
【総括表】 

 

 

１ 対象施設 

  本個別施設計画での対象施設は、次に示す施設とする。 

 施設名 所在地 基本的な方針 摘要 

1 基幹集落センター 大沼町 現状維持  

2 笹戸生活改善センター笹戸会館 笹戸町 現状維持  

3 築羽農村環境改善センター築羽会館 槙本町 現状維持  

4 敷島農村環境改善センター敷島会館 杉本町 現状維持  

5 浅野会館 浅谷町 大規模修繕  

6 小原北部生活改善センター 雑敷町 現状維持  

7 石畳ふれあい広場 石畳町 現状維持  

8 藤岡ふれあいの館 藤岡飯野町 大規模修繕  

 

２ 計画期間 

 2021 年度から 2026 年度までの 6 年間とする。 

 

３ 目標使用年数 

 

 

 

 

 

 

４ 対策の優先順位の考え方 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用途 コミュニティ施設 

原則、目標使用年数は 57 年以上とし、経過年数の古い物から順に更新又は廃止を検討

する。 

ただし、各施設の構造や劣化状況、地域性なども考慮し、随時、計画的に施設更新又は

廃止を検討調整する必要がある。 

当該施設は、いずれも地域拠点となる多目的施設として、特に地元の会合や行事、交

流事業等、多彩な用途で利用されており、地域性を考慮した柔軟な機能向上と「持続可

能な地域社会づくり」の拠点となる長期展望的な整備を優先的に検討する必要がある。 

また、災害時には指定避難所となり、地元市民の一時的な安息と災害復旧に向けての

最前線機能を担う役割が求められる。 

対策の実施にあたっては、施設の劣化状況や点検・診断結果等を踏まえた維持管理と

ともに、財政負担の平準化等も考慮した、機能維持の修繕・改修を計画的に行うものと

する。 



【個別表】 

１ 施設名 基幹集落センター 

 

１ 施設の概要 （2019 年 3 月 31 日時点） 

所在地 大沼町 延床面積 811.10 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

基幹集落センター RC 造 1982 811.10 1 階  

 

２ 個別施設の状態等 

施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

令和２年度に長寿命化修繕工事を行い、空調設備及び電源設備の取替えを併せて行っ

た。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な考え方 

①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

 各種点検（日常点検、保守点検、法定点検等）の観察により、施設の劣化状況や

修繕の緊急度を把握する。 

点検結果、耐用年数を踏まえた適正な修繕により安全性を確保する。 

☑：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

  今後の人口減少や少子高齢化の進展等による施設利用者の減少や利用ニーズの変

化に対応していくため、施設更新に伴う複合化や余剰空間の用途転用を行い、多目

的な利用を可能とすることで、利便性の向上を図り、施設の有効活用に努める。 

☑：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 

  豊田市シルバー人材センターの指定管理により維持管理を行っている。 

あいち豊田農協と共同所有の建物のため、共同で維持管理を行っている。 

☐：４）施設の機能向上による利便性向上や、ランニングコストの縮減 

   

 



（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

 あいち豊田農協と共同所有の建物のため、共同設備の修繕前に協議が必要。 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

 

  



【個別表】 

2 施設名 
笹戸生活改善センター

笹戸会館 

 

１ 施設の概要 （2019 年 3 月 31 日時点） 

所在地 笹戸町 延床面積 286.10 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

集会所 W 造 1994 286.10 1 階  

倉庫 S造 1984 41.76 1 階  

 

２ 個別施設の状態等 

施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

集会所は木造で建築後２５年を経過し、経年による老朽化が著しい。 

また、地元自治区を主とした利用頻度も多く、壁床をはじめ給排水設備や空調設備の 

摩耗が著しい。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な方針 

①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

 ・指定管理者と連携した各種点検（日常点検、保守点検、法定点検等）の観察によ

り、施設の劣化状況や修繕の緊急度を把握する。 

・点検結果、耐用年数を踏まえた適正な修繕により安全性を確保する。 

 

☐：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

  特になし。 

 

☐：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 

  特になし。 



☑：４）施設の機能向上による利便性向上や、ランニングコストの縮減 

 ・高齢者の多い地域性を踏まえたバリアフリー化への対応や指定管理者との意見交

換を基にした利用者ニーズに応じた機能改修など、施設としての利便性向上に努

める。 

・設備の更新にあたっては、既存設備よりもメンテナンス頻度の少ない設備やエネ

ルギー消費量の少ない設備に更新し、初期費用（イニシャルコスト）だけでな

く、維持管理を含めた費用（ランニングコスト）の縮減に努める。 

（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

・災害時指定避難所であることを考慮し、緊急時に地域住民の避難にも対応した施設整

備についても関係機関と調整し、費用対効果を踏まえた上で、施設としての利便性向

上に努める。 

・地元地域の拠点施設であることにも配慮し、地元意見を反映した機能や構造等の改修

も、費用対効果を踏まえた上での実施に努める。 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

 

  



【個別表】 

3 施設名 
築羽農村環境改善センター

築羽会館 

 

１ 施設の概要 （2019 年 3 月 31 日時点） 

所在地 槙本町 延床面積 349.04 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

集会所 W 造 1991 349.04 1 階  

倉庫 S造 1995 27.00 1 階  

 

２ 個別施設の状態等 

施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

集会所は木造で建築後２５年以上を経過し、経年による老朽化が著しい。 

また、地元自治区を主とした利用頻度も多く、壁床をはじめ給排水設備や空調設備の 

摩耗が著しい。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な方針 

①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

 ・指定管理者と連携した各種点検（日常点検、保守点検、法定点検等）の観察によ

り、施設の劣化状況や修繕の緊急度を把握する。 

・点検結果、耐用年数を踏まえた適正な修繕により安全性を確保する。 

 

☐：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

   

☐：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 

  



☑：４）施設の機能向上による利便性向上や、ランニングコストの縮減 

 ・高齢者の多い地域性を踏まえたバリアフリー化への対応や指定管理者との意見交

換を基にした利用者ニーズに応じた機能改修など、施設としての利便性向上に努

める。 

・設備の更新にあたっては、既存設備よりもメンテナンス頻度の少ない設備やエネ

ルギー消費量の少ない設備に更新し、初期費用（イニシャルコスト）だけでな

く、維持管理を含めた費用（ランニングコスト）の縮減に努める。 

（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

・災害時指定避難所であることを考慮し、緊急時に地域住民の避難にも対応した施設整

備についても関係機関と調整し、費用対効果を踏まえた上で、施設としての利便性向

上に努める。 

・地元地域の拠点施設であることにも配慮し、地元意見を反映した機能や構造等の改修

も、費用対効果を踏まえた上での実施に努める。 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

 

  



【個別表】 

4 施設名 
敷島農村環境改善センター

敷島会館 

 

１ 施設の概要 （2019 年 3 月 31 日時点） 

所在地 杉本町 延床面積 480.12 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

集会所 W 造 1988 480.12 1 階  

倉庫 S造 1993 43.00 1 階  

 

２ 個別施設の状態等 

施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

集会所は木造で建築後３０年以上を経過し、経年による老朽化が著しい。 

また、地元自治区を主とした利用頻度も多く、壁床をはじめ給排水設備や空調設備の 

摩耗が著しい。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な方針 

①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

 ・指定管理者と連携した各種点検（日常点検、保守点検、法定点検等）の観察によ

り、施設の劣化状況や修繕の緊急度を把握する。 

・点検結果、耐用年数を踏まえた適正な修繕により安全性を確保する。 

 

☐：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

   

☐：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 

  



☑：４）施設の機能向上による利便性向上や、ランニングコストの縮減 

 ・高齢者の多い地域性を踏まえたバリアフリー化への対応や指定管理者との意見交

換を基にした利用者ニーズに応じた機能改修など、施設としての利便性向上に努

める。 

・設備の更新にあたっては、既存設備よりもメンテナンス頻度の少ない設備やエネ

ルギー消費量の少ない設備に更新し、初期費用（イニシャルコスト）だけでな

く、維持管理を含めた費用（ランニングコスト）の縮減に努める。 

（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

・災害時指定避難所であることを考慮し、緊急時に地域住民の避難にも対応した施設整

備についても関係機関と調整し、費用対効果を踏まえた上で、施設としての利便性向

上に努める。 

・地元地域の拠点施設であることにも配慮し、地元意見を反映した機能や構造等の改修

も、費用対効果を踏まえた上での実施に努める。 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

 

  



【個別表】 

5 施設名 浅野会館 

 

１ 施設の概要 

所在地 浅谷町 延床面積 828.08 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

集会所 W 造 1999 344.00 1 階  

多目的ホール S造 1972 484.08 2 階  

 

２ 個別施設の状態等 

 施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

 本施設は築後２２、４９年が経過しているが、屋根外壁延命化修繕工事が行われた履

歴がなく、全体的に劣化が進みつつある。特に多目的ホールの屋根外壁に劣化が見られ

るため、経過観察をしながら改修の時期についても早急に検討していく必要がある。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な方針 

 ①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

 ・予防保全型の設備機器の更新が重なる時期であり、関連する工事を同時期にまと 

めて実施することでコストの縮減を図る。また、配管類も同時期に更新すること

で施設の安全性向上を図る。 

・２０２１年に多目的ホールの外観に対する大規模改修を行う予定 

☐：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

  特になし。 

 ☐：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 

  特になし。 



☐：４）施設の機能向上による利便性向上やランニングコストの縮減 

  

（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

 多目的ホールは、旧浅野中学校の体育館を再利用。 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

 

  



【個別表】 

6 施設名 小原北部生活改善センター 

 

１ 施設の概要 （2019 年 3 月 31 日時点） 

所在地 雑敷町 延床面積 546.16 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

本館 RC 造 1986 546.16 1 階  

 

２ 個別施設の状態等 

施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

北部生活改善センターは、約３０年が経過し経年による劣化が著しい。四季桜まつり

などに利用があるが、暖房設備もなく給排水設備の老朽化が懸念され、外構も摩耗して

いる。 

平成２６年度に屋根外壁の延命化修繕工事を実施している。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な考え方 

①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

 各種点検（日常点検、保守点検、法定点検等）の観察により施設の劣化状況や修

繕の緊急度を把握する。 

☑：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

  四季桜まつりの利用など多目的な利用が可能となるよう施設の有効活用に努め

る。 

☑：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 



 （現在の導入状況） 

 施設は、地元の小原北部開発推進協議会に指定管理者契約を結んでおり、引き続

き効率的な施設運営に努めコスト削減を図る。 

（今後の考え） 

 小原地区の四季桜まつりでは、核となる施設となっており適正に管理運営を進め

るとともにさらに有効活用できる施設に努める。 

 

☑：４）施設の機能向上による利便性向上や、ランニングコストの縮減 

  設備の更新にあっては、省エネ効果の高い照明のＬＥＤ化を図り維持管理費用

（ランニングコスト）の削減に努める。 

また、四季桜まつりなど屋外利用が多いため、その利用の利便性の高める設備へ

の更新が望まれる。 

（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

 

 

 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

  



【個別表】 

7 施設名 石畳ふれあい広場 

 

１ 施設の概要 （2019 年 3 月 31 日時点） 

所在地 石畳町 延床面積 669.84 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

体育館 RC 造 1979  551.53  １階  

足湯棟 W 造 2008 64.80  １階  

便所 W 造 2008 19.98  １階  

倉庫 LWS造 2008 8.49  １階  

管理事務所 W 造 1998 25.04  １階  

 

２ 個別施設の状態等 

施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

体育館は建築後３９年が経過し、経年による老朽化が著しい。 

足湯棟は建築後１０年が経過しており、今のところ大きな劣化・損傷は見られない

が、今後は補修が必要な個所の発生が心配される。 

管理事務所は旧めぐみの森キャンプ場から移築されたログハウスであり、木の収縮に

よる隙間の発生や締め付けボルトの緩みが心配されたが令和２年度に防腐処理及び塗装

とボルト等の締め付けを実施した。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な考え方 

①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

 各種点検（日常点検、保守点検、法定点検等）の観察により、施設の劣化状況や

修繕の緊急度を把握する。 



☐：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

   

☐：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 

  

  

☐：４）施設の機能向上による利便性向上や、ランニングコストの縮減 

   

 

（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

  



【個別表】 

8 施設名 藤岡ふれあいの館 

 

１ 施設の概要（2019 年 3 月 31 日時点） 

所在地 藤岡飯野町 延床面積 1518.14 ㎡ 

 

建築物棟別 

棟別名称 構造 建築年度 延床面積（㎡） 階数 備考 

本館 S造 2006 1484.00 2 階  

プロパン庫 S造 2006 6.12 1 階  

屋外便所 RC 造 2006 8.65 1 階  

自転車置場 S造 2006 19.37 1 階  

 

２ 個別施設の状態等 

 施設の劣化・損傷の状況や要因、過去の対応状況等 

 本施設は築後１５年が経過している。屋根外壁延命化修繕工事が行われた履歴はない

が、健全な状態を保っている。各部位の劣化状況も軽度であり、引き続き経過観察しな

がらの使用で問題ないと思われる。 

 

３ 対策内容と実施時期 

（１）基本的な考え方 

 ①安全・安心な施設管理、②トータルコストの縮減、③施設の有効活用の促進の３つ

を柱とした取組を総合的に推進し、将来の施設更新や維持管理に係るトータルコストの

縮減・平準化を図る。 

（２）取組方針 

以下、取組として該当する項目にチェックを入れ、具体的な内容を明記する。 

 ☑：１）点検の実施、施設の修繕・更新による安全性の確保 

  予防保全型の設備機器の更新が重なる時期であり、関連する工事を同時期にまと

めて実施することでコストの縮減を図る。また、配管類も同時期に更新することで

施設の安全性向上を図る。 

 ☐：２）施設更新に伴う複合化・集約化、余剰空間の用途転用等による活用促進 

  

☐：３）民間活力の導入による事業推進や運営改善 

  



☑：４）施設の機能向上による利便性向上やランニングコストの縮減 

  照明器具に点灯不良が確認されているため、ＬＥＤ化更新を実施することでラン

ニングコストの縮減を図る。 

（３）その他、対策を実施する際に考慮すべき事項 

 

 

 

 

４ 対策内容（計画期間内の保全、機能向上、建替え・増築 等） 

 ※「年次計画表一覧」を参照。 

 

 


