42 70 70 70 252 

五位塚公衆トイレ 更新 0 0 0 0 0 

維持 132 220 220 220 792 

館山公園 四阿(六

角) 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 40 12 116 

館山公園 四阿(四

角) 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 40 12 116 

館山公園 展望台 更新 0 0 0 0 0 

維持 36 60 60 18 174 

館山公園 二清院 更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 40 12 116 

館山公園 便所 更新 0 0 0 0 0 

維持 18 30 6,762 30 6,840 

智福毘沙門公園 便

所 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 40 28 0 92 

⻑者ケ原廃寺跡公衆

便所 

更新 0 0 0 0 0 

維持 6 946 10 1,726 2,688 

白鳥舘遺跡公衆便所 更新 0 0 0 0 0 

維持 6 946 10 1,726 2,688 

室 の 樹 屋 敷 跡 公 園 

東屋 

更新 0 0 0 0 0 

維持 24 10 24 0 58 

胆 沢 城 跡 歴 史 公 園 

復元築地塀 

更新 0 0 0 0 0 

維持 0 144 864 7344 8,352 

合計 
更新 0 0 0 0 0 

維持 468 2,766 8,348 11,294 22,876 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

史跡附属施設の大部分は、地元の個人及び団体等に、清掃等について業務委託をしておりま

す。管理・運営については、指定管理者制度にそぐわないことから、直営で管理し、従来どお

り清掃等の業務委託をしてまいりますが、業務内容の検証、見直しを行い、適正かつ効率的な

管理・運営に努めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 
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支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費用で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各 10

年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 留守城下歴史回廊 便所・駐車場 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 廃止 

建物管理 直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

解体撤去 

管理運営の具

体策 

必要な点検や簡易な修繕を行い、適切な管理に努めます。 

 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

必要な点検や簡易な修繕を行い、適切な管理に努めます。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡（藤原氏関連史跡）便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

管理運営の具

体策 

清掃は地区⺠に委託し、衛生的管理に努めます。建物の必要な点検や簡易な修繕

を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 益沢院跡 収蔵庫 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持または譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営(鍵の保管・開

閉・案内は⺠間委託) 

直営(鍵の保管・開

閉・案内は⺠間委託) 

直営(鍵の保管・開

閉・案内は⺠間委託) 

直営(鍵の保管・開

閉・案内は⺠間委託) 

管理運営の具

体策 

必要な点検や修繕により維持に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 豊田館跡（藤原氏関連史跡）東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

必要な点検や簡易な修繕を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 豊田館跡（藤原氏関連史跡）便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営 

管理運営の具

体策 

清掃は地区⺠に委託し、衛生的管理に努めます。建物の必要な点検や簡易な修繕

を行い、適切な管理に努めます。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 五位塚公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持または譲渡 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 

管理運営の具

体策 

将来的に、建物等を地元自治会や団体等に無償譲渡し、サービス及び建物の管理

を⺠営とする。協議が不調の場合は建物の必要な点検や簡易な修繕を行い、適切

な管理に努めます。改修が必要な場合は解体します。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 四阿(六角) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

必要な点検や簡易な修繕を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 四阿(四角) 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

必要な点検や簡易な修繕を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 展望台 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

必要な点検や簡易な修繕を行い、適切な管理に努めます。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 二清院 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 

(公開は⺠間委託) 

直営 

(公開は⺠間委託) 

直営 

(公開は⺠間委託) 

直営 

(公開は⺠間委託) 

管理運営の具

体策 

地元自治会及び顕彰会と維持管理について検討するとともに、必要な点検や修繕

により維持に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 館山公園 便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

直営 

(清掃は⺠間委託) 

管理運営の具

体策 

清掃は地区⺠に委託し、衛生的管理に努めます。建物の必要な点検や簡易な修繕

を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 智福毘沙門公園 便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営(清掃は⺠営) 直営(清掃は⺠営) 直営(清掃は⺠営) 直営(清掃は⺠営) 

管理運営の具

体策 

清掃は地区⺠が実施し、衛生的管理を行います。建物の必要な点検や簡易な修繕

を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 ⻑者ケ原廃寺跡公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 

管理運営の具

体策 

清掃は地区⺠に委託し、衛生的管理に努めます。建物の必要な点検や簡易な修繕

を行い、適切な管理に努めます。 
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分類名 史跡附属施設 施設名 白鳥舘遺跡公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 直営(清掃委託) 

管理運営の具

体策 

清掃は地区⺠に委託し、衛生的管理に努めます。建物の必要な点検や簡易な修繕

を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 室の樹屋敷跡 東屋 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

必要な点検や簡易な修繕を行い、適切な管理に努めます。 

 

分類名 史跡附属施設 施設名 胆沢城跡歴史公園 復元築地塀 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

必要な点検や修繕により維持に努めます。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

留守城下歴史回廊 便

所・駐車場 

0 31,500 31,500 0 28,350 28,350 0 59,850 59,850 

益沢院跡（藤原氏関連

史跡）東屋 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

益沢院跡（藤原氏関連

史跡）便所 

0 980 980 0 980 980 0 1,960 1,960 
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益沢院跡（藤原氏関連

史跡）収蔵庫 

0 720 720 0 900 900 0 1,620 1,620 

豊田館跡（藤原氏関連

史跡）東屋 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

豊田館跡（藤原氏関連

史跡）便所 

0 2,700 2,700 0 2,700 2,700 0 5,400 5,400 

五位塚公衆トイレ 0 1,760 1,760 0 2,200 2,200 0 3,960 3,960 

館 山 公 園  四 阿 ( 六

角) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

館 山 公 園  四 阿 ( 四

角) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

館山公園 展望台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

館山公園 二清院 0 843 843 0 1,054 1,054 0 1,897 1,897 

館山公園 便所 0 4,569 4,569 0 5,712 5,712 0 10,281 10,281 

智福毘沙門公園 便

所 

0 920 920 0 920 920 0 1,840 1,840 

⻑者ケ原廃寺跡公衆

便所 

0 3,980 3,980 0 3,980 3,980 0 7,960 7,960 

白鳥舘遺跡公衆便所 0 6,520 6,520 0 6,520 6,520 0 13,040 13,040 

室 の 樹 屋 敷 跡 公 園 

東屋 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

胆沢城跡歴史公園 復

元築地塀 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 0 54,492 54,492 0 53,316 53,316 0 107,808 107,808 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

541.87 ㎡ 515.48 ㎡ ▲26.39 ㎡【▲4.8％】 

主な要因 

〇譲渡、解体撤去による減  ▲26.39 ㎡ 

〇増築による増  0 ㎡ 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

304,073 千円 22,876 千円 ▲281,197 千円【▲92.4％】 

主な要因 

〇平準化、更新、解体撤去による費用の減  ▲281,197 千円 

〇老朽化による維持費用の増  0 千円 

〇新築、解体撤去、耐震化による付帯費用の増  0 千円 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

114,160 千円 107,808 千円 ▲6,352 千円【▲5.5％】 

主な要因 

〇供給量の適正化（廃止／解体撤去等）  ▲6,352 千円 

 

 



 

 

 

 

 

 

公衆便所の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 

 



はじめに 

 

〇 公衆便所の現状 

本個別施設計画に記載する公衆便所は、市⺠が集合する施設の利⽤の便を⾼めるため、付属する設備

として隣接させ、主たる施設と共に管理・運営してきたものをいいます。 

⼀般的に、市⺠が時間的な制限なく、⾃由に利⽤できるよう整備してきましたが、近年、その需要が

低下している状況にあります。 

需要の低下の理由は、人口減少に伴う主たる施設の利⽤者の減少のほか、近隣へのコンビニエンスス

トアの進出など、公衆便所の強い必要性が乏しくなってきたことが考えられます。 

 

 

〇 課題 

老朽化した現状の施設の改良保全等を行いながら、今後もすべての施設を維持することは財政的に

困難です。 

基本的には、公共施設等総合管理の取組みの中で、主たる施設の利⽤状況などを勘案し、存廃を見極

め、安全性と衛生面に配慮しながら最低限の維持に努めていく必要があります。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成 29 年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活⽤しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の⻑寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、公衆便所に係る個別施設ごと

の具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ⻑寿命化計画」の行動計画（インフラ⻑寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの⻑寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2056 年度（令和 38 年度）までの 36 年間と

します。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「その他」−中分類「公衆便所」と

します。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和３年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

 施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐⽤年数 

（年） 

陸中折居駅公衆便所 H14 16.72 8,409 15 22 

めがね橋さわやかトイレ（⻑光寺） H７ 16.97 10,061 22 22 

瀬原公衆トイレ H５ 18.21 11,441 24 22 

古⼾公衆トイレ H６ 42.77 不明 23 22 

⼀首坂トイレ及び交流館 H22 39.33 不明 7 22 

水沢江刺駅さわやかトイレ H８ 34.99 不明 21 22 

大沢沼さわやかトイレ H８ 28.97 不明 21 22 

胆沢農村広場公衆トイレ S59 9.36 不明 33 34 

達者の里公園公衆トイレ H８ 23.52 6,824 21 47 

合計 361.48  

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりで

す。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費⽤を除いています。 

 施設名 H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 
H26→Ｈ28 

増減率（％） 

陸中折居駅公衆便所 229 231 193 84.27 

めがね橋さわやかトイレ 238 237 224 94.11 

瀬原公衆トイレ 197 163 193 97.96 

古⼾公衆トイレ 205 189 253 123.41 

⼀首坂トイレ及び交流館 − − − − 

水沢江刺駅さわやかトイレ 949 930 957 100.84 

大沢沼さわやかトイレ 784 599 572 72.95 

胆沢農村広場公衆トイレ 14 14 20 142.85 

達者の里公園公衆トイレ 454 461 468 103.08 

合計 3,070 2,824 2,880 93.81 
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(3) 設置の経緯 

 施設名 設置の経緯 

陸中折居駅公衆便所 陸中折居駅の構内に合ったトイレを屋外へ移動・水洗化 

めがね橋さわやかトイレ ⻑光寺参拝客や大町商店街買い物客の利便のため 

瀬原公衆トイレ 消防屯所や瀬原郵便局利⽤者の利便のため 

古⼾公衆トイレ 衣川小中学校側と衣川地区センター側それぞれに建設。学校の校

庭や繁華街利⽤者の利便のため 

⼀首坂トイレ及び交流館 周辺エリアの観光客などの利便のため 

水沢江刺駅さわやかトイレ 水沢江刺駅利⽤者の利便のため 

大沢沼さわやかトイレ 大沢沼釣公苑の併設トイレとして建設。平成 27 年度に釣公苑は

閉鎖した。 

胆沢農村広場公衆トイレ 胆沢総合体育館、陸上競技場、野球場利⽤者の利便のため 

達者の里公園公衆トイレ 悠悠館やまごころ病院が併設する敷地内にある公園の利⽤者が使

⽤ 

 

(4) 更新・修繕に係る費⽤の見通し 

   平成 26 年度から３年間の修繕費⽤の実績（更新・対規模改修に係る費⽤を除く）より推計した

令和３年度以後 36 年間の修繕費⽤の見通しと、総合管理計画における平成 29 年度以後 40 年間の

建替え・大規模改修費⽤の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費⽤は、総務省が公開し

ている「公共施設更新費⽤試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26〜Ｈ28 実績平均

値×36 年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費⽤（Ｂ） 

計画期間中の費⽤ 

（Ａ+Ｂ） 

陸中折居駅公衆便所 0 6,186 6,186 

めがね橋さわやかトイレ 0 6,278 6,278 

瀬原公衆トイレ 0 6,237 6,237 

古⼾公衆トイレ 0 15,824 15,824 

⼀首坂トイレ及び交流館 0 14,552 14,552 

水沢江刺駅さわやかトイレ 0 12,946 12,946 

大沢沼さわやかトイレ 0 10,718 10,718 

胆沢農村広場公衆トイレ 0 3,463 3,463 

達者の里公園公衆トイレ 0 8,702 8,702 

小計 0 84,906 84,906 
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(5) 管理・運営に係る費⽤の見通し 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営費⽤の実績（施設の修繕等に係る費⽤を除く）より推計し

た令和３年度以後 36 年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26〜H28 実績合計 左記実績負担額

の平均値×36 年 歳入 歳出 実質負担額 

陸中折居駅公衆便所 0 653 653 7,835 

めがね橋さわやかトイレ 0 699 699 8,388 

瀬原公衆トイレ 0 553 553 6,635 

古⼾公衆トイレ 0 647 647 7,763 

⼀首坂トイレ及び交流館 0 − − − 

水沢江刺駅さわやかトイレ 0 1,702 1,702 20,423 

大沢沼さわやかトイレ 0 2,429 2,429 29,147 

胆沢農村広場公衆トイレ 0 48 48 576 

達者の里公園公衆トイレ 0 1,383 1,383 16,596 

小計 0 8,114 8,114 97,363 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利⽤

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

ア 供給量の適正化の基本方針 

 供給量の適正化の基本方針 

●今後 36 年間ですべての施設が耐⽤年数を超過し、大規模改修や廃止を迫られることとなり

ます。公衆便所の多くは、市⺠や観光客が集合する主たる施設に隣接し、その機能を果たして

きました。 

●主たる施設の利⽤実態に鑑みたとき、公衆便所は主たる施設の需要の変化に合わせ、その存

廃や維持方針を見極める必要があります。基本的には安全性や衛生面に考慮し、必要な点検や

補修を行い、最低限の維持に努めることとします。したがいまして、計画期間中の更新は行わ

ず、利⽤が見込まれないものは使⽤不能において廃止します。 

 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利⽤者の負担割合、住⺠の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利⽤状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、⺠間⼿法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が⾼く利⽤者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、⺠間⼿法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、⻑寿命化

工事を検討 

必要性及び利⽤率が⾼い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や⻑寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利⽤率が⾼い施設で、利⽤環境や利便性が低い場合、利⽤

者層の分析によりバリアフリー工事等で利⽤率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利⽤状況及び費⽤対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費⽤対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利⽤率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

⺠間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利⽤状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住⺠の安全・安⼼の確保等、生活を営む上での必要性は⾼いか 

市の施策を推進する上での必要性は⾼いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利⽤実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利⽤者数等の見込みはどうか 

利⽤実態からみた利⽤圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
⺠間事業者のノウハウが活⽤できるか 

支出に対する利⽤料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利⽤圏域内に⺠間⼜は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他⾃治体との広域的な連携が可能か 

⺠間施設等を利⽤した利⽤補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設⽤地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利⽤団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利⽤状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、⼀部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 ⻑寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利⽤します。 

⽤途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、⽤途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を⺠間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

オ 評価結果 

 施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

陸中折居駅公衆便所 存続 存続 継続 維持 

めがね橋さわやかトイレ 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去 

瀬原公衆トイレ 存続 廃止・処分 廃止 解体撤去 

古⼾公衆トイレ 存続 施設機能強化 継続 大規模改修 

⼀首坂トイレ及び交流館 存続 存続 継続 維持 

水沢江刺駅さわやかトイレ 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去 

大沢沼さわやかトイレ 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去 

胆沢農村広場公衆トイレ 廃止・処分 廃止・処分 廃止 解体撤去 

達者の里公園公衆トイレ 存続 存続 継続 維持 

 

 

 

 



- 9 - 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」⼜は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期各 10 年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 公衆便所 施設名 陸中折居駅公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や修繕により施設を維持します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 めがね橋さわやかトイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 廃止 ― 

建物等 維持 維持 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 16.97 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

使⽤目標年数に達する令和 27 年をもって廃止します。この間、必要な点検や修

繕により施設を維持します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 瀬原公衆トイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 廃止 ― 

建物等 維持 維持 解体撤去 ― 

延床面積増減 減（㎡） 18.21 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

使⽤目標年数に達する令和 25 年をもって廃止します。この間、必要な点検や修

繕により施設を維持します。なお、廃止の時期を見込み、隣接する簡易郵便局と

消防屯所の継続性を計り、建替えを検討します。 
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分類名 公衆便所 施設名 古⼾公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 大規模改修 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

衣川小中学校側と衣川地区センター側それぞれに設置したトイレ。いずれも漏水

が著しく、学校の校庭や地区センター側利⽤者の利便のため令和３年度に漏水解

消工事を行います。漏水の解消が図られない場合は、学校側は移設・建替え、住

⺠側は廃止します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 ⼀首坂トイレ及び交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や修繕により施設を維持します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 水沢江刺駅さわやかトイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 解体撤去 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 34.99 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本施設の老朽が進んだこと、また水沢江刺駅構内にトイレがあることから、改良

保全の時期となる令和４年を目安に廃止します。 
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分類名 公衆便所 施設名 大沢沼さわやかトイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 解体撤去 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 28.97 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

本施設の老朽が進んだこと、また大沢沼釣公苑に併設するトイレとして開設さ

れ、本来の目的を失ったことから、改良保全の時期となる令和４年を目安に廃止

し、借地である⽤地は返却します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 胆沢農村広場公衆トイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 廃止 ― ― ― 

建物等 解体撤去 ― ― ― 

延床面積増減 減（㎡） 9.36 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

改良保全を実施する目安となる時期が近く、また利⽤頻度の低さに加えて、安全

性及び衛生面の問題が考えられるため、令和８年度までを目安に廃止します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 達者の里公園公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

計画期間中は、必要な点検や修繕により施設を維持します。 
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 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2021〜 2027〜 2037〜 2047〜 合計 

陸中折居駅公衆便所      

めがね橋さわやかトイレ   ▲16.97  ▲16.97 

瀬原公衆トイレ   ▲18.21  ▲18.21 

古⼾公衆トイレ      

⼀首坂トイレ及び交流館      

水沢江刺駅さわやかトイレ ▲34.99    ▲34.99 

大沢沼さわやかトイレ ▲28.97    ▲28.97 

胆沢農村広場公衆トイレ ▲9.36    ▲9.36 

達者の里公園公衆トイレ      

小計 ▲73.32  ▲35.18  ▲108.50 
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４ 既存施設等の有効活⽤（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活⽤の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活⽤については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利⽤実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活⽤（更新・維持）の基本方針 

 既存施設等の有効活⽤（更新・維持）基本方針 

●給排水設備や屋根、外壁の定期的な点検と予防保全に努めます。 

●サービスを継続し、機能を維持する施設については、安全性と公衆面に十分な配慮を行い、

特にも給排水設備の不良へは大規模改修などにより機能の強化を図っていきます。 

 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適⽤ 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

⻑寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使⽤目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費⽤の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費⽤は、次の方法で算出しました。 

  

区分 内容 

更新 市が統⼀的に⽤いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費⽤等も考慮

して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の⽤途別に部位ご

との構成比率等を設定し、予防・補修に係る費⽤を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費⽤を

算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利⽤者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

(2) 既存施設等の有効活⽤のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の⻑寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 公衆便所 施設名 陸中折居駅公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― − ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使⽤目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使⽤目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕、外壁修繕、給排水設備修繕に留めます。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 めがね橋さわやかトイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― 解体撤去 ― 

維持内容 維持 維持 ― ― 

更新・維持の

具体策 

廃止する令和 27 年までは保全に努めて施設を維持します。なお、施設の維持

は、屋根修繕、外壁修繕、給排水設備修繕に留めます。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 瀬原公衆トイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― 解体撤去 ― 

維持内容 維持 維持 ― ― 

更新・維持の

具体策 

廃止する令和 25 年までは保全に努めて施設を維持します。なお、施設の維持

は、屋根修繕、外壁修繕、給排水設備修繕に留めます。 
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分類名 公衆便所 施設名 古⼾公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 大規模改修 ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

令和３年度に漏水解消工事を実施し、以後の計画期間内は保全に努めて施設を維

持します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 ⼀首坂トイレ及び交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使⽤目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使⽤目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕、外壁修繕、給排水設備修繕に留めます。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 達者の里公園公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 維持 維持 維持 維持 

更新・維持の

具体策 

『使⽤目標年数の基本的な考え方と建物の保全について』に定める使⽤目標年数

までは保全に努めて施設を維持し、計画期間中は大規模改修や更新は行いませ

ん。なお、施設の維持は、屋根修繕、外壁修繕、給排水設備修繕に留めます。 
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(3) 更新・維持に係る費⽤の概算 

次に示す実施時期や費⽤は、今後の既存施設等の有効活⽤に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費⽤（千円） 

2021(R3)〜 

2026(R8) 

2027(R9)〜 

2036(R18) 

2037(R19)〜 

2046(R28) 

2047(R29)〜

2056(R38) 
合計 

陸中折居駅公衆便所 更新 0 0 0 0 0 

維持 1,302 2,170 2,170 2,170 7,812 

めがね橋さわやかト

イレ 

更新 0 0 0 − 0 

維持 101 169 169 − 439 

瀬原公衆トイレ 更新 0 0 0 − 0 

維持 109 180 180 − 469 

古⼾公衆トイレ 更新 5,560 0 0 0 5,560 

維持 256 427 427 427 1,537 

⼀首坂トイレ及び交

流館 

更新 0 0 0 0 0 

維持 1,266 2,110 2,110 2,110 7,596 

達者の里公園公衆ト

イレ 

更新 0 0 0 0 0 

維持 141 235 235 235 846 

小計 
更新 5,560 0 0 0 5,560 

維持 3,175 5,291 5,291 5,291 19,047 

合計 8,735 5,291 5,291 5,291 24,607 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と⼀元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ⼿法を

⽤いた⺠間活⼒の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活⽤（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活⽤のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇直営により施設を管理していきます。 

〇使⽤目標年数に達し廃止した施設は、計画的な解体撤去を行い、売却を前提とした土地の資

産活⽤を進めます。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

⺠間委託 サービスの提供を⺠間に委託します。 

⺠営 サービスの提供を⺠営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

⺠間委託 建物等の管理を⺠間に委託します。 

⺠営 建物等の管理を⺠営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費⽤の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費⽤

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費⽤分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に⼀定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を⺠間⼜は団体に委託した場合の費⽤で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を⺠間⼜は団体に委託した場合の費⽤で、過去 3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費⽤で、過去 3 年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費⽤で、過去 3 年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費⽤で、過去３年間の平均値に⼀定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費⽤で、延床面積に⼀定の単価及び割合を乗じて算出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期に分けて次の

とおり検討しました。 

 

分類名 公衆便所 施設名 陸中折居駅公衆便所 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

陸中折居駅利⽤者の利便に供するため、計画期間においては引き続き市が管理・

運営します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 めがね橋さわやかトイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 廃止 ― 

建物管理 直営 直営 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

⻑光寺参拝客や大町商店街買い物客の利便に供するため、廃止までの間は市が管

理・運営します。 



- 19 - 

 

分類名 公衆便所 施設名 瀬原公衆トイレ 

総合評価 サービス 廃止 建物等 解体撤去 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 廃止 ― 

建物管理 直営 直営 解体撤去 ― 

管理運営の具

体策 

⻑消防屯所や瀬原郵便局利⽤者の利便に供するため、廃止までの間は市が管理・

運営します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 古⼾公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

地域住⺠の利便に供するため、計画期間においては引き続き市が管理・運営しま

す。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 ⼀首坂トイレ及び交流館 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

周辺エリアの観光客の利便に供するため、計画期間においては地域住⺠の協⼒を

得て市が管理・運営します。 

 

 

分類名 公衆便所 施設名 達者の里公園公衆トイレ 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R３）〜 2027（Ｒ９）〜 2037（Ｒ19）〜 2047（Ｒ29）〜 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

達者の里公園の利⽤者の利便に供するため、計画期間においては引き続き市が管

理・運営します。 
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 (3) 管理・運営に係る費⽤の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)〜2036(R18) 2037(Ｒ19)〜2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

陸中折居駅公衆便

所 
0 3,482 3,482 0 4,353 4,353 0 7,835 7,835 

めがね橋さわやか

トイレ 
0 3,728 3,728 0 2,097 2,097 0 5,828 5,825 

瀬原公衆トイレ 0 2,949 2,949 0 1,290 1,290 0 4,239 4,239 

古⼾公衆トイレ 0 3,450 3,450 0 4,313 4,313 0 7,763 7,763 

⼀首坂トイレ及び

交流館 
− − − − − − − − − 

達者の里公園公衆

トイレ 
0 7,402 7,402 0 9,220 9,220 0 16,622 16,622 

小計 0 21,011 21,011 0 21,273 21,273  42,284 42,284 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

361.48 ㎡ 252.98 ㎡ ▲108.5 ㎡【▲30.0％】 

主な要因 

〇施設廃止による減  108.50 ㎡ 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活⽤（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

84,906 千円 24,607 千円 ▲60,299 千円【▲71.0％】 

主な要因 

〇平準化、廃止による費⽤の減  60,299 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

97,363 千円 42,284 千円 ▲55,079 千円【▲55.5％】 

主な要因 

〇平準化、廃止による費⽤の減  55,079 千円 

 

 

 



 

 

 

その他の施設の個別計画（案） 

 

 

【対象施設】 

前沢駅東⻄交流通路 

水沢駅東駐車場 

江刺バスターミナル 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市 



 

 

 

 

 

 

前沢駅東西交流通路の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市都市整備部都市計画課 



はじめに 

１ 前沢駅東西交流通路の現状 

奥州市の前沢駅東西交流通路は、市町村合併前の旧前沢町時代の施設及びサービスを受け

継ぎ維持、管理している。 

この間、主に前沢駅に隣接する施設であることから、当該駅を利用する通勤・通学の利用

者に利用されている。また、ＪＲ東北本線により分断されている前沢中心市街地の往来に

必要な施設として、交通・交流の主要施設の一つとなっている。 

 

２ 今後の課題 

前沢駅東西交流通路は、前沢駅に併設する施設として平成18年に開設され、これまでＪＲ

東北本線前沢駅利用者のみならず、前沢中心市街地の交流のためのインフラとして広く利用

されており、市有資産の有効活用が図られている施設となっている。 

当該施設は、開設から10年以上が経過しており、照明施設の不点灯や昇降施設の不具合な

どの指摘を受けるケースが出始めてきていることから、多くの利用者に影響を与えないよう

に、迅速な対応と定期的な保守管理が課題となっている。 

また、多くの利用者が見込まれる施設であることから、当該施設の空間利用などにより施

設の維持管理が継続して行える方策の検討も課題となってくる。 
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１ 基本事項 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の長寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、前沢駅東西交流通路に係る個

別施設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ長寿命化計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021年度（令和3年度）から2056年度（令和38年度）までの36年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「交流通路」－中分類「交流通路」

とします。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

(1) 保有状況 

平成28年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。総合管理計画と比較を行うため、保有状況

は、総合管理計画と同じ平成28年度末時点としています。 

前沢駅東西交流通路 H18 450.61 374,845 13 38

450.61

経過年数（年）
法定耐用年

数（年）
施設名 整備年度

合計

延床面積

（㎡）

取得価格

（千円）

 

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成26年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

H26歳入 H27歳入 H28歳入

H26歳出 H27歳出 H28歳出

実質負担額 実質負担額 実質負担額

295 287 142

4,286 4,172 4,215

3,991 3,885 4,073

3,304 3,403 3,308

1,007 1,007 994

△ 2,297 △ 2,396 △ 2,314

0.7合計

前沢駅東西交流通路 Ａ 2.1

施設名
管理運営

方式

H26→H28増

減率（％）

 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ 民間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ 民間 市 歳入なし あり 
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Ｊ 民間 民間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ 民間 民間 使用に係る料金（民間） なし 

Ｌ 民間 民間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

   平成26年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

施設名
種別

（単位）
H26 H27 H28

H26→H28

増減率（％）

前沢駅 522 521 546 4.6

#DIV/0!

利用者数

（人）

 

 

 (4) 更新・修繕に係る費用の見通し改善 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和3年度以後36年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和3年度以後36年間の建替え・

大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開している

「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

H26～H28実績平均値

×36年（A)

建替え・大規模改修

費用（B)

計画期間中の費用

（A+B)

前沢駅東西交流通路 3,746 49,567 53,313

0

合計 3,746 49,567 53,313

更新・修繕費（千円）

分類

 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

平成29年度以後40年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

歳入① 歳出② 実質負担額②-①

前沢駅東西交流通路 724 12,673 11,949 143,388

－

合計 724 12,673 11,949 143,388

管理・運営費（千円）

H26～H28実績合計 左記実質負担額

の平均値×36年

分類
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人口、

住民ニーズ、市行財政等）を十分に検証した上で、再配置を行います。 

特定の地域の住民・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移行を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住民の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、民間手法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、民間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、長寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や長寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

民間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住民の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 
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効率性 
民間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

民間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 長寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

サービス 建物等

前沢駅東西交流通路 存続 存続 継続 維持

施設名 １次評価 ２次評価
総合評価

 

 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」又は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 交流通路 施設名 前沢駅東西交流通路 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 大規模改修 維持 

延床面積増減 減（㎡）  増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

今後も駅の付帯施設として維持し、施設空間の活用も含めた民間事業者の参入

も検討する。法廷耐用年数38年目を迎える令和20年度を目安に大規模改修を行い

ます。 

 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

2017～ 2027～ 2037～ 2047～ 合計

水沢駅東駐車場 0.00

合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

延床面積の増減（㎡）
施設名
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後36年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、前沢駅東西交流通路は耐用年数（築38年）を迎える令和20年度を目安に大規模改修を行う

こととする。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

長寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮して

算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ごとの

構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を算出 

 

 



- 9 - 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 交流通路 施設名 前沢駅東西交流通路 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 ― ― 大規模改修 ― 

更新・維持の

具体策 

当面は民間貸付によりサービスの供給を当面継続します。機器類の更新・修繕等

についても民間事業者により行います。 

 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

2021（R3）～

2026（R08）

2027（R09）～

2036（R18）

2037（R19）～

2046（R28）

2047（R29）～

2056（R38)
合計

更新 0 0 90,122 0 90,122

維持 624 1,041 1,041 1,041 3,747

合計 624 1,041 91,163 1,041 93,869

施設名
更新・維

持の別

更新・維持費用（千円）

前沢駅東西交流通路
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた民間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

管理・運営の基本方針 

〇前沢駅の付帯施設としての交通インフラだけでなく、前沢中心市街地の交流のためのイン

フラとして、真に有益な管理・運営が行われるよう当面の間、直営による管理・運営を行い

ます。 

 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

民間委託 サービスの提供を民間に委託します。 

民営 サービスの提供を民営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

民間委託 建物等の管理を民間に委託します。 

民営 建物等の管理を民営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 
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区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各20年

間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 交流通路 施設名 前沢駅東西交流通路 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営 直営 直営 直営 

建物管理 直営 直営 直営 直営 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を行います。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

収入 支出
実質

負担額
収入 支出

実質

負担額
収入 支出

実質

負担額

前沢駅東西交流通路 3,861 67,589 63,728 4,826 84,486 79,660 8,687 152,075 143,388

合計 3,861 67,589 63,728 4,826 84,486 79,660 8,687 152,075 143,388

管理・運営費（千円）

2021（R3）～2036（R18） 2037（R19）～2056（R38） 合計
施設名
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

451 ㎡ 451 ㎡ 0 

主な要因 

 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

53,313 千円 93,869 千円 40,556 千円【76.0％】 

主な要因 

〇更新による費用の増  40,556 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

143,388 千円 143,388 千円 0 

主な要因 

〇 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

水沢駅東駐車場の個別施設計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市都市整備部都市計画課 



はじめに 

１ 水沢駅東駐車場の現状 

水沢駅東駐車場は、水沢駅東口にある市営駐車場であり、旧水沢市時代の施設及びサービ

スを引き継ぎ、面積925㎡の普通自動車用の駐車場として、現在まで直営にて維持・管理を

行っており、主に、水沢駅から通勤・通学する方々に利用されている。 

しかし、近年、利用者数の減少や機器の老朽化等から、今後の方向性を検討する必要性が

生じたことから、平成 31 年４月に「駐車場用地の有効活用に関するサウンディング型市場

調査」を実施。当該用地の更なる有効活用策について広く提案を募集したところ、「民間事

業者による駐車場運営」が有効であるとの提案があった。 

このことから、本市は令和２年４月から、当該用地を民間事業者による駐車場運営を目指

すこととなった。 

 

 

２ 今後の課題 

水沢駅東駐車場は、これまで、市が直接管理運営することにより、有効活用を図ってきた

が、開設当時に設定した料金設定について、社会情勢や利用者動向の変化に対応できていな

いこともあり、現在の利用率は２割程度にとどまっており、市有資産として有効活用されて

いるとは言い難い状況であった。 

また、精算機等機器の老朽化が著しく、利用者への影響も懸念されていたことも、大きな

課題となっていた。 

令和２年度より民間事業者による駐車場運営が行われることにより、駐車場精算機器の改

修と用地の有効活用の課題解決が図られるものと期待するところであり、更に賃貸借契約に

よる安定的な財源確保も図られることとなる。 

また、市民の共有財産である当該用地が、今後さらに有効活用が図られることを目的に、

民間事業者による駐車場運営がおこなわれ、周辺商店街との連携やキャッシュレス決済など

の利用者サービスの充実を予定していることから、市として実施状況の確認や利用状況の把

握を行いながら、持続した有効活用が図られるよう民間事業者との連携に努める必要がある。 
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１ 基本事項 

(1) 計画の目的と位置づけ 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、

公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保

全による施設の長寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、水沢駅東駐車場に係る個別施

設ごとの具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ長寿命化計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけるもので

す。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021年度（令和3年度）から2056年度（令和38年度）までの36年間とします。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへのニ

ーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における公共施設の大分類「その他」－中分類「その他」とし

ます。 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

(1) 保有状況 

令和2年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

水沢駅東駐車場 S59 925 － 36 5

925.00

経過年数（年）
法定耐用年

数（年）
施設名 整備年度

合計

延床面積

（㎡）

取得価格

（千円）

 

(2) 管理・運営の状況 

   平成26年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおりです。

なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

H26歳入 H27歳入 H28歳入

H26歳出 H27歳出 H28歳出

実質負担額 実質負担額 実質負担額

3,304 3,403 3,308

1,007 1,007 994

△ 2,297 △ 2,396 △ 2,314

3,304 3,403 3,308

1,007 1,007 994

△ 2,297 △ 2,396 △ 2,314

水沢駅東駐車場 Ｊ 0.7

施設名
管理運営

方式

H26→H28増

減率（％）

0.7合計

 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 

Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ 民間 市 行政財産使用料（市） なし 
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Ｉ 民間 市 歳入なし あり 

Ｊ 民間 民間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ 民間 民間 使用に係る料金（民間） なし 

Ｌ 民間 民間 歳入なし なし 

 

 

(3) 利用状況 

   平成26年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

施設名
種別

（単位）
H26 H27 H28

H26→H28

増減率（％）

水沢駅東駐車場 6,945 7,148 6,861 -1.2

#DIV/0!

利用台数

（台）

 

 

 (4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計した令

和3年度以後36年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和3年度以後36年間の建替え・

大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が公開している

「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

H26～H28実績平均値

×36年（A)

建替え・大規模改修

費用（B)

計画期間中の費用

（A+B)

水沢駅東駐車場 11 0 11

0

合計 11 0 11

更新・修繕費（千円）

分類

 

 

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計した

令和3年度以後36年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

歳入① 歳出② 実質負担額②-①

水沢駅東駐車場 10,015 2,954 △ 7,061 －

－

合計 10,015 2,954 △ 7,061 0

管理・運営費（千円）

H26～H28実績合計 左記実質負担額

の平均値×36年

分類
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３ 供給量の適正化に関する事項 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの考え

方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用

状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

 

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、それに伴い施設の集約化が必須となることが予想されるため、市を取り巻く状況（人口、

住民ニーズ、市行財政等）を十分に検証した上で、再配置を行います。 

特定の地域の住民・団体が主たる利用者の施設は、市の管理から切り離して無償貸与するな

どの手法により、その地域による管理運営への移行を進めます。また、利用状況等を勘案し、

場合によっては廃止します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住民の

負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・耐震性

（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強化」「サー

ビス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向性」

について分析して評価しました。 

     

 

 

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、民間手法等の導入

を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施設に

ついては、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、民間手法の導入を検討し、これまで以

上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提供に

係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、長寿命化

工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震補強

工事や長寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、利用

者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込まれるか

検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や複

合化による効率性の見

直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設の複

合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないように施

設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては廃

止し、建物の解体、処

分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設とし

て保有する必要性があるか検討する。 

民間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要性が

あるか検討する。 

 

ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の観点

を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、

「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

 区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住民の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
民間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 
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代替性 

利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか 

他自治体との広域的な連携が可能か 

民間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の借地

契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 

 

エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利用状

況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分について、計画

期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

 区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサービス

を追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統合

し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設につい

て、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 長寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築します。 

増築 新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築します。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 
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オ 評価結果 

サービス 建物等

水沢駅東駐車場 存続
存続または

廃止・処分

民間による継続

または廃止

民間による維持

または廃止・処分

施設名 １次評価 ２次評価
総合評価

 

 

 

 

(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスを「追加」「新規」又は「廃止」と評価した施設、また、建物等を

「大規模改修」「建替え」「新築」「増築」「譲渡」「解体撤去」と評価した施設については、施設の

適正化スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 公園施設 施設名 水沢駅東駐車場 

総合評価 サービス 継続または廃止 建物等 維持または 

廃止・処分 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 維持 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡）  増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

当面は民間貸付による駐車場として維持し、成果が得られない場合や事業を行

う民間が確保できない場合は売却の検討に着手します。 

 

 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

2017～ 2027～ 2037～ 2047～ 合計

水沢駅東駐車場 0.00

小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

延床面積の増減（㎡）
施設名
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状況や

利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び「３ 供給

量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の方法で検討を行

いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇今後40年間で全ての施設が耐用年数を超過し、大規模修繕若しくは廃止を迫られることとな

り、継続した行政サービスの提供が困難となる事から、民間事業者の専門的知識と経験を生か

した施設運営とします。 

 

イ 更新・維持の区分 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替え、

新築、増築 

長寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に伴う

建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機

械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に

係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更新・維

持に係る費用は、次の方法で算出しました。 

 区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考慮して

算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位ごとの

構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用を算出 
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エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、更

新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を検討しまし

た。 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化、財政負担の平準化を行うため、更新・

維持スケジュールを４期各10年間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 公園施設 施設名 水沢駅東駐車場 

総合評価 サービス 継続または廃止 建物等 維持または廃止・処分 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 更新内容 ― ― ― ― 

維持内容 民間運営 民間運営 民間運営 民間運営 

更新・維持の

具体策 

当面は民間貸付によりサービスの供給を当面継続します。機器類の更新・修繕等

についても民間事業者により行います。 

 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

2021（R3）～

2026（R08）

2027（R09）～

2036（R18）

2037（R19）～

2046（R28）

2047（R29）～

2056（R38)
合計

水沢駅東駐車場
維持または

廃止・処分
0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0

施設名
更新・維持

の別

更新・維持費用（千円）
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの構築

や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰＰ手法を

用いた民間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケ

ジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の「(2) 既存施設等の

有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

管理・運営の基本方針 

〇行政財産としての駐車場を廃止し、民間業者による駐車場運営としますが、今後制度の導

入結果を十分に検証し、真に有益な管理・運営が行われるよう見直しを行います。 

 

 

  イ 管理・運営の区分 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

民間委託 サービスの提供を民間に委託します。 

民営 サービスの提供を民営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

民間委託 建物等の管理を民間に委託します。 

民営 建物等の管理を民営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 

 

 

ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る費用

について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割合

を減じて算出 
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支出 施設管理委託料 施設の管理を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年間

の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去3

年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割合

を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算出 

 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを前期と後期各20年

間に分けて次のとおり検討しました。 

分類名 公園施設 施設名 水沢駅東駐車場 

総合評価 サービス 継続 建物等 維持 

スケジュール 2021（R3）～ 2027（R09）～ 2037（R19）～ 2047（R29）～ 

 サービス 直営→民間（R2～） 民間 民間 民間 

建物等 直営→民間（R2～） 民間 民間 民間 

管理運営の具

体策 

サービスの供給量を当面継続します。建物等は必要な修繕等により現状を維持

するための更新を行います。 

 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

収入 支出
実質

負担額
収入 支出

実質

負担額
収入 支出

実質

負担額

水沢駅東駐車場 21,542 0 -21,542 26,928 0 -26,928 48,470 0 -48,470

合計 21,542 0 -21,542 26,928 0 -26,928 48,470 0 -48,470

管理・運営費（千円）

2021（R3）～2036（R18） 2037（R19）～2056（R38） 合計
施設名
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

925 ㎡ 925 ㎡ 0 

主な要因 

 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

0 0 0 

主な要因 

 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

0 △48,470 千円 48,470【−】 

主な要因 

〇⺠間運営によるもの。 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

江刺ターミナルプラザ個別施設計画 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

奥州市総務企画部政策企画課 



はじめに 

〇 施設の設置目的と現状 

江刺ターミナルプラザは、江刺バスセンター及びイベント広場からなり、旧江刺市が平成12年

７月に運行を開始した市営バス（交通空白地市町村有償旅客運送）のターミナル機能と、一般市民

が利用できる多目的ホールなどを備えたコミュニティ施設機能を併せ持つ施設として、平成11年

度事業（平成12年３月完成）で整備したものです。 

施設の設置目的は「バス利用者の利便性確保及び快適な市民生活の実現」（江刺ターミナルプラ

ザ条例）であり、岩手県交通株式会社（以下「岩手県交通」という。）の営業所統廃合により統合

された旧江刺バスセンター跡地への整備は、設置目的を果たす上で必要不可欠なものでした。 

市営バス事業開始後は、市営バスの運行受託者であった早池峰バス株式会社（平成28年度末に

全事業を岩手県交通へ譲渡）へ施設の管理委託を行い、平成23年度から指定管理者制度を導入し、

同社（現在は岩手県交通）が指定管理者となっています。 

この間、市営バスの発着拠点、民間路線バスとの乗継拠点、乗車券や定期券等の販売窓口などバ

ス利用者の利便性向上に大きく寄与しているほか、多目的ホール及び会議室は、地元の自治会や

趣味団体等に活用されています。 

 

〇 課題 

令和２年２月に策定した第３次奥州市バス交通計画では、路線バスの乗継拠点を整備し、だれ

もが分かりやすい利用環境を整備していくこととしています。特にも鉄道駅がない江刺地域にと

っては、地域公共交通の要衝として重要な位置付けであることには変わりません。 

しかし、残念ながら路線バス利用者は、減少の一途をたどっています。市営バスを含む市のコミ

ュニティバスの利用者は、平成26年度の約12万５千人から令和元年度には約８万８千人と、５年

間でほぼ３割減少しています。自家用車の普及加え、少子高齢社会による人口減少の影響は大き

く、人口減少時代に合わせた変革が求められています。 

このような中にあって、江刺ターミナルプラザの管理については、ともすればバスターミナル

機能が最優先され、効率的な取組や利用者を自ら拡大していくような積極的な取組は重要視され

てきませんでした。人口減少時代の公共施設の在り方として、当面は現状を維持しつつ、類似目的

施設との統廃合や施設の複合化など効率的、合理的な考え方への転換が必要です。 

また、新たな利用者の開拓、バス事業であればバス利用による環境負荷への配慮や運転免許証

返納促進などと組み合わせ、新たな人の流れを作り出し、まちの活性化に寄与することが、バス事

業そのものにも良い影響が期待されます。 

これらの考え方に基づき、令和２年度から本施設の管理方法の見直しに着手しており、個別施

設計画策定に反映できない部分もあることから、今後の推移を見ながら必要に応じて再検討を行

います。 
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１ 基本事項 

 

(1) 計画の目的と位置付け 

本計画は、平成29年３月に策定した「奥州市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」

という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指してい

くため、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直し

や計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取り組み）を推進していくため、個別施設ご

との具体的な対応策を示すものです。 

   また、本計画は、国の「インフラ長寿命化計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管

理計画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置付け

るものです。 

 

(2) 計画期間 

本計画の計画期間は、2021年度（令和３年度）から2056年度（令和38年度）までの37年間とし

ます。 

なお、本計画は施設の将来についての対応方針を示すものであり、今後は提供するサービスへ

のニーズや施設を取り巻く環境の変化に応じて、適宜、見直しを図ってまいります。 

 

(3) 対象施設 

本計画の対象施設は、江刺ターミナルプラザとします。（総合管理計画における公共施設の大

分類「その他」－中分類「バスターミナル」） 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

 

(1) 保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は次のとおりです。 

  

施設名 
整備 

年度 

延床面積 

（㎡） 

取得価額 

（千円） 

経過年数 

（年） 

法定 

耐用年数 

（年） 

江刺ターミナルプラザ Ｈ11 568.71 160,740 20 34 

江刺ターミナルプラザ（自転車置場） Ｈ11 20.00 20 27 

江刺ターミナルプラザ（待合所） Ｈ11 5.00 20 34 

合計 593.71  

    

(2) 管理・運営の状況 

   平成 26 年度から３年間の管理・運営の方式と管理・運営費（単位：千円）は、次のとおり

です。なお、管理・運営費には、施設の更新・修繕に係る費用を除いています。 

  

施設名 
管理運

営方式 

H26 歳入 H27 歳入 Ｈ28 歳入 H26→Ｈ28 

増減率 

（％） 

H26 歳出 H27 歳出 Ｈ28 歳出 

実質負担額 実質負担額 実質負担額 

江刺ターミナルプラザ Ｅ 

0 0 0 

0.0 5,552 5,552 5,552 

5,552 5,552 5,552 

合計 

0 0 0 

 5,552 5,552 5,552 

5,552 5,552 5,552 

 

  【備考】管理・運営方式の説明 

 

管理運営方

式の分類 
サービスの提供 施設の管理 

使用料、利用料金または行政

財産使用料の別（歳入先） 

市からの

委託料 

Ａ 市 市 使用料（市） ― 

Ｂ 市 指定管理者 使用料（市） あり 

Ｃ 指定管理者 指定管理者 使用料（市） なし 

Ｄ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） なし 

Ｅ 指定管理者 指定管理者 利用料金（指定管理者） あり 

Ｆ 指定管理者 指定管理者 歳入なし なし 
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Ｇ 指定管理者 指定管理者 歳入なし あり 

Ｈ 民間 市 行政財産使用料（市） なし 

Ｉ 民間 市 歳入なし あり 

Ｊ 民間 民間 行政財産使用料（市） なし 

Ｋ 民間 民間 使用に係る料金（民間） なし 

Ｌ 民間 民間 歳入なし なし 

 

(3) 利用状況 

   平成 26 年度から３年間の利用状況は、次のとおりです。 

  

施設名 
種別 

（単位） 
Ｈ26 H27 Ｈ28 

H26→Ｈ28 

増減率（％） 

江刺ターミナルプラザ 利用者数 

（人） 

1,682 1,423 2,587 53.8 

 

 

(4) 更新・修繕に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の修繕費用の実績（更新・対規模改修に係る費用を除く）より推計し

た令和３年度以後36年間の修繕費用の見通しと、総合管理計画における令和３年度以後36年間

の建替え・大規模改修費用の見通しは次のとおりです。建替え・大規模改修費用は、総務省が

公開している「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。 

 

分類 

更新・修繕費（千円） 

Ｈ26～Ｈ28実績平均

値×36年（Ａ） 

建替え・大規模改修

費用（Ｂ） 

計画期間中の費用 

（Ａ+Ｂ） 

江刺ターミナルプラザ 10,044 332,478 342,522 

合計 10,044 332,478 342,522 

                    

(5) 管理・運営に係る費用の見通し 

   平成26年度から３年間の管理・運営費用の実績（施設の修繕等に係る費用を除く）より推計

した令和３年度以後36年間の管理・運営費の見通しは次のとおりです。 

 

分類 

管理・運営費（千円） 

H26～H28実績合計 左記実績負担額

の平均値×36年 歳入 歳出 実質負担額 

江刺ターミナルプラザ 0 16,656 16,656 199,872 

合計 0 16,656 16,656 199,872 
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３ 供給量の適正化に関する事項 

 

(1) 供給量の適正化の検討 

計画期間内の供給量の適正化については、総合管理計画による実施方針に基づく分類ごとの

考え方を基本としながら、施設の現状を把握し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要

性・利用状況（ソフト）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。 

    

ア 供給量の適正化の基本方針 

  

供給量の適正化の基本方針 

〇江刺ターミナルプラザは、江刺地域の公共交通のターミナル機能を果たしており、現状

の路線バス運行規模で代替可能施設はないため、運行が継続される間は建物の長寿命化を

図りながらバス事業との整合性を図っていくこととします。 

○本計画で見込む 36 年間には、技術革新による交通形態の大幅な変革を含め、社会情勢

の変化で路線バス事業が縮小、廃止されることも考えられます。運行規模が縮小されれば

現状の施設は必要なくなるため、他の公共施設との統廃合を検討します。 

〇令和３年度から老朽化した江刺観光物産センターの機能を本施設へ移転し、複合化を進

めます。所管部署を超えて連携し、交通と観光・物産が融合することの相乗効果の拡大を

図りつつ、公共施設の縮減を実現します。 

 

イ １次評価 

１次評価は、施設担当課が耐震状況、老朽化状況、バリアフリー、利用者の負担割合、住

民の負担額、稼働状況の指標から施設の現状をフローチャートにより把握し、施設の性能・

耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸により、「存続」「施設機能強

化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

また、「施設や事業の必要性」「施設の有効性」「施設の管理・運営の効率性」「今後の方向

性」について分析して評価しました。 
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 区分 検討内容 

存続： 

現状維持したうえ

で、民間手法等の導

入を検討 

施設の機能が十分発揮されており、必要性が高く利用者の多い施

設については、引き続き公共施設としての保有を検討する。 

施設の管理見直しについては、民間手法の導入を検討し、これま

で以上のサービス内容の質の向上を検討する。 

ライフサイクルコスト、ランニングコストについて、サービス提

供に係るコストの最適化を検討する。 

施設機能強化： 

耐震補強、長寿命

化工事を検討 

必要性及び利用率が高い施設で、老朽化等が著しい施設は、耐震

補強工事や長寿命化工事を進め、施設の継続化を検討する。 

必要性及び利用率が高い施設で、利用環境や利便性が低い場合、

利用者層の分析によりバリアフリー工事等で利用率の向上が見込

まれるか検討する。 

サービス強化： 

施設目的の変更や

複合化による効率性

の見直し検討 

利用状況及び費用対効果が低い場合は、管理方法の見直しや施設

の複合化を図るなどして費用対効果の見直しを検討する。  

周辺に類似施設がある場合など、サービス内容が重複しないよう

に施設の目的の変更を検討する。 

廃止・処分： 

公共施設としては

廃止し、建物の解

体、処分を検討 

当初の設置目的が果たされた施設や利用率が低い場合、公共施設

として保有する必要性があるか検討する。 

民間施設等の類似施設が整備され、公共施設として保有する必要

性があるか検討する。 

 

 

 

 

 

  

ハードの評価は高いが、ソフトの ハードとソフトの評価がいずれも

評価が低い施設 高い施設

ハードとソフトの評価がいずれも ソフトの評価は高いが、ハードの

低い施設 評価が低い施設

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

（

ソ

フ

ト

）

必

要

性

・

利

用

状

況

必

要

性

・

利

用

状

況

（

ソ

フ

ト

）

施 設 の 性 能 ・ 耐 震 性 （ ハ ー ド ）

サービス強化 存続

施設機能強化廃止・処分

高

高低

低
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ウ ２次評価 

２次評価は、マネジメント部署が次に掲げる公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の

観点を加味し、施設の性能・耐震性（ハード）と施設の必要性・利用状況（ソフト）の２軸

により、「存続」「施設機能強化」「サービス強化」「廃止・処分」の４分類に評価しました。 

 

区分 内容 

公共性 

法律等により設置が義務付けられているか 

住民の安全・安心の確保等、生活を営む上での必要性は高いか 

市の施策を推進する上での必要性は高いか 

設置目的の意識が低下していないか 

サービス内容が設置目的に即しているか 

利用実態が設置目的に即しているか 

有効性 

利用者数等の見込みはどうか 

利用実態からみた利用圏域はどうか 

施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか 

効率性 
民間事業者のノウハウが活用できるか 

支出に対する利用料金等の収入割合はどうか 

代替性 

利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設がある

か 

他自治体との広域的な連携が可能か 

民間施設等を利用した利用補助等で対応できるか 

特質性 

歴史的、文化的、象徴的のある施設か 

再編の検討にあたり、施設整備に係る国庫補助金、起債の償還、施設用地の

借地契約期間等に制限はあるか 

施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか 

浸水想定区域、土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か 

避難所、投票所等に指定されているか 
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エ 総合評価 

    供給量の適正化の基本方針及び１次評価と２次評価の結果等を踏まえ、施設の必要性や利

用状況に対応した「サービス」及び施設の性能や耐震性に応じた「建物等」の２区分につい

て、計画期間内の供給量の適正化を検討し、最終的な評価を行いました。 

 

区分 評価 内容 

サービス 

継続 現在のサービスを継続して提供します。 

追加 現在のサービスの継続に合わせ、他の公共施設におけるサー

ビスを追加します。 

新規 新たなサービスを提供します。 

廃止 現在のサービスを廃止します。他の公共施設へサービスを統

合し、廃止する場合も含みます。 

建物等 

維持 
現在の建物等を補修しながら維持します。複数棟ある施設に

ついて、一部の建物等を解体撤去する場合も含みます。 

大規模改修 長寿命化等を図るため、建物等を全面的に修繕します。 

建替え 機能の複合化等を図るため、建物等を建替えします。 

新築 
新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を新築しま

す。 

増築 
新たなサービスの提供や複合化等に伴い、建物等を増築しま

す。 

既設 新たなサービスの提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

用途変更 サービスの廃止または複合化に伴い、用途を変更します。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。 

解体撤去 現在の建物等を解体して撤去します。 

 

 

オ 評価結果 

  

施設名 １次評価 ２次評価 
総合評価 

サービス 建物等 

江刺ターミナルプラザ 存続 存続 継続 大規模改修 
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(2) 供給量の適正化のスケジュール 

総合評価において、サービスは「継続」、また、建物等を「大規模改修」と評価しましたの

で、施設の適正化スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 その他 施設名 江刺ターミナルプラザ 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 サービス 継続 継続 継続 継続 

建物等 維持 大規模改修 維持 維持 

延床面積増減 減（㎡） ― 増（㎡） ― 

供給量適正化

の具体策 

バス事業の規模との整合性を図りながら建物を維持し、建設後 34 年を経過す

る令和 15 年度を目処に大規模改修を行います。 

バス事業の規模が令和３年度時点と比較して大幅に縮小される場合は、江刺総

合支所庁舎及び東側ロータリー等を活用した機能移転、施設廃止を検討します。 

 

 (3) 施設の延床面積の増減 

施設名 
延床面積の増減（㎡） 

2017～ 2027～ 2037～ 2047～ 合計 

江刺ターミナルプラザ 0 0 0 0 0 

合計 0 0 0 0 0 
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４ 既存施設等の有効活用（更新・維持）に関する事項 

 

(1) 既存施設等の有効活用の検討方法 

計画期間内の既存施設等の有効活用については、総合管理計画による基本方針（老朽化の状

況や利用実態及び需要の見通しを踏まえた、計画的な更新、品質の保持や機能の改善）及び

「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量の適正化スケジュール」に基づき、次の

方法で検討を行いました。 

 

ア 既存施設等の有効活用（更新・維持）の基本方針 

  

既存施設等の有効活用（更新・維持）基本方針 

〇供給量の適正化の項目にも記載したとおり、現状では 36 年間にわたるバス事業の明確

な事業規模を見通せないことから、既存建物の長寿命化を図ることとします。 

○法定耐用年数まで 14 年となっていますが、第３次奥州市バス交通計画により令和５年

度までに抜本的なコミュニティバス等の再編が行われ、その後一定期間は維持されると見

込まれることから、最低でも法定耐用年数を超えて維持する必要があると考えます。その

際は大規模改修で対応することを原則とします。 

○事業規模が大幅に縮小する場合は、バスロータリーを備える江刺総合支所庁舎へ機能移

転を前提に検討します。仮に総合支所への移転が困難な場合でも、他の公共施設の活用を

最優先とします。 

 

イ 更新・維持の区分 

 

区分 評価区分の適用 内容 

更新 大規模改修、建替

え、新築、増築 

長寿命化や機能の複合化、新たなサービスの提供に

伴う建物全体の更新 

維持 維持 〇建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備

等）、機械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表

的な部位に係る予防・補修 

※部位別に予防・補修時期を設定 

※構造別に使用目標年数を設定 

〇耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導

入等 

 

ウ 更新・維持に係る費用の算出方法 

    現に具体的な更新・維持の計画があるものを除き、計画期間内において必要とされる更

新・維持に係る費用は、次の方法で算出しました。 
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区分 内容 

更新 市が統一的に用いる「再調達価格」を基に、更新時の解体費用等も考

慮して算出 

維持 〇国土交通省が定める「新営予算単価」を基に、施設の用途別に部位

ごとの構成比率等を設定し、予防・補修に係る費用を算出 

〇当該施設における過去の実績や他の公共施設での実績等を基に費用

を算出 

 

エ 更新・維持の優先順位 

防災面での拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するととも

に、更新・維持履歴や点検結果等による施設の劣化状況に応じて、更新・維持の優先順位を

検討しました。 

 

(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール 

   更新・維持の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化、財政負担の平準化を行うため、更

新・維持スケジュールを４期に分けて次のとおり検討しました。 

 

分類名 その他 施設名 江刺ターミナルプラザ 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 更新内容 ― 大規模改修 ― ― 

維持内容 ― ― ― ― 

更新・維持の

具体策 

バス事業規模があまり変わりないと見込まれる令和 15 年度時点で法定耐用年

数が経過することから、それまでの間は事後保全に努め、機械設備等の更新は極

力大規模改修に合わせて実施することとします。 

 

(3) 更新・維持に係る費用の概算 

次に示す実施時期や費用は、今後の既存施設等の有効活用に向けた目安とするものです。 

 

施設名 
更新・維持

の別 

更新・維持費用（千円） 

2021(R3)～ 

2026(R8) 

2027(R9)～ 

2036(R18) 

2037(R19)～ 

2046(R28) 

2047(R29)～

2056(R38) 
合計 

江刺ターミナルプラ

ザ 

更新 0 118,742 0 0 118,742 

維持 1,674 2,253 1,000 1,000 5,927 

合計 1,674 120,995 1,000 1,000 124,669 
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５ 効率的な管理・運営に関する事項 

 

(1) 管理・運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な基本方針（管理システムの

構築や全庁的な推進体制を確立し、情報の共有と一元管理。ＰＦＩや指定管理者制度などＰＰ

Ｐ手法を用いた民間活力の導入）並びに「３ 供給量の適正化に関する事項」の「(2) 供給量

の適正化スケジュール」及び「４ 既存施設等の有効活用（更新・修繕）に関する事項」の

「(2) 既存施設等の有効活用のスケジュール」に基づき、次の方法で検討を行いました。 

 

  ア 管理・運営の基本方針 

 

管理・運営の基本方針 

〇本施設は、指定管理者制度を導入して管理・運営を行っていますが、従来はバス利用者

や貸室利用者を待つ姿勢の運営に終始してきたことを課題として捉え、令和３年度から指

定管理者等の見直しを行います。 

〇交流人口の拡大やまちの活性化に寄与するためには、運営体制の強化が重要であると考

えます。老朽化した江刺観光物産センターを廃止することによる財政効果の一部を活用

し、人が集う施設となるような管理・運営に努めます。 

〇施設が人を呼ぶのではなく、運営が人を呼ぶという考え方の下に、移転や複合化など効

率的な公共施設の活用を進めることで施設維持経費を削減し、ソフト事業に資源を投入で

きるような管理・運営を目指します。 

 

  イ 管理・運営の区分 

 

 区分 管理運営分類 内容 

サービス提供 

直営 市がサービスを提供します。 

指定管理 指定管理者がサービスを提供します。 

民間委託 サービスの提供を民間に委託します。 

民営 サービスの提供を民営化します。 

廃止 サービスの提供を廃止します。 

建物管理 

直営 市が建物等を管理します。 

指定管理 指定管理者が建物等を管理します。 

民間委託 建物等の管理を民間に委託します。 

民営 建物等の管理を民営化します。 

解体撤去 建物等を解体撤去します。 
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ウ 管理・運営に係る費用の算出方法 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、サービスの提供による収入、管理・運営に係る

費用について、次の方法で検討を行いました。 

 

区分 費用分類 内容 

収入 全般 市の歳入になるもののみとし、過去３年間の平均値に一定の割

合を減じて算出 

支出 施設管理委託料 施設の管理を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去３年

間の平均値 

事業運営委託料 施設で行う事業を民間又は団体に委託した場合の費用で、過去

3 年間の平均値 

直営管理費 直営で施設を管理する場合の費用で、過去 3年間の平均値 

直営事業費 直営で事業を実施する場合の費用で、過去 3年間の平均値 

光熱水費 電気、水道、ガス等の費用で、過去３年間の平均値に一定の割

合を乗じて算出 

解体撤去費 解体撤去の費用で、延床面積に一定の単価及び割合を乗じて算

出 

 

(2) 管理・運営の見直しスケジュール 

管理・運営の見直しの検討内容に基づき、管理・運営の見直しスケジュールを４期に分けて

次のとおり検討しました。 

 

分類名 その他 施設名 江刺ターミナルプラザ 

総合評価 サービス 継続 建物等 大規模改修 

スケジュール 2021（Ｒ３）～ 2027（Ｒ９）～ 2037（Ｒ19）～ 2047（Ｒ29）～ 

 サービス 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

建物管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

管理運営の具

体策 

令和 15 年度前後に予定する大規模改修後、再度施設が老朽化した場合は、バ

ス事業の規模を勘案しながら、江刺総合支所庁舎へ機能を移転した上で本施設の

廃止を検討します。 

 

 (3) 管理・運営に係る費用の概算 

次に示す管理・運営費は、今後の効率的な管理・運営に向けた目安とするものです。 

施設名 

管理・運営費（千円） 

2021(R3)～2036(R18) 2037(Ｒ19)～2056(R38 ) 合計 

収入 支出 
実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 
収入 支出 

実質 

負担額 

江刺ターミナルプ

ラザ 
0 191,360 

 

191,360 0 239,200 239,200 0 430,560 430,560 

合計 0 191,360 191,360 0 239,200 239,200 0 430,560 430,560 
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６ 公共施設等のマネジメントによる効果 

 

(1) 供給量の適正化による効果 

計画前の延床面積 

Ａ 

計画期間後の延床面積 

Ｂ 

計画前後の延床面積の増減 

【増減割合】 

593.71 ㎡ 593.71 ㎡ 0 

主な要因 

 

 

 

(2) 既存施設等の有効活用（更新・維持）による効果 

計画前の更新・維持費の見込み 

Ａ 

計画期間中の更新・維持費 

Ｂ 

計画前後の更新・維持費の増減 

【増減割合】 

342,522 千円 124,669 千円 ▲217,853 千円【▲63.6％】 

主な要因 

○建替えを実施しないことによる更新費用の減  ▲213,736 千円 

〇大規模改修による事後保全費用の減  ▲4,117 千円 

 

 

 

(3) 効率的な管理・運営による効果 

計画前の管理・運営費の見込み 

Ａ 

計画期間中の管理・運営費 

Ｂ 

計画前後の管理・運営費の増減 

【増減割合】 

199,872 千円 430,560 千円 230,688 千円【115.4％】 

主な要因 

〇指定管理者の見直し（江刺観光物産センター機能追加）による増  230,688 千円 

※補足説明 

「計画前の管理・運営費の見込み」を令和２年度予算の本施設の指定管理料及び江刺観光物産セン

ター運営事業費の合計額を根拠に算出すると 474,660 千円（13,185 千円×36 年）となり、44,100

千円の減となる。 

 


