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第１章 計画の概要 
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第１節 はじめに 

本町においては、「道の駅 石神の丘」や「スポーツ文化センター 森のア

リーナ」等、多くの公共施設の整備が行われてきました。公共施設の果たす役割

は多岐にわたり、町民の生活に長きにわたって寄与しています。 

その一方で、道路や橋梁、水道・下水道等、生活に欠かせないインフラ資産を

含めた公共施設の半数以上が、既に建築・整備後30年を経過し、更新の時期を迎

えています。また、人口減少・少子高齢化が進む中で、将来的な税収の減少が見

込まれ、これまで以上に公共施設等の計画的な維持・修繕や除却等の重要性はま

すます高まっています。 

こうした状況に対し、本町では、平成29年１月に「岩手町公共施設等総合管理

計画」を策定し、本町における公共施設等に関する全体を把握するとともに、

「適正管理に関する基本的な考え方」等を定めることで、財政負担の軽減・平準

化と公共施設等の計画的な管理の推進に努めてきました。 

本計画は、「岩手町公共施設等総合管理計画」で定めた「適正管理に関する基

本的な考え方」に基づき、公共施設に関するより詳細な情報を収集・整理すると

ともに、中長期的な視点に立った具体的な取り組みを検討するため策定するもの

です。 

 

 

第２節 計画の性質 

本計画は、国による公共施設等総合管理計画の策定要請の内容を踏まえたうえ

で、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し、公共施設やインフラ施設等

の種別ごとの方向性を定め、合わせて今後の中期的な取り組みを取りまとめた計

画とします。 
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第３節 計画の位置づけと対象 

本計画は、本町における公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため

の「岩手町公共施設等総合管理計画」を上位の計画とする計画であり、個別の施

設を詳細に把握しながら今後の方針を定める個別計画となっています。 

本計画の対象は、個別に長寿命化計画などを策定している、町営住宅や水道及

び下水道事業に関する建物を除いた、本町が所有する公共施設すべてとします。 

■計画の位置づけ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 計画期間 

岩手町公共施設等総合管理計画の計画期間を考慮し、令和３（2021）年度から

令和７（2025）年度までの５か年とします。なお、必要に応じて随時見直しを行

います。 

 

 

インフラ長寿命化基本計画 

岩手町公共施設等総合管理計画 

（行動計画） 

（個別施設計画） 

（基本計画） 

岩手町公共施設個別施設計画 
本町が所管する施設を個別に把握し

て今後の方針を定める。 

本町が所管する施設や水道・道路等

を総合的に把握して今後の大まかな方

針を定める。 
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第５節 計画の推進 

（１）適切な現状把握と評価 

公共施設マネジメントにおいては、対象施設の適切な評価に基づいて推進して

いくことが必要です。このため、施設の更新や今後のあり方などを検討する場合

は、施設利用頻度など、当該施設について詳細な情報を把握し、データに基づく

客観的な評価及び施設の診断を行うことで適切な評価を行うことができます。 

施設の保全管理を効率的かつ効果的に行うためには、建物台帳及び土地台帳を

活用した施設情報の一元化や、公会計情報の活用などに取り組んでいくことが必

要です。既に整備されているデータと合わせて、公共資産の効率的な管理に向け

て努めていきます。また、公共施設、インフラ資産の改修、更新が行われた場

合、速やかにデータに反映させるための仕組みづくりに努めます。 

一方で、公共施設等の維持管理には、ランニングコストを知ることが重要で

す。個別の施設において、年間でどれくらいの費用が必要となっているか、継続

的な調査を行うことも、施設管理においては検討材料の１つとなります。 

 

（２）全庁的な推進体制づくり 

公共施設マネジメントは、政策、財政、財産管理、建築土木、都市計画、産業

振興、町民との協働等、様々な側面からの検討が必要となる取り組みであること

から、施設所管課をはじめ、各課の連携が求められます。 

そのため、全庁的な推進体制をもって情報の共有と認識の共有を図るととも

に、個別の施設にかかる検討は関係部署間で連携しながら進めます。 

 

（３）町民とのコミュニケーション 

公共施設マネジメントは、町民に対する公共サービスのあり方に大きく影響を

与える取り組みであり、町民の視点は不可欠です。 

利用状況の継続的な把握や、町民のニーズの把握に努めるとともに、適時適切

な情報提供や意見聴取などに努め、コミュニケーションを図りながら持続的かつ

適切な公共サービスの提供を目指します。 

また、町民だけではなく外部団体や企業も巻き込み、民間と行政が連携して施

設を維持管理していくことができるような仕組みづくりに努めます。 
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第２章 公共施設をめぐる現状 
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第１節 公共施設をめぐる現状 

ここでは、施設の用途別に本町の所管する施設の現状を整理します。 

なお、建物台帳のカテゴリを参考に施設を整理しており、実際の用途などに必

ずしも一致するものではありません。 

 

（１）集会施設 

各地区に設置されている集会所（コミュニティセンター）等が該当します。 

それぞれの施設の利用頻度に差があります。また、町が所管していない集会所

等もあり、各集会所の取り扱いを統一していくことが求められます。さらに、人

口減少に伴い、ほとんどの施設で利用頻度は低下していくことが見込まれます。 

そのため、施設間で扱いに差がないよう、公正な維持管理を行っていく必要が

あります。また、地区への譲渡についても検討していく必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 横田コミュニティ消防センター － 1990 30 171.41 

2 駅通コミュニティ消防センター － 1992 28 215.30 

3 野原地区コミュニティ消防センター － 1993 27 213.64 

4 岩手広域交流センター － 2002 18 2,537.71 

5 水堀生活改善センター － 1977 43 198.00 

6 川口地区コミュニティセンター － 1998 22 117.59 

7 穀蔵地域振興センター － 1996 24 155.00 

8 相寅瀬集落センター － 1981 39 118.00 

9 浮島多目的集会所 － 1982 38 238.70 

10 
岩手町地域農業営農総合管理 

センター 

一方井 

公民館 
1994 26 693.09 

11 朽木林集会所 － 2019 １ 52.95 

12 川原木集落センター － 1985 35 148.22 

13 前ヶ沢集落センター － 1982 38 64.00 

14 御堂集落センター － 1983 37 119.00 

15 新町城山青年婦人会館 － 1972 48 168.00 

16 細沢地区集会所 － 1975 45 116.64 

17 黒内地区集会所 － 1979 41 116.64 

18 黒石生活改善センター － 1977 43 114.00 

19 小山沢ふれあいセンター － 2000 20 110.90 

20 水堀よりあいセンター － 2004 16 130.01 

21 岩手町水稲種子生産研修施設 － 2007 13 114.27 
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№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

22 大森地区集落センター － 1994 26 104.00 

23 岩瀬張地区集落センター － 1987 33 164.00 

24 子九十地区集落センター － 1993 27 84.00 

25 南山形高齢者等活性化センター － 1993 27 278.00 

26 岩手町郷土芸能伝承館 － 2004 16 169.00 

27 豊岡開拓婦人ホーム － 1980 40 110.96 

28 岩手町総合開発センター － 1981 39 1375.83 

29 勤労青少年ホーム 本館 1980 40 1,062.57 

30 勤労青少年ホーム 別館 1993 27 171.40 

31 働く婦人の家 － 1992 28 620.05 

32 北山形地区総合開発センター － 1985 35 783.00 

33 川口就業改善センター － 1979 41 429.36 

34 久保公民館 － 1992 28 280.72 

35 旧南山形小学校 教員住宅 1971 49 150.00 

36 旧南山形小学校 教員住宅 1995 25 50.00 

37 旧南山形小学校 
集会所

（旧校舎） 
1995 25 1,508.00 

38 旧南山形小学校 渡り廊下 1995 25 23.00 

39 旧南山形小学校 水槽小屋 1995 25 20.00 

40 旧南山形小学校 体育館 1983 37 708.00 

41 旧南山形小学校 プール棟 1995 25 35.00 

42 旧浮島小学校 校舎 1997 23 1,48700 

43 旧浮島小学校 体育館 1998 22 667.00 

44 林業研修センター － 1986 34 245.90 

45 水堀いきがい交流センター － 2003 17 324.00 

46 五日市生活改善センター － 1970 50 398.52 

47 旧御嶽分校 － 1979 41 265.00 

48 旧御嶽分校 住宅 1979 41 39.00 
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（２）学校施設 

現在３つの小学校、３つの中学校が学校施設として利用されています。一方

で、学校の統廃合が進んでおり、閉校後の施設の活用について検討しています。 

少子化に伴い、今後も学校の統廃合が進んでいくと見込まれることから、学校

施設として利用するものについては、老朽化等の状況に応じた長寿命化等改修や

施設整備を行い、同時に、閉校した施設の活用についても検討を進めていく必要

があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 川口中学校 校舎-1 1974 46 1,173.00 

2 川口中学校 校舎-2 1975 45 2,029.00 

3 川口中学校 体育館 1975 45 720.00 

4 川口中学校 プール棟 1976 44 45.00 

5 川口中学校 寄宿舎 1975 45 500.00 

6 川口中学校 便所 2001 19 13.00 

7 川口中学校 部室-1 1976 44 40.00 

8 川口中学校 部室-2 1978 42 10.00 

9 川口中学校 部室-3 1978 42 10.00 

10 川口中学校 部室-4 1980 40 10.00 

11 一方井中学校 校舎-1 1985 35 1,100.00 

12 一方井中学校 校舎-2 1985 35 27.00 

13 一方井中学校 校舎-3 1985 35 1,500.00 

14 一方井中学校 体育館 1978 42 720.00 

15 一方井中学校 渡り廊下 1985 35 138.30 

16 一方井中学校 プール棟 1973 47 45.00 

17 一方井中学校 
クラブ 

ハウス 
1986 34 50.00 

18 一方井中学校 倉庫 1986 34 53.00 

19 一方井中学校 ポンプ室 1994 26 17.00 

20 沼宮内小学校 校舎-1 1981 39 3,373.00 

21 沼宮内小学校 校舎-2 1980 40 1,231.00 

22 沼宮内小学校 校舎-3 1980 40 1,343.00 

23 沼宮内小学校 体育館 1978 42 1,259.00 

24 沼宮内小学校 プール棟 1974 46 57.00 

25 川口小学校 校舎 2003 17 2,980.00 

26 川口小学校 体育館 2003 17 970.00 

27 川口小学校 プール棟 1978 42 40.00 

28 旧北山形小学校 校舎 1992 28 1,615.00 

29 旧北山形小学校 体育館 1992 28 702.00 
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№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

30 旧北山形小学校 プール棟 1979 41 40.00 

31 旧北山形小学校 用具庫 1993 27 20.00 

32 一方井小学校 校舎 1993 27 2,094.00 

33 一方井小学校 体育館 1994 26 825.00 

34 一方井小学校 プール棟 1977 43 46.00 

35 一方井小学校 倉庫 1994 26 79.49 

36 旧水堀小学校 校舎 1996 24 1,896.00 

37 旧水堀小学校 体育館 1982 38 726.00 

38 旧水堀小学校 プール棟 1979 41 40.00 

39 旧水堀小学校 倉庫 1999 21 38.00 

40 旧久保小学校 校舎 1986 34 1,499.00 

41 旧久保小学校 体育館 1986 34 700.00 

42 旧久保小学校 プール棟 1982 38 35.00 

43 沼宮内中学校 校舎-1 1970 50 1,500.00 

44 沼宮内中学校 校舎-2 1971 49 1,622.00 

45 沼宮内中学校 校舎-3 1971 49 1,984.00 

46 沼宮内中学校 校舎-4 1971 49 65.00 

47 沼宮内中学校 校舎-5 1971 49 65.00 

48 沼宮内中学校 給食受室 2000 20 64.00 

49 沼宮内中学校 体育館 1972 48 907.00 

50 沼宮内中学校 剣道場 1990 30 180.00 

51 沼宮内中学校 部室-1、2 1976 44 45.00 

52 旧東部中学校 校舎 1989 31 1,693.00 

53 旧東部中学校 体育館 1990 30 716.00 

54 旧東部中学校 倉庫 1990 30 46.00 

55 給食センター － 1988 32 541. 00 
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（３）消防施設 

令和２年度末時点において、27の消防屯所が整備されていますi。 

横田コミュニティ消防センターなどは、集会所としての機能も果たしており、

利用が多い施設となっています。 

一方で、老朽化が進んでいる施設も少なくありません。また、今後は消防団の

統廃合が進んでいく可能性があるため、今後は除却費用の確保も合わせて進めて

いく必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 
横田コミュニティ消防センター

（再掲） 
－ 1990 30 171.41 

2 大森消防屯所 － 1980 40 23.00 

3 岩瀬張消防屯所 － 1983 37 23.18 

4 苗代沢消防屯所 － 1985 35 40.00 

5 葉木田消防屯所 － 1986 34 36.36 

6 一方井消防屯所 － 1986 34 38.01 

7 黒石消防屯所 － 1987 33 38.09 

8 水堀消防屯所 － 1987 33 38.09 

9 御堂新田消防屯所 － 1988 32 38.09 

10 土川消防屯所 － 2020 １ 99.47 

11 新田消防屯所 － 1973 47 23.00 

12 黒内消防屯所 － 1972 48 28.00 

13 今松消防屯所 － 1979 41 23.00 

14 御堂消防屯所 － 1989 31 30.09 

15 鴫沢消防屯所 － 1989 31 30.09 

16 川口消防屯所 － 1989 31 79.00 

17 秋浦消防屯所 － 2014 ６ 28.00 

18 南山形消防屯所 － 1971 49 28.00 

19 中田消防屯所 － 1975 45 23.00 

20 大坊消防屯所 － 1980 40 23.00 

21 下屋敷消防屯所 － 1980 40 23.00 

22 愛宕下消防屯所 － 1980 40 23.00 

23 新町消防屯所 － 1991 29 40.58 

24 
駅通コミュニティ消防センター

（再掲） 
－ 1992 28 215.30 

25 江刈内消防屯所 － 1994 26 40.58 

26 浮島消防屯所 － 1994 26 40.58 

 
i
 表中では解体済みの「大森消防屯所」、「新田消防屯所」を含んでいる。 
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№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

27 
野原地区コミュニティ消防センター

（再掲） 
－ 1993 27 213.64 

28 尾呂部消防屯所 － 1992 28 40.57 

29 川原木消防屯所 － 1992 28 35.60 

30 盛岡中央消防署岩手分署 － 2018 ２ 953.11 

31 旧盛岡中央消防署岩手分署 － 1972 48 474.57 

 

 

（４）子育て支援施設 

現在保育所と児童館計５施設が子育て支援施設として利用されています。 

沼宮内保育所はまもなく整備後30年を迎えるほか、川口保育所は、土砂災害警

戒区域内にあるなど、施設の改修や安全対策等、施設環境の改善が必要な状態と

なっています。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 水堀保育所 － 2009 11 284.10 

2 一方井保育所 － 1995 25 391.92 

3 沼宮内保育所 － 1992 28 449.99 

4 沼宮内保育所 物置 2012 ８ 20.00 

5 川口保育所 － 2006 14 693.15 

6 ゆはず交流館 
沼宮内 

児童館分 
1998 22 361.50 
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（５）高齢者福祉施設 

「岩手町デイサービスセンター」、「東部デイサービスセンター」及び「岩手

町老人福祉センター」が該当します。岩手町デイサービスセンターについては、

屋根改修、空調設備の整備を令和２年度に実施しました。 

また、岩手町老人福祉センターは設備故障が多く、設備改修に多額の費用が必

要と見込まれています。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 岩手町デイサービスセンター － 1992 28 470.00 

2 岩手町デイサービスセンター 車庫 2001 19 8.88 

3 東部デイサービスセンター － 1998 22 234.37 

4 岩手町老人福祉センター － 1982 38 680.13 

 

 

（６）保健施設 

「保健センター」が該当します。 

緊急に改修を必要とするものはありませんが、老朽化が進んでいることから、

適宜必要な改修を行う必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 保健センター － 1980 40 540.00 

2 保健センター 新館 1996 24 107.80 
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（７）博物館・図書館等 

平成14年に整備された石神の丘美術館、ゆはず交流館の図書館が該当する施設

です。 

石神の丘美術館は平成30年度に長寿命化改修を実施しています。今後も継続し

て利用していく施設であることから、長期的に利用できるよう適宜改修を行う必

要があります。 

同様に、ゆはず交流館についても長寿命化改修を行う必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 ゆはず交流館 － 1998 22 1,860.50 

2 石神の丘美術館 ギャラリー 2002 18 645.00 

3 石神の丘美術館 工房棟 2002 18 280.00 

 

 

（８）体育施設 

野球場やテニスコート、スポーツ文化センター等については、引き続き利用が

見込まれることから、適宜改修していく必要があります。 

また、ホッケー場は令和元年度から３年度にかけて改修を行っており、東京オ

リンピックの際のアイルランド女子ホッケー代表チームの事前キャンプ地として

も、利用が見込まれています。 

一方で、岩手町体育館、トレーニングセンターは老朽化が進んでいることか

ら、解体を検討する必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 柔剣道場 － 1985 35 634.00 

2 岩手町体育館 － 1978 42 1,104.00 

3 野球場 － 1988 32 － 

4 野球場 管理棟 1989 31 16,686.00 

5 野球場 電光掲示板 2009 11 21.00 

6 テニスコート － 1993 27 2,845.00 

7 テニスコート 夜間照明 1999 21 15.00 

8 総合グラウンド － 1967 53 32,800.00 

9 総合グラウンド 管理棟 1967 53 108.00 

10 総合グラウンド 管理室 1999 21 63.00 

11 総合グラウンド 山側倉庫 不明 不明 62.00 

12 総合グラウンド 6/7 番倉庫 不明 不明 15.00 



17 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

13 ホッケー場 － 1993 27 9,750.00 

14 ホッケー場 
クラブ 
ハウス 

2007 13 73.00 

15 ホッケー場 用具庫 1993 27 99.00 

16 ホッケー場 夜間照明 2014 ６ 4.00 

17 多目的グラウンドトイレ － 1993 27 25.00 

18 総合運動公園トイレ － 1998 22 86.00 

19 トレーニングセンター － 1980 40 462.00 

20 川口地区社会体育館 － 1981 39 1,000.00 

21 岩瀬張地区体育館 － 1980 40 507.00 

22 一方井健康センター － 1979 41 881.00 

23 スポーツ文化センター － 2010 10 3,283.00 

 

 

（９）公園施設 

トイレ等が整備されており、現在大きな問題は生じていませんが、衛生設備機

器や給排水管等の交換を適宜実施していく必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 川の駅 － 2004 16 89.00 

2 北緯 40 度公園 － 2001 19 13.00 
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（10）産業施設 

「道の駅石神の丘」は、町内外からの多くの利用がある施設であり、町内産品

を販売する拠点として大きな役割を果たす施設の１つとなっています。今後も必

要な改修を行いながら、施設の長寿化を図っていく必要があります。 

また、町営牧野看視舎については、利用頻度が低下しており、今後の利用状況

を見ながら施設のあり方については検討していく必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 南山形農産物処理加工施設 － 1993 27 107.65 

2 金沢地区農産物処理加工施設 － 1997 23 107.65 

3 町営牧野看視舎 － 1965 55 49.36 

4 農畜産物処理加工施設 
道の駅石神の丘

（パワー工房） 
2002 18 101.37 

5 地域食材供給施設 
道の駅石神の丘

（レストラン） 
2002 18 206.37 

6 地域食材供給施設増築 
道の駅石神の丘

（レストラン） 
2008 12 164.12 

7 付帯休憩施設 
道の駅石神の丘

（休憩コーナー） 
2002 18 87.48 

8 産地形成促進施設 
道の駅石神の丘

（産直） 
2002 18 413.75 

9 岩手町産業振興センター － 2013 ７ 49.68 

10 街の駅 － 2001 19 69.00 

 

 



19 

（11）町有住宅 

現在管理する町有住宅は、教員住宅のみとなっています。そのほとんどが老朽

化しており、住宅として利用されている施設もほとんどありません。 

そのため、利用されておらず、老朽化している住宅については、積極的に除却

を図っていく必要があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 川口中学校 教員住宅 1975 45 50.00 

2 旧岩瀬張小学校 教員住宅 1975 45 50.00 

3 旧岩瀬張小学校 教員住宅 1981 39 50.00 

4 旧岩瀬張小学校 教員住宅 1983 37 50.00 

5 旧東部中学校 教員住宅 1992 28 50.00 

6 旧東部中学校 教員住宅 1992 28 50.00 

7 旧東部中学校 教員住宅 1968 52 50.00 

8 一方井中学校 教員住宅 1992 28 50.00 

9 一方井中学校 教員住宅 1992 28 50.00 

10 一方井中学校 教員住宅 1983 37 50.00 

11 一方井中学校 教員住宅 1983 37 50.00 

12 沼宮内中学校 教員住宅 1975 45 49.99 

13 沼宮内中学校 教員住宅 1975 45 49.99 

14 沼宮内中学校 教員住宅 1975 45 49.99 

15 沼宮内中学校 教員住宅 1985 35 40.74 

16 沼宮内中学校 教員住宅 1985 35 40.74 

17 旧北山形小学校 教員住宅 1975 45 50.00 

18 旧北山形小学校 教員住宅 1978 42 50.00 

19 旧北山形小学校 教員住宅 1978 42 50.00 

20 旧北山形小学校 教員住宅 1978 42 50.00 

21 旧北山形小学校 教員住宅 1982 38 50.00 

22 旧北山形小学校 教員住宅 1984 36 50.00 

23 一方井小学校 教員住宅 1985 35 50.00 

24 一方井小学校 教員住宅 1985 35 50.00 
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（12）供給処理施設 

町内には岩手町一般廃棄物最終処分場が整備されています。令和12（2030）年

以降に集積できる容積を超えることが予想されており、現在移転に関する調査・

検討が行われています。 

直近で大規模な改修は予定されていませんが、安全な生活環境づくりのため、

設備の更新、外壁塗装や屋根の改修等、必要な改修を適宜進めていく必要があり

ます。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 岩手町一般廃棄物最終処分場 
浸出水 

処理施設 
2002 18 745.45 

2 岩手町一般廃棄物最終処分場 車庫棟 2002 18 54.00 

 

 

（13）庁舎等 

「岩手町役場」が該当します。庁舎は耐震化工事を完了していますが、施設の

老朽化や洋式トイレが少ないこと、またユニバーサルデザイン化が図られていな

い等、使いにくい箇所が散見されます。 

そのため、より利用しやすいよう、改修や設備の整備等を進める必要がありま

す。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 岩手町役場 庁舎 1977 43 4,303.46 

2 岩手町役場 倉庫 1999 21 339.07 

3 岩手町役場 車庫 1979 41 632.06 
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（14）その他施設 

上記13施設に分類されない施設です。 

現在利用されていない施設については、ほとんどが普通財産としての管理を

行っており、そのような施設は躯体の劣化が進んでいる状況です。 

そのため、利用されていない施設については、除却を検討・実施していく必要

があります。 

■施設一覧■ 

№ 施設名称 用途等 
整備年度 
（年度） 

経過年数
（年） 

延床面積 
（㎡） 

1 旧一方井保育所 － 1980 40 289.00 

2 旧農協沼宮内店 － 1980 40 486.00 

3 旧沼宮内高校教員住宅 － 1985 35 129.00 

4 旧給食センター － 1967 53 390.70 

5 旧北山形公民館 事務所-1 1984 36 149.00 

6 旧北山形公民館 事務所-2 1984 36 88.00 

7 旧北山形公民館 渡り廊下 1984 36 3.00 

8 旧横田児童館 － 1972 48 186.32 

9 旧働く我らの家 － 1989 31 331.00 

10 旧働く我らの家 増築分 1997 23 34.22 

11 旧働く我らの家 倉庫 1989 31 40.00 

12 旧働く我らの家 物置 1989 31 20.00 

13 旧水堀保育所 － 1967 53 299.70 

14 旧南山形へき地保育所 － 1971 49 178.60 

15 旧川口保育所 － 1968 52 158.00 

16 旧御堂村役場 － 1966 54 400.00 

17 旧法務局 － 1971 49 366.00 

18 旧一方井診療所 － 1976 44 316.00 

19 旧一方井診療所 付属住宅 1980 40 76.00 

20 旧野原保育所 － 1975 45 300.40 

21 旧北山形児童館 － 1998 22 227.28 

22 墓地公園斎場 － 1980 40 188.00 
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第２節 適正管理に関する基本的な考え方 

「岩手町公共施設等総合管理計画」では、中長期的かつ総合的な視点に立ち、

公共施設等を計画的に維持管理するとともに、将来にわたり、町民の理解を得る

ことのできるサービス水準を確保していくための管理等に関する基本的な考え方

を設定しています。 

この考え方は、本計画においても継承していくものとします。 

■適正管理に関する基本的な考え方■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設保有量の適正化 

多様化する町民のニーズに対応できるよう、公共施設・インフラ資産の保有総

量の縮減を図ることで、将来的に必要となる更新費用や管理運営コストを削減

し、本当に必要とされる施設を保有し続けていくことができる体制をつくってい

く必要があります。そのための取り組みとして、以下の４点を掲げています。 

■主な取り組み■ 

 

 

 

① 施設の縮小や統合、廃止の推進による規模適正化 

② 施設の新規整備の慎重な検討 

③ 民間施設や近隣自治体施設の活用 

④ まちづくりの方向性を踏まえた検討 

柱３ 安全性の確保と長寿命化 

公共施設・インフラ資産の計画的な維持管理 

持続的に町民の理解を得ることのできるサービス水準の確保 

全庁的な推進体制づくり 

柱１ 施設保有量の適正化 

柱２ 管理運営の効率化 

町民とのコミュニケーション 

適切な現状把握と評価 

計画の推進体制 
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（２）管理運営の効率化 

公共施設の管理運営においては、建て替えや大規模改修の他にも光熱水費をは

じめとする維持費など、多額のコストがかかります。したがって、保有し続ける

施設については管理運営の効率化を図り、管理運営コストを削減していく必要が

あります。 

また、保有施設の有効活用の観点から、管理運営方法を見直すことにより、町

民のニーズをより満たしていける、より望ましい公共サービスが提供できるよう

にしていかなくてはなりません。そのための取り組みとして、以下の３点を掲げ

ています。 

■主な取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

（３）安全性の確保と長寿命化 

公共施設等の老朽化は、時間とともに進行する、避けて通ることのできない問

題です。老朽化に対処するため、安全性の確保を図るための適切なメンテナンス

を適切なタイミングで行っていくことが必要になります。 

そのための取り組みとして、以下の２点を掲げています。 

■主な取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

① 経費の縮減 

② 収入の確保 

③ PPP 手法の活用 

① 継続的に点検、診断、メンテナンスを行っていくことのできる 

体制の整備 

② 長寿命化の推進 
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第３節 主な施設の今後の整備・維持管理方針 

また、「岩手町公共施設等総合管理計画」では、主な施設について、今後の整

備・維持管理方針についても定めています。 

本計画の策定にあたっては、この方針も踏まえた対処を検討していく必要があ

ります。 

■主な施設の今後の整備・維持管理方針（一部更新）■ 

主な施設 今後の整備・維持管理方針 

集会施設 

地区による利用がメインとなっています。老朽化が進
むところもあり、今後は個別の施設ごとに必要な対応が
求められます。 

補助メニューの違いにより所管が異なるものもあるこ
とから、施設間で扱いに差がないよう、公正な維持管理を
行っていく必要があります。また、地区への譲渡について
も検討していく必要があります。 

学校施設 

老朽化が進んでいます。今後も利用していく施設につ
いては、安全性を最優先に考慮し、適切な維持管理を行い
ます。トイレ等の設備の改修も必要となっています。 

また、閉校となっている学校については、活用について
検討・実施します。 

消防施設 
消防屯所を更新する時期を迎えています。人口減少に

よる消防団の統合も検討しなくてはならないことから、
消防体制の再検討と合わせて施設等の更新を進めます。 

博物館・図書館等 
今後も継続して利用していく施設であることから、長

寿命化改修や設備更新等を実施する必要があります。 

体育施設 

引き続き利用が見込まれる施設については、適宜改修
を行います。 

また、老朽化が進んでいる施設については、解体を検
討・実施する必要があります。 

町有住宅 
老朽化が進んでいます。必要な改修を行い、長寿命化を

図ります。また、解体を要する施設については、着実な実
行に努めます。 

庁舎等 

施設の老朽化が見られるとともに、トイレの洋式化や
ユニバーサルデザイン化が遅れています。 

町民がより利用しやすいよう、改修や設備の整備が必
要となっています。 
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第３章 計画期間における取り組み 
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第１節 具体的な取り組み 

（１）集会施設 

集会施設については、地区による利用がメインであり、その機能や地区によっ

てその利用頻度が異なっています。地元振興会を母体とした協議会に指定管理を

委託していますが、適正化に向けては、将来的には各地区への譲渡も含めた検討

が必要です。 

今後の対応については、原則施設の改築は行わず、施設間で扱いに差が出るこ

とがないよう、公正な維持管理に努めます。また、維持管理業務についても地区

に対し積極的に譲渡していくよう、検討を進めていきます。 

「岩手町総合開発センター」は長寿命化改修を実施しています。今後も必要な

改修等を行いながら、長期的に利用していくことを見込んでいます。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

横田コミュニティ消防センター 30  

駅通コミュニティ消防センター 28  

野原地区コミュニティ消防 

センター 
27 

 現在は集会所としての機能のみ 

 振興会管理施設 

岩手広域交流センター 18  

水堀生活改善センター 43  

川口地区コミュニティセンター 22  

穀蔵地域振興センター 24  

相寅瀬集落センター 39  

岩手町地域農業営農総合管理 

センター 
26  

浮島多目的集会所 38  

朽木林集会所 １  令和元年度に改築（減築）済み 

川原木集落センター 35  

前ヶ沢集落センター 38  

御堂集落センター 37  

新町城山青年婦人会館 48  

細沢地区集会所 45  

黒内地区集会所 41  

黒石生活改善センター 43  

小山沢ふれあいセンター 20  

水堀よりあいセンター 16  

岩手町水稲種子生産研修施設 13  

大森地区集落センター 26  

岩瀬張地区集落センター 33  

子九十地区集落センター 27  
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施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

南山形高齢者等活性化センター 27  令和５～６年度に長寿命化改修を実施予定 

岩手町郷土芸能伝承館 16  

豊岡開拓婦人ホーム 40  現在管理の見直しに関する検討中 

岩手町総合開発センター 39 
 平成 30～令和４年度に長寿命化改修を実施予

定 

勤労青少年ホーム 本館 40  令和元～２年度に長寿命化改修を実施済み 

勤労青少年ホーム 別館 27  

働く婦人の家 28  令和６～７年度に長寿命化改修を実施予定 

北山形地区総合開発センター 35  令和４～５年度に長寿命化改修を実施予定 

川口就業改善センター 41  

久保公民館 28  

旧南山形小学校 教員住宅 49  

旧南山形小学校 教員住宅 25  

旧南山形小学校 集会所（旧校舎） 25  

旧南山形小学校 渡り廊下 25  

旧南山形小学校 水槽小屋 25  

旧南山形小学校 体育館 37  

旧南山形小学校 プール棟 25  

旧浮島小学校 校舎 23  

旧浮島小学校 体育館 22  

林業研修センター 34  

水堀いきがい交流センター 17  令和２～４年度に長寿命化改修を実施予定 

五日市生活改善センター 50  

旧御嶽分校 41  

旧御嶽分校 住宅 41  除却を予定 

 

 

（２）学校施設 

少子化に伴い、小中学校の統廃合が進んでいます。 

必要な改修等を行いつつ、利用されていない老朽化している建物は除却する必

要があります。 

また、中学校３校については統合を検討し、「給食センター」は中学校の統合

に合わせた移設を検討する必要があります。 

閉校施設については、活用について検討していく必要があります。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

川口中学校 校舎-1 46  中学校統合対象 

川口中学校 校舎-2 45  中学校統合対象 

川口中学校 体育館 45  中学校統合対象 
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施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

川口中学校 プール棟 44  中学校統合対象 

川口中学校 寄宿舎 35  除却済み 

川口中学校 便所 19  中学校統合対象 

川口中学校 部室-1 44  除却する 

川口中学校 部室-2 42  中学校統合対象 

川口中学校 部室-3 42  中学校統合対象 

川口中学校 部室-4 40  除却する 

一方井中学校 校舎-1 35  中学校統合対象 

一方井中学校 校舎-2 35  中学校統合対象 

一方井中学校 校舎-3 35  中学校統合対象 

一方井中学校 体育館 42  中学校統合対象 

一方井中学校 渡り廊下 35  中学校統合対象 

一方井中学校 プール棟 47  除却する 

一方井中学校 クラブハウス 34  中学校統合対象 

一方井中学校 倉庫 34  中学校統合対象 

一方井中学校 ポンプ室 26  中学校統合対象 

沼宮内小学校 校舎-1 39  令和２～４年度に長寿命化改修を実施予定 

沼宮内小学校 校舎-2 40  令和４～５年度に長寿命化改修を実施予定 

沼宮内小学校 校舎-3 40  

沼宮内小学校 体育館 42  令和２年度に長寿命化改修を実施済み 

沼宮内小学校 プール棟 46  平成 25 年度に改修済み 

川口小学校 校舎 17  令和 5 年度に設備更新を実施予定 

川口小学校 体育館 17  令和５年度に設備更新を実施予定 

川口小学校 プール棟 42  令和３年度に設備更新を実施。 

旧北山形小学校 校舎 42  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧北山形小学校 体育館 28  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧北山形小学校 プール棟 41  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧北山形小学校 用具庫 27  施設活用を検討中（みらい創造課） 

一方井小学校 校舎 27  屋根改修が必要 

一方井小学校 体育館 26  

一方井小学校 プール棟 43 
 中学校と共用 

 令和元年度改修済み 

一方井小学校 倉庫 26  

旧水堀小学校 校舎 24  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧水堀小学校 体育館 38  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧水堀小学校 プール棟 41  除却する 

旧水堀小学校 倉庫 21  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧久保小学校 校舎 34  令和３～４年度に歴史文化館に改修を実施 

旧久保小学校 体育館 34  令和３～４年度に歴史文化館に改修を実施 

旧久保小学校 プール棟 38  令和３～４年度に歴史文化館に改修を実施 

沼宮内中学校 校舎-1 50  中学校統合対象 

沼宮内中学校 校舎-2 49  中学校統合対象 

沼宮内中学校 校舎-3 49  中学校統合対象 
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施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

沼宮内中学校 校舎-4 49  中学校統合対象 

沼宮内中学校 校舎-5 49  中学校統合対象 

沼宮内中学校 給食受室 20  中学校統合対象 

沼宮内中学校 体育館 48  中学校統合対象 

沼宮内中学校 剣道場 30  中学校統合対象 

沼宮内中学校 部室-1、2 44  中学校統合対象 

旧東部中学校 校舎 31  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧東部中学校 体育館 30  施設活用を検討中（みらい創造課） 

旧東部中学校 倉庫 30  施設活用を検討中（みらい創造課） 

給食センター 32  中学校の統合に合わせて移設の検討を要する 

 

 

（３）消防施設 

一部の消防屯所は統合が検討されています。 

また、「旧盛岡中央消防署岩手分署」は消防署分署の新築移転に伴い、倉庫と

して利用されていますが、アスベストが利用されている可能性があり、その場

合、解体には通常よりも多額の費用を要することが予想されます。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

横田コミュニティ消防センター 

（再掲） 
30  

大森消防屯所 40 
 令和２年度に土川消防屯所へ統合のため除却

済み 

岩瀬張消防屯所 37  

苗代沢消防屯所 35  

葉木田消防屯所 34  統合を検討 

一方井消防屯所 34  統合を検討 

黒石消防屯所 33  統合を検討 

水堀消防屯所 33  

御堂新田消防屯所 32  

土川消防屯所 １  令和２年度に統合・改築済み 

新田消防屯所 47 
 令和２年度に土川消防屯所へ統合のため除却

済み 

黒内消防屯所 48  

今松消防屯所 41  

御堂消防屯所 31  

鴫沢消防屯所 31  

川口消防屯所 31  

秋浦消防屯所 ６  
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施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

南山形消防屯所 49  

中田消防屯所 45  統合を検討 

大坊消防屯所 40  

下屋敷消防屯所 40  

愛宕下消防屯所 40  

新町消防屯所 29  

駅通コミュニティ消防センター 

（再掲） 
28  

江刈内消防屯所 26  

浮島消防屯所 26  

野原地区コミュニティ消防 

センター（再掲） 
27 

 現在は集会所としての機能のみ 

 振興会管理施設 

尾呂部消防屯所 28  

川原木消防屯所 28  

盛岡中央消防署岩手分署 2  

旧盛岡中央消防署岩手分署 48 
 倉庫として利用中 

 アスベストが利用されている可能性がある 

 

 

（４）子育て支援施設 

適宜必要な改修等を行いながら利用しています。 

「川口保育所」は、避難所に指定されていますが、土砂災害警戒区域に立地し

ており、安全対策が求められます。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

水堀保育所 11  

一方井保育所 25  

沼宮内保育所 28  

沼宮内保育所 物置 ８  

川口保育所 14  土砂災害警戒区域に立地 

ゆはず交流館 沼宮内児童館分 22  学童で使用しているスペースで雨漏りが発生 
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（５）高齢者福祉施設 

適宜必要な改修等を行っていく必要があります。 

「岩手町老人福祉センター」については、現在温泉入浴施設として利用されて

いますが、設備故障の頻度が高くなっており、維持費が増加傾向にあります。利

用料の見直しも含めた、施設のあり方を検討することが求められます。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

岩手町デイサービスセンター 28  

岩手町デイサービスセンター 

車庫 
19 

 

東部デイサービスセンター 22  

岩手町老人福祉センター 38 

 設備故障が多いのに対し、使用料収入が低い 

 使用料の見直しも必要 

 令和３～５年度に長寿命化改修を実施予定 

 

 

（６）保健施設 

「保健センター」は老朽化が進んでいることから、適宜必要な改修等を行って

いきます。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

保健センター 40  

保健センター 新館 24  
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（７）博物館・図書館等 

「ゆはず交流館」は、屋根や外壁等の改修が必要な箇所が複数見られるほか、

空調設備の更新、また、駐車場の拡張も検討が必要です。 

「石神の丘美術館ギャラリー」、「工房棟」ともに定期的な利用がある建物で

あることから、定期的な改修等が必要です。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

ゆはず交流館 22  令和５～７年度に長寿命化改修を実施予定 

石神の丘美術館 ギャラリー 18 
 平成 30 年度に長寿命化改修を実施済み 

 令和３年度に設備更新を実施 

石神の丘美術館 工房棟 18  

 

 

（８）体育施設 

「岩手町体育館」や「トレーニングセンター」等は劣化が進んでおり、将来的

には除却が必要です。 

また、「スポーツ文化センター」は避難所に指定されている施設であるため、

非常用電源の配置について進めていく必要があります。 

「野球場」は一部の改修が完了したほか、「ホッケー場」は人工芝の張り替え

が完了し、「ホッケー場クラブハウス」も東京オリンピックの際のアイルランド

女子ホッケー代表チームの事前キャンプに向けて改築を行っています。「テニス

コート」は長寿命化改修が必要です。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

柔剣道場 35  令和３年度に長寿命化改修を実施 

岩手町体育館 42  除却する 

野球場 32  令和２年度にトイレ洋式化改修を実施済み 

野球場 管理棟 31  令和２年度にトイレ洋式化改修を実施済み 

野球場 電光掲示板 11  

テニスコート 27  令和７年度に長寿命化改修を実施予定 

テニスコート 夜間照明 21  令和７年度に長寿命化改修を実施予定 

総合グラウンド 53  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 

総合グラウンド 管理棟 53  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 

総合グラウンド 管理室 21  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 

総合グラウンド 山側倉庫 不明  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 

総合グラウンド 6/7 番倉庫 不明  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 

ホッケー場 27  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 
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施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

 令和元～２年度に人工芝更新済み 

ホッケー場 クラブハウス 13  令和２～３年度に改築 

ホッケー場 用具庫 27  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 

ホッケー場 夜間照明 ６  冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている 

多目的グラウンドトイレ 27  トイレ洋式化改修を実施済み 

総合運動公園トイレ 22  

トレーニングセンター 40  除却する 

川口地区社会体育館 39  令和２～３年度に長寿命化改修を実施 

岩瀬張地区体育館 40  

一方井健康センター 41  主に学童保育で利用している 

スポーツ文化センター 10 

 避難所施設 

 非常用電源の配置が必要 

 令和４年度に施設改修を実施予定 

 

 

（９）公園施設 

「川の駅」や「北緯40度公園」が該当します。いずれも地元振興会に管理を委

託しています。 

適宜修繕を行っていく必要があります。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

川の駅 16 
 観光客等に利用されている 

 地元振興会に管理委託を行っている 

北緯 40 度公園 19 

 春季に行われるイベント以外の利用はほとん

どない 

 地元振興会に管理委託を行っている 
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（10）産業施設 

「道の駅石神の丘」は今後も継続して利用します。 

また「町営牧野看視舎」は、利用頻度が低下しているため、利用状況等を注視

しながら、施設そのものの継続・廃止を検討していく必要があります。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

南山形農産物処理加工施設 27 
 周辺に旧南山形小学校があり、集会所機能が

重複 

金沢地区農産物処理加工施設 23  

町営牧野看視舎 55 

 利用頻度が低下している施設であるため、利

用状況等を注視しながら継続・廃止について

の検討が必要 

農畜産物処理加工施設 

（道の駅石神の丘 パワー工房） 
18 

 

地域食材供給施設 

（道の駅石神の丘 レストラン） 
18  

地域食材供給施設増築 

（道の駅石神の丘 レストラン） 
12  

付帯休憩施設 

（道の駅石神の丘 休憩コーナー） 
18  

産地形成促進施設 

（道の駅石神の丘 産直） 
18  

岩手町産業振興センター 7  

街の駅 19  
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（11）町有住宅 

すべて教員住宅です。除却済みの建物もありますが、住宅として利用していな

い建物については、引き続き積極的に除却を進めていく必要があります。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

川口中学校 教員住宅 45  除却する 

旧岩瀬張小学校 教員住宅 45  除却済み 

旧岩瀬張小学校 教員住宅 39  除却済み 

旧岩瀬張小学校 教員住宅 37  除却済み 

旧東部中学校 教員住宅 28  総務課所管施設 

旧東部中学校 教員住宅 28  総務課所管施設 

旧東部中学校 教員住宅 52  除却する 

一方井中学校 教員住宅 28  貸し出し中の施設 

一方井中学校 教員住宅 28  除却済み 

一方井中学校 教員住宅 37  除却する 

一方井中学校 教員住宅 37  除却する 

沼宮内中学校 教員住宅 45  除却する 

沼宮内中学校 教員住宅 45  除却する 

沼宮内中学校 教員住宅 45  除却する 

沼宮内中学校 教員住宅 35  利用中 

沼宮内中学校 教員住宅 35  利用中 

旧北山形小学校 教員住宅 45  除却する 

旧北山形小学校 教員住宅 42  除却する 

旧北山形小学校 教員住宅 42  除却する 

旧北山形小学校 教員住宅 42  除却する 

旧北山形小学校 教員住宅 38  除却する 

旧北山形小学校 教員住宅 36  除却する 

一方井小学校 教員住宅 35  除却する 

一方井小学校 教員住宅 35  除却する 
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（12）供給処理施設 

改修すべき箇所は複数ありますが、令和12年以降に受け入れ可能な容積を超過

することが予想されます。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

岩手町一般廃棄物最終処分場 

浸出水処理施設 
18 

 令和 12 年以降容積超過見込み 

 現在新たな施設の整備に向けた調査を実施 

岩手町一般廃棄物最終処分場 

車庫棟 
18  

 

 

（13）庁舎等 

「岩手町役場 庁舎」は耐震化工事を完了していますが、外壁の劣化が見られ

るほか、トイレの洋式化やユニバーサルデザイン化が遅れています。そのため、

今後も町民がより利用しやすい庁舎づくりに向けた改修が必要です。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

岩手町役場 庁舎 43 

 外壁の劣化が見られる 

 バリアフリー化が図られ、授乳室等が備わっ

た多目的トイレの整備、その他設備等の改修

が必要 

 令和３年度に多目的トイレ及び空調設備の整

備を実施 

岩手町役場 倉庫 21  

岩手町役場 車庫 41  
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（14）その他施設 

「墓地公園斎場」については、引き続き利用が見込まれることから、必要に応

じて改修等を行います。 

このほか、現在利用されていない施設で、普通財産として管理されているもの

については、積極的に除却を進めていきます。 

■施設一覧■ 

施設名称 
経過年数

（年） 
備考 

旧一方井保育所 40 
 倉庫として利用されているが、除却を検討す

る 

旧農協沼宮内店 40  貸し出し中 

旧沼宮内高校教員住宅 35  除却する（優先的に除却） 

旧給食センター 53  貸し出し中 

旧北山形公民館 事務所-1 36  除却する（優先的に除却） 

旧北山形公民館 事務所-2 36  除却する（優先的に除却） 

旧北山形公民館 渡り廊下 36  除却する（優先的に除却） 

旧横田児童館 48  除却する 

旧働く我らの家 31  倉庫として使用中 

旧働く我らの家 増築分 23  貸し出し希望あり 

旧働く我らの家 倉庫 31  貸し出し中 

旧働く我らの家 物置 31  除却する 

旧水堀保育所 53  貸し出し中 

旧南山形へき地保育所 49  除却する 

旧川口保育所 52  除却する 

旧御堂村役場 54  除却する（優先的に除却） 

旧法務局 49  社会福祉協議会に貸与貸し出し中 

旧一方井診療所 44  活用の検討、または除却する 

旧一方井診療所 付属住宅 40  活用の検討、または除却する 

旧野原保育所 45  除却する 

旧北山形児童館 22  平成 30 年度で廃止 

墓地公園斎場 40  
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第２節 施設管理に関する今後の予定 

計画期間内においては、主に下記を予定します。 

■今後の予定■ 

№ 施設名称 予定 

1 沼宮内小学校 

長寿命化改修を実施します。 

また、その他改修、整備を要する箇所については、

状況に応じた改修や施設整備を行います。 

2 川口小学校 

設備更新を実施します。 

また、その他改修、整備を要する箇所については、

状況に応じた長寿命化等改修や施設整備を行います。 

3 一方井小学校 

教員住宅（２棟）をすべて除却します。 

また、老朽化や、その他修繕、整備を要する箇所に

ついては、状況に応じた長寿命化等改修や施設整備を

行います。 

4 沼宮内中学校 

老朽化している教員住宅（３棟）を除却します。 

また、老朽化や、その他修繕、整備を要する箇所に

ついては、状況に応じた改修や施設整備を行います。 

5 川口中学校 

利用していない部室や教員住宅等について、解体を

積極的に検討し、実施します。 

また、老朽化や、その他修繕、整備を要する箇所に

ついては、状況に応じた改修や施設整備を行います。 

6 一方井中学校 

利用していないプール棟を除却します。 

また、老朽化や、その他修繕、整備を要する箇所に

ついては、状況に応じた改修や施設整備を行います。 

7 給食センター 

状況に応じた改修やその他修繕、施設整備を行いま

す。 

また、中学校の統合に合わせ、移設を検討します。 

8 旧北山形小学校 
教員住宅（５棟）をすべて除却します。 

また、施設の活用を検討します。 

9 旧水堀小学校 施設の活用を検討します。 

10 旧久保小学校 
歴史文化館として活用するため、改修を実施しま

す。 

11 旧東部中学校 
老朽化している教員住宅（１棟）を除却します。 

また、施設の活用を検討します。 

12 スポーツ文化センター 
施設改修を実施します。 

また、非常用電源の配置を検討します。 

13 川口地区社会体育館 長寿命化改修を実施します。 

14 岩手町体育館 除却します。 

15 トレーニングセンター 除却します。 
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№ 施設名称 予定 

16 岩手町役場 

外壁の改修や、バリアフリー化が図られ、授乳室等

が備わった多目的トイレの整備等、施設のユニバーサ

ルデザイン化について検討、実施を行います。 

また、その他修繕、整備を要する箇所については、

状況に応じた長寿命化等改修や施設整備を行います。 

17 岩手町総合開発センター 長寿命化改修を実施します。 

18 旧一方井保育所 除却を検討します。 

19 旧沼宮内高校教員住宅 除却します。 

20 旧北山形公民館 除却します。 

21 旧横田児童館 除却を検討します。 

22 旧働く我らの家 物置の除却を検討します。 

23 旧川口保育所 除却を検討します。 

24 旧御堂村役場 優先的に除却します。 

25 旧一方井診療所 
診療所及び付属する住宅の活用を検討します。 

また、活用が見込まれない場合、除却を検討します。 
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第４章 計画における目標と推進 
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第１節 施設の更新にかかる費用の推計 

（１）現在の施設を利用し続けた場合の推計 

現在所管している施設をすべて維持（保全）した場合、令和22（2040）年まで

にかかる費用は以下のとおり推計されます。 

令和22（2040）年までの22年間で140億円あまりを要することが見込まれます。 

令和９（2027）年には施設の更新のピークを迎え、１年間で約25億円を要する

ことが見込まれます。 

■現在所管している施設をすべて維持（保全）した場合の費用推計■ 
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（２）除却可能な施設を除却した場合の推計 

現在所管している施設のうち、今後維持する必要がない施設を除却した場合、

令和22（2040）年までにかかる費用は以下のとおり推計されます。 

令和22（2040）年までの22年間で133億円あまりを要することが見込まれ、施設

をすべて維持（保全）した場合より、７億円程度の削減効果が見込まれることが

わかります。 

令和９（2027）年には施設の更新のピークを迎え、１年間で約25億円を要する

ことが見込まれます。 

■除却可能な施設を除却した場合の費用推計■ 
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第２節 計画目標の設定 

本計画の推進にあたり、その進捗状況を定量的に把握するため、数値目標を掲

げます。 

 

（１）施設の長寿命化等に関する目標設定 

今後も利用する施設のうち、計画期間において長寿命化等改修等が必要な施設

は以下のとおりです。 

長寿命化等改修等が必要な施設の総延床面積は、69,080.47㎡（全体の24.67％）

となっています。 

一方で、野球場（47,316.00㎡）は非常に大きな延床面積を有するのに対し、ほ

ぼ屋外に設置される構造物に近い建物であることから、数値目標を設定する意義

と照らした場合、数値目標に含めることは必ずしも現実的とは言えません。した

がって、本計画では野球場の面積を除外して設定します。 

この条件において再度総延床面積を算定すると、21,764.47㎡（全体の7.77％）で

あることから、この値を数値目標として設定します。 

■今後長寿命化等改修等を予定する主な施設（一覧）■ 

№ 施設名称 延床面積 備考 

1 柔剣道場 634.00 ㎡ 
 令和３年度に長寿命化改修を

実施 

2 野球場 30,630.00 ㎡  数値目標の算定から除外する 

3 野球場 管理棟 16,686.00 ㎡  数値目標の算定から除外する 

4 ホッケー場 クラブハウス 73.00 ㎡  令和２～３年度に改築 

5 岩手町老人福祉センター 680.13 ㎡ 

 設備故障が多いのに対し、利用

料収入が低い 

 利用料金の見直しも必要 

 令和３～５年度に長寿命化改

修を実施予定 

6 岩手町総合開発センター 1,375.83 ㎡ 
 平成 30～令和４年度にかけて

長寿命化改修を実施予定 

7 岩手町役場 庁舎 4,303.46 ㎡ 

 外壁の落下が見られる 

 バリアフリー化が図られ、授乳

室等が備わった多目的トイレ

の整備、その他設備等の改修が

必要 

 令和３年度に多目的トイレ及

び空調設備の整備を実施 

8 川口地区社会体育館 1,000.00 ㎡ 
 令和２～３年度に長寿命化改

修を実施 

9 南山形高齢者等活性化センター 278.00 ㎡ 
 令和５～６年度に長寿命化改

修を実施予定 



46 

№ 施設名称 延床面積 備考 

10 沼宮内小学校 校舎-1 3,373.00 ㎡ 
 令和２～４年度に長寿命化改

修を実施 

11 沼宮内小学校 校舎-2 1,231.00 ㎡ 
 令和４～５年度に長寿命化改

修を実施予定 

12 旧水堀小学校 校舎 1,896.00 ㎡ 
 施設活用を検討中（みらい創造

課） 

13 旧久保小学校 2,234.00 ㎡ 
 令和３～４年度に歴史文化館

に改修を実施 

14 スポーツ文化センター 3,283.00 ㎡ 

 非常用電源の配置が必要 

 令和４年度に施設改修を実施

予定 

15 働く婦人の家 620.05 ㎡ 
 令和６～７年度に長寿命化改

修を実施予定 

16 北山形地区総合開発センター 783.00 ㎡ 
 令和４～５年度に長寿命化改

修を実施予定 

 

 

■施設の長寿命化等に関する目標■ 

 

 

 

 

 

 

長寿命化等改修等実施面積 24,355.47 ㎡（全体の 13.52％） 
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（２）延床面積の削減に関する目標設定 

除却可能な施設は、積極的に除却を図ります。 

特に、以下の施設が除却を要すると考えられます（一部施設は既に除却されて

います）。除却可能な建物の延床面積は、合わせて5,566.29㎡となっています。 

■除却を要する主な施設（一覧）■ 

№ 施設名称 延床面積 備考 

1 大森消防屯所 23.00 ㎡  除却済み 

2 新田消防屯所 23.00 ㎡  除却済み 

3 川口中学校 部室-4 10.00 ㎡  除却する 

4 川口中学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

5 川口中学校 寄宿舎 500.00 ㎡  除却する 

6 川口中学校 部室-1 40.00 ㎡  除却する 

7 一方井中学校 プール棟 45.00 ㎡  除却する 

8 岩手町体育館 1,104.00 ㎡  除却する 

9 トレーニングセンター 462.00 ㎡  除却する 

10 旧岩瀬張小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却済み 

11 旧岩瀬張小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却済み 

12 旧岩瀬張小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却済み 

13 旧東部中学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

14 一方井中学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却済み 

15 一方井中学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

16 一方井中学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

17 沼宮内中学校 教員住宅 49.99 ㎡  除却する 

18 沼宮内中学校 教員住宅 49.99 ㎡  除却する 

19 沼宮内中学校 教員住宅 49.99 ㎡  除却する 

20 旧北山形小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

21 旧北山形小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

22 旧北山形小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

23 旧北山形小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

24 旧北山形小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

25 旧北山形小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

26 一方井小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

27 一方井小学校 教員住宅 50.00 ㎡  除却する 

28 旧水堀小学校 プール棟 40.00 ㎡  除却する 

29 旧岩瀬張小学校 校舎 76.00 ㎡  除却済み 

30 旧南山形へき地保育所 178.60 ㎡  除却する 

31 旧川口保育所 158.00 ㎡  除却する 

32 旧御堂村役場 400.00 ㎡  除却する（優先的に除却） 
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№ 施設名称 延床面積 備考 

33 旧一方井診療所 316.00 ㎡ 
 活用を検討し、活用が見込まれ

ない場合除却する 

34 旧一方井診療所 付属住宅 76.00 ㎡ 
 活用を検討し、活用が見込まれ

ない場合除却する 

35 旧一方井保育所 289.00 ㎡ 
 倉庫として利用されているが、

除却を検討する 

36 旧野原保育所 300.40 ㎡  除却する 

37 旧沼宮内高校教員住宅 129.00 ㎡  除却する（優先的に除却） 

38 旧北山形公民館 事務所-1 149.00 ㎡  除却する（優先的に除却） 

39 旧北山形公民館 事務所-2 88.00 ㎡  除却する（優先的に除却） 

40 旧北山形公民館 渡り廊下 3.00 ㎡  除却する（優先的に除却） 

41 旧横田児童館 186.32 ㎡  除却する 

42 旧働く我らの家 物置 20.00 ㎡  除却する 

 

 

現在所管する施設の総延床面積は5,566.29㎡となっていることから、除却可能な

施設の総延床面積は全体の1.99％となっています。本計画においては、延床面積

の削減に関する目標を、除却する施設の総延床面積である5,566.29㎡（全体の

1.99％）として定めます。 

■延床面積の削減に関する目標■ 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の推進にあたって 

個別の施設における整備や改修、除却等については、各施設所管部署が中心と

なり、関係機関と協議しながら検討・決定します。 

また、地域住民等の意思確認等も適宜行いながら、より快適に利用できる施設

となるよう努めます。 

 

 

 

除却面積 5,566.29 ㎡（全体の 1.99％） 
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第５章 資料編 
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第１節 長寿命化改修・除却等の予定（集会施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 集会施設・消防施設 横田コミュニティ消防センター

2 集会施設・消防施設 駅通コミュニティ消防センター

3 集会施設・消防施設 野原地区コミュニティ消防センター
現在は集会所としての機能のみ

振興会管理施設

4 消防施設 尾呂部消防屯所

5 集会施設 岩手広域交流センター

6 集会施設 水堀生活改善センター

7 集会施設 川口地区コミュニティセンター

8 集会施設 穀蔵地域振興センター

9 集会施設 相寅瀬集落センター

10 集会施設 浮島多目的集会所

11 産業施設
岩手町地域農業営農総合管理

センター

12 集会施設 朽木林集会所 令和元年度に改築（減築）済み

13 集会施設 川原木集落センター

14 集会施設 前ヶ沢集落センター

15 集会施設 御堂集落センター

16 集会施設 新町城山青年婦人会館

17 集会施設 細沢地区集会所

18 集会施設 黒内地区集会所

19 集会施設 黒石生活改善センター

20 集会施設 小山沢ふれあいセンター

21 集会施設 水堀よりあいセンター

22 集会施設 岩手町水稲種子生産研修施設

23 集会施設 大森地区集落センター

24 集会施設 岩瀬張地区集落センター

25 集会施設 子九十地区集落センター

26 集会施設 南山形高齢者等活性化センター 令和５～６年度に長寿命化改修を実施予定

27 集会施設 岩手町郷土芸能伝承館

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

長寿命化改修長寿命化改修設計
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

28 集会施設 豊岡開拓婦人ホーム 現在管理の見直しに関する検討中

29 集会施設 岩手町総合開発センター 平成30～令和４年度に長寿命化を実施

30 集会施設 勤労青少年ホーム 本館 令和元～２年度に長寿命化改修を実施済み

31 集会施設 勤労青少年ホーム 別館

32 集会施設 働く婦人の家 令和６～７年度に長寿命化改修を実施

33 集会施設 北山形地区総合開発センター 令和４～５年度に長寿命化改修を実施

34 集会施設 川口就業改善センター

35 集会施設 久保公民館

36 集会施設 旧南山形小学校 教員住宅

37 集会施設 旧南山形小学校 教員住宅

38 集会施設 旧南山形小学校 集会所（旧校舎）

39 集会施設 旧南山形小学校 渡廊下

40 集会施設 旧南山形小学校 水槽小屋

41 集会施設 旧南山形小学校 体育館

42 集会施設 旧南山形小学校 プール棟

43 集会施設 旧浮島小学校 校舎

44 集会施設 旧浮島小学校 体育館

45 集会施設 林業研修センター

46 集会施設 水堀いきがい交流センター 令和２～４年度に長寿命化改修を実施予定

47 集会施設 五日市生活改善センター

48 集会施設 旧御嶽分校

49 集会施設 旧御嶽分校 住宅 除却を予定

№ 種別 施設名称 備考
今後の予定

除却

長寿命化改修

建物・施設・設備改修

長寿命化改修

長寿命化改修設計 長寿命化改修

長寿命化改修設計 長寿命化改修

長寿命化改修設計
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第２節 長寿命化改修・除却等の予定（学校施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 学校施設 川口中学校 校舎-1 中学校統合対象

2 学校施設 川口中学校 校舎-2 中学校統合対象

3 学校施設 川口中学校 体育館 中学校統合対象

4 学校施設 川口中学校 プール棟 中学校統合対象

5 学校施設 川口中学校 寄宿舎 除却済み

6 学校施設 川口中学校 便所 中学校統合対象

7 学校施設 川口中学校 部室-1 除却する

8 学校施設 川口中学校 部室-2 中学校統合対象

9 学校施設 川口中学校 部室-3 中学校統合対象

10 学校施設 川口中学校 部室-4 除却する

11 学校施設 一方井中学校 校舎-1 中学校統合対象

12 学校施設 一方井中学校 校舎-2 中学校統合対象

13 学校施設 一方井中学校 校舎-3 中学校統合対象

14 学校施設 一方井中学校 体育館 中学校統合対象

15 学校施設 一方井中学校 渡り廊下 中学校統合対象

16 学校施設 一方井中学校 プール棟 除却する

17 学校施設 一方井中学校 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 中学校統合対象

18 学校施設 一方井中学校 倉庫 中学校統合対象

19 学校施設 一方井中学校 ﾎﾟﾝﾌﾟ室 中学校統合対象

20 学校施設 沼宮内小学校 校舎 令和２～４年度に長寿命化改修を実施予定

21 学校施設 沼宮内小学校 校舎 令和４～５年度に長寿命化改修を実施予定

22 学校施設 沼宮内小学校 校舎

23 学校施設 沼宮内小学校 体育館 令和２年度に長寿命化改修を実施済み

24 学校施設 沼宮内小学校 プール棟 平成25年度に改修済み

25 学校施設 川口小学校 校舎 令和５年度に設備更新を実施予定

26 学校施設 川口小学校 体育館 令和５年度に設備更新を実施予定

27 学校施設 川口小学校 プール棟 令和３年度に設備更新を実施予定

28 学校施設 旧北山形小学校 校舎 施設活用を検討中（みらい創造課）

29 学校施設 旧北山形小学校 体育館 施設活用を検討中（みらい創造課）

30 学校施設 旧北山形小学校 プール棟 施設活用を検討中（みらい創造課）

31 学校施設 旧北山形小学校 用具庫 施設活用を検討中（みらい創造課）

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

除却に向けた検討 除却

長寿命化改修

除却

除却

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

長寿命化改修

設備改修

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

中学校統合に伴う移設

長寿命化改修設計

統合に向けた施設等整備

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

長寿命化改修設計 長寿命化改修

設備改修

設備改修
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

32 学校施設 一方井小学校 校舎 屋根改修が必要

33 学校施設 一方井小学校 体育館

34 学校施設 一方井小学校 プール棟
中学校と共用

令和元年度改修済み

35 学校施設 一方井小学校 倉庫

36 学校施設 旧水堀小学校 校舎 施設活用を検討中（みらい創造課）

37 学校施設 旧水堀小学校 体育館 施設活用を検討中（みらい創造課）

38 学校施設 旧水堀小学校 プール棟 除却する

39 学校施設 旧水堀小学校 倉庫 施設活用を検討中（みらい創造課）

40 学校施設 旧久保小学校 校舎 令和３～４年度に歴史文化館に改修を実施

41 学校施設 旧久保小学校 体育館 令和３～４年度に歴史文化館に改修を実施

42 学校施設 旧久保小学校 プール棟 令和３～４年度に歴史文化館に改修を実施

43 学校施設 沼宮内中学校 校舎-1 中学校統合対象

44 学校施設 沼宮内中学校 校舎-2 中学校統合対象

45 学校施設 沼宮内中学校 校舎-3 中学校統合対象

46 学校施設 沼宮内中学校 給食受室 中学校統合対象

47 学校施設 沼宮内中学校 体育館 中学校統合対象

48 学校施設 沼宮内中学校 剣道場 中学校統合対象

49 学校施設 沼宮内中学校 部室-1、2 中学校統合対象

50 学校施設 旧東部中学校 校舎 施設活用を検討中（みらい創造課）

51 学校施設 旧東部中学校 体育館 施設活用を検討中（みらい創造課）

52 学校施設 旧東部中学校 倉庫 施設活用を検討中（みらい創造課）

53 学校施設 給食センター 中学校の統合に合わせて移設の検討を要する

№ 種別 施設名称 備考
今後の予定

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

統合に向けた検討・協議

歴史文化館改修設計 歴史文化館改修

起業育成センター改修設計 起業育成センター改修

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

統合に向けた施設等整備

歴史文化館改修設計 歴史文化館改修

歴史文化館改修設計 歴史文化館改修
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第３節 長寿命化改修・除却等の予定（消防施設） 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 集会施設・消防施設 横田コミュニティ消防センター

2 消防施設 大森消防屯所 土川消防屯所へ統合のため除却済み

3 消防施設 岩瀬張消防屯所

4 消防施設 苗代沢消防屯所

5 消防施設 葉木田消防屯所 統合を検討

6 消防施設 一方井消防屯所 統合を検討

7 消防施設 黒石消防屯所 統合を検討

8 消防施設 水堀消防屯所

9 消防施設 御堂新田消防屯所

10 消防施設 土川消防屯所 令和２年度に統合・改築済み

11 消防施設 新田消防屯所 土川消防屯所へ統合のため除却済み

12 消防施設 黒内消防屯所

13 消防施設 今松消防屯所

14 消防施設 御堂消防屯所

15 消防施設 鴫沢消防屯所

16 消防施設 川口消防屯所

17 消防施設 秋浦消防屯所

18 消防施設 南山形消防屯所

19 消防施設 中田消防屯所 統合を検討

20 消防施設 大坊消防屯所

21 消防施設 下屋敷消防屯所

22 消防施設 愛宕下消防屯所

23 消防施設 新町消防屯所

24 集会施設・消防施設 駅通コミュニティ消防センター

25 消防施設 江刈内消防屯所

26 消防施設 浮島消防屯所

27 集会施設・消防施設 野原地区コミュニティ消防センター
現在は集会所としての機能のみ

振興会管理施設

28 消防施設 尾呂部消防屯所

29 消防施設 川原木消防屯所

30 消防施設 盛岡中央消防署岩手分署

31 消防施設 旧盛岡中央消防署岩手分署
倉庫として利用中

アスベスト利用施設の可能性あり

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

統合に向けた検討

統合に向けた検討

統合に向けた検討

統合に向けた検討

除却

除却

建物改築
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第４節 長寿命化改修・除却等の予定（子育て支援施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 長寿命化改修・除却等の予定（高齢者福祉施設） 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 長寿命化改修・除却等の予定（保健施設） 

 

 

 

 

 

第７節 長寿命化改修・除却等の予定（博物館・図書館等） 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 保健施設 保健センター

2 保健施設 保健センター 新館

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 博物館・図書館等 ゆはず交流館 令和５～７年度に長寿命化改修を実施予定

2 博物館・図書館等 石神の丘美術館 ギャラリー
平成30年度に長寿命化改修を実施済み

令和３年度に設備更新を実施

3 博物館・図書館等 石神の丘美術館 工房棟

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

設備更新

長寿命化改修設計 長寿命化改修

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 高齢者福祉施設 岩手町デイサービスセンター

2 高齢者福祉施設 岩手町デイサービスセンター 車庫

3 高齢者福祉施設 東部デイサービスセンター

4 高齢者福祉施設 岩手町老人福祉センター

設備故障が多いのに対し、使用料収入が低い

使用料の見直しも必要

令和３～５年度にかけて長寿命化改修を実施予定

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

長寿命化改修

長寿命化改修・設備整備

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 子育て支援施設 水堀保育所

2 子育て支援施設 一方井保育所

3 子育て支援施設 沼宮内保育所

4 子育て支援施設 沼宮内保育所 物置

5 子育て支援施設 川口保育所 土砂災害警戒区域に立地

6 子育て支援施設 ゆはず交流館 沼宮内児童館分 学童で使用しているスペースで雨漏りが発生

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考
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第８節 長寿命化改修・除却等の予定（体育施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 長寿命化改修・除却等の予定（公園施設） 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 公園施設 川の駅
春季に行われるイベント以外の利用はほとんどない

地元振興会に管理委託を行っている

2 公園施設 北緯40度公園
観光客等に利用されている

地元振興会に管理委託を行っている

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 体育施設 柔剣道場 令和３年度に長寿命化改修を実施

2 体育施設 岩手町体育館 除却する

3 体育施設 野球場 令和２年度にトイレ洋式化改修を実施済み

4 体育施設 野球場 管理棟 令和２年度にトイレ洋式化改修を実施済み

5 体育施設 野球場 電光掲示板

6 体育施設 テニスコート 令和７年度に長寿命化改修を実施予定

7 体育施設 テニスコート 夜間照明 令和７年度に長寿命化改修を実施予定

8 体育施設 総合グラウンド 冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

9 体育施設 総合グラウンド 管理棟 冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

10 体育施設 総合グラウンド 管理室 冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

11 体育施設 総合グラウンド 山側倉庫 冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

12 体育施設 総合グラウンド 6/7番倉庫 冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

13 体育施設 ホッケー場
冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

令和元～２年度に人工芝更新済み

14 体育施設 ホッケー場 クラブハウス 令和２～３年度に改築

15 体育施設 ホッケー場 用具庫 冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

16 体育施設 ホッケー場 夜間照明 冬季間を除き、ほぼ毎日利用されている

17 体育施設 多目的グラウンドトイレ トイレ洋式化改修を実施済み

18 体育施設 総合運動公園トイレ

19 体育施設 トレーニングセンター 除却する

20 体育施設 川口地区社会体育館 令和２～３年度に長寿命化改修を実施

21 学校施設 岩瀬張地区体育館

22 体育施設 一方井健康センター 主に学童保育で利用している

23 体育施設 スポーツ文化センター
非常用電源の配置が必要

令和４年度に施設改修を実施予定

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

除却

除却

長寿命化改修

改築

長寿命化改修

長寿命化改修

改修

長寿命化改修

長寿命化改修

設備更新

長寿命化改修設計

長寿命化改修
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第 10 節 長寿命化改修・除却等の予定（産業施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 節 長寿命化改修・除却等の予定（町有住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 町有住宅 川口中学校 教員住宅 除却する

2 町有住宅 旧岩瀬張小学校 教員住宅 除却済み

3 町有住宅 旧岩瀬張小学校 教員住宅 除却済み

4 町有住宅 旧岩瀬張小学校 教員住宅 除却済み

5 町有住宅 旧東部中学校 教員住宅 総務課所管施設

6 町有住宅 旧東部中学校 教員住宅 総務課所管施設

7 町有住宅 旧東部中学校 教員住宅 除却する

8 町有住宅 一方井中学校 教員住宅 貸し出し中の施設

9 町有住宅 一方井中学校 教員住宅 除却済み

10 町有住宅 一方井中学校 教員住宅 除却する

11 町有住宅 一方井中学校 教員住宅 除却する

12 町有住宅 沼宮内中学校 教員住宅 除却する

13 町有住宅 沼宮内中学校 教員住宅 除却する

14 町有住宅 沼宮内中学校 教員住宅 除却する

15 町有住宅 沼宮内中学校 教員住宅 利用中

16 町有住宅 沼宮内中学校 教員住宅 利用中

17 町有住宅 旧北山形小学校 教員住宅 除却する

18 町有住宅 旧北山形小学校 教員住宅 除却する

19 町有住宅 旧北山形小学校 教員住宅 除却する

20 町有住宅 旧北山形小学校 教員住宅 除却する

21 町有住宅 旧北山形小学校 教員住宅 除却する

22 町有住宅 旧北山形小学校 教員住宅 除却する

23 町有住宅 一方井小学校 教員住宅 除却する

24 町有住宅 一方井小学校 教員住宅 除却する

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

除却に向けた検討 除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 産業施設 南山形農産物処理加工施設 周辺に旧南山形小学校があり、集会所機能が重複

2 産業施設 金沢地区農産物処理加工施設

3 産業施設 町営牧野看視舎
利用頻度が低下している施設であるため、利用状況等

を注視しながら継続・廃止についての検討が必要

4 産業施設
農畜産物処理加工施設（道の駅石神の

丘 パワー工房）

5 産業施設
地域食材供給施設（道の駅石神の丘 レ

ストラン）

6 産業施設
地域食材供給施設増築（道の駅石神の

丘 レストラン）

7 産業施設
付帯休憩施設（道の駅石神の丘 休憩

コーナー）

8 産業施設
産地形成促進施設（道の駅石神の丘 産

直）

9 産業施設 岩手町産業振興センター

10 産業施設 街の駅

今後の予定
№ 種別 施設名称 備考

今後の扱いに関する検討 利用を継続、または除却に向けた検討
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第 12 節 長寿命化改修・除却等の予定（供給処理施設） 

 

 

 

 

 

第 13 節 長寿命化改修・除却等の予定（庁舎等） 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 節 長寿命化改修・除却等の予定（その他施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 供給処理施設
岩手町一般廃棄物最終処分場 浸出水処

理施設

令和12年以降容積超過見込み

現在新たな施設の整備に向けた調査を実施

2 供給処理施設 岩手町一般廃棄物最終処分場 車庫棟

備考
今後の予定

№ 種別 施設名称

設備更新・調査・協議・整備 新施設への移行

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 庁舎等 岩手町役場 庁舎

外壁の劣化が見られる

バリアフリー化が図られ、授乳室等が備わった多目的トイ

レの整備、その他設備等の改修が必要

令和３年度に多目的トイレ及び空調設備の整備を実

施

2 庁舎等 岩手町役場 倉庫

3 庁舎等 岩手町役場 車庫

備考
今後の予定

№ 種別 施設名称

建物・施設・設備改修

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度以降

1 旧一方井保育所 倉庫として利用されているが、除却する

2 旧農協沼宮内店 貸し出し中

3 旧沼宮内高校教員住宅 除却する（優先的に除却）

4 旧給食センター 貸し出し中

5 旧北山形公民館 事務所-1 除却する（優先的に除却）

6 旧北山形公民館 事務所-2 除却する（優先的に除却）

7 旧北山形公民館 渡廊下 除却する（優先的に除却）

8 旧横田児童館 除却する

9 旧働く我らの家 倉庫として使用中

10 旧働く我らの家　　　　 増築分 貸し出し希望あり

11 旧働く我らの家　　　　 倉庫 貸し出し中

12 旧働く我らの家　　　　 物置 除却する

13 旧水堀保育所 貸し出し中

14 旧南山形へき地保育所 除却する

15 旧川口保育所 除却する

16 旧御堂村役場 除却する（優先的に除却）

17 旧法務局 社会福祉協議会に貸し出し中

18 旧一方井診療所 活用を検討し、活用が見込めない場合除却する

19 旧一方井診療所 付属住宅 活用を検討し、活用が見込めない場合除却する

20 旧野原保育所 除却する

21 旧北山形児童館 平成30年度で廃止

22 墓地公園斎場

備考
今後の予定

№ 施設名称

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却

除却



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手町公共施設個別施設計画 

発 行 令和３年３月 

編 集 岩手町 総務課 

〒028-4395 

岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44 

TEL：0195-62-2111 FAX：0195-62-3104 

 


