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これからの公共施設を考える



はじめに

北杜市では

市⺠の皆さまと、
「地域の宝である公共施設等の将来の在り⽅」
について考えたい と思っています。

本日お話すること

なぜ、今公共施設等の在り⽅を考えるのか？
北杜市公共施設等総合管理計画
市⺠の皆さまにお願いしたいこと

用語の定義

● 公共施設・・・市が保有する庁舎や学校等の「ハコモノ」のこと
● インフラ・・・市が保有する道路や橋りょうといった「インフラ資産」のこと
● 公共施設等・・・公共施設とインフラを合わせた呼び⽅のこと
● ⼤規模改修・・・経年劣化した部位や耐⽤年数を迎えた設備等の機能・性能を⼀度

に（⼤規模）に改修すること
● 更新・・・「建替え」のこと 1



本日の説明会で、知っていただきたいこと

● 今後、多くの公共施設等が⽼朽化し、建替えなど
の必要性が⾼まってきます。

● 今後、少⼦⾼齢化が進むとともに⼈⼝が減少し、
公共施設等の利⽤の仕⽅が変わっていきます。

● ⻑期的な視点で公共施設等を再編していく必要
があるため、北杜市では基本的な⽅向性を⽰す
計画を作りました。
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なぜ、今公共施設等の在り方を考えるのか？

①⾼度経済成⻑期から昭和50年代に整備された施設が、同時に⼤
規模改修や建替えの時期を迎えています。

⼈⼝の増加に合わせて公共施設
を造ってサービスを充実させる 施設の⽼朽化

30年から40年後

⾬漏り

設備の故障

壁の脱落 ひび割れ

あれもこれも⽼朽化
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新しい施設ができて便利になる
公共⼯事のおかげで景気もよくなる

住⺠サービスの充実のために、○○施設
と△△施設を建設します！来年は・・・



なぜ、今公共施設等の在り方を考えるのか？

②⽼年⼈⼝の増加、⽣産年齢⼈⼝の減少により、将来の財政状況は
さらに厳しくなると予想されます。

③⼈⼝減少や少⼦⾼齢化などにより、今後の公共施設等の利⽤の仕
⽅が変わっていくことが予想されます。

増
加

減
少

○ 市税収⼊は減少する⼀⽅、社会保障関係費のますますの増加が⾒込まれます
○ ⾼齢者福祉施設などの需要が⾼まる⼀⽅、学校などの空き教室の増加が⾒込まれます

4



なぜ、今公共施設等の在り方を考えるのか？

④市町村合併により、同じような施設を重複して保有する⾃治体が増
えています。

庁舎 庁舎

体育館

体育館

ホール
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多くの合併⾃治体では、合併による類似施設を多く抱えており、その在り⽅について苦慮し
てます

ホール



北杜市の公共施設等の現状は？

公共施設の保有状況 総延床⾯積は50.6万㎡になります

行政系施設, 3.8%

市民文化系施設, 4.0%

社会教育系施設, 2.8%

スポーツ施設, 5.8%

産業系施設, 30.6%

子育て支援施設, 4.0%

学校教育施設, 23.8%

保健・福祉施設, 2.2%

医療施設, 3.6%

市営住宅, 17.4%

供給処理施設, 0.3%

その他, 1.7%

⾏政系施設
市⺠⽂化系施設
社会教育系施設
スポーツ施設
産業系施設
⼦育て⽀援施設
学校教育施設
保健・福祉施設
医療施設
市営住宅
供給処理施設
その他

総延床面積

50万6,212㎡

【公共施設の分類別延床面積】

北杜市にはたくさんの公共施設があります。
建物の総⾯積は約50.6万㎡、東京ドームの広
さに例えるとおよそ10.8個分に相当します。
そのうち、産業系施設が30.6％、学校教育施設
が23.8％、市営住宅が17.4％を占めています。

北杜市が保有している公共施設は、産業系施設、学校教育施設、市営住宅の３分類で
全体の７割以上を占めています
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北杜市の公共施設等の現状は？

他団体との保有量⽐較（延床⾯積） ⼭梨県内

【公共施設延床面積】

北杜市が保有している公共施設の延床⾯積は、甲府市に次いで２番⽬に多い⾯積を有
しています
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北杜市 506,212㎡



北杜市の公共施設等の現状は？

他団体との保有量⽐較（市⺠⼀⼈当たり） ⼭梨県内

【公共施設延床面積】

北杜市が保有している公共施設の市⺠⼀⼈当たりの延床⾯積は、県内市平均値に⽐べ
て2.1倍多くなっています。
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北杜市 8.67㎡



北杜市の公共施設等の現状は？

公共施設の整備状況 ⽐較的新しい建物を多く有しています

【公共施設の築年別整備状況】

他の多くの⾃治体が公共施設の⽼朽化に直⾯している中、北杜市は⽐較的新しい建物を
多く有してるという特徴があります
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延床面積（㎡）

⾏政系施設 市⺠⽂化系施設 社会教育系施設 スポーツ施設 産業系施設 ⼦育て⽀援施設
学校教育施設 保健・福祉施設 医療施設 市営住宅 供給処理施設 その他

建築年度不明
17,866㎡（3.5％）

旧耐震基準(S56年以前）
99,442㎡（19.7％）

新耐震基準(S57年以降）
388,904㎡（76.8％）
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北杜市の公共施設等の現状は？

建設後30年以上を経過する公共施設の割合 急速な⽼朽化

【建設後30年以上を経過する公共施設の割合】

築30年以上を経過する公共施設の延床⾯積の割合は、20年後には89％となり、⽼朽
化が⼀気に進むことが⾒込まれます

27.1%
49.3%

89.0%

72.9%
50.7%

11.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年度 10年後 20年後
築30年未満 築30年以上
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平成28年度 平成38年度
(10年後)

平成48年度
(20年後)



北杜市の公共施設等の現状は？

公共施設の管理状況 ⼀部の施設では⽼朽化が進⾏しています

コンクリートの劣化

腰壁の剥離
躯体の剥離

⽞関ポーチ屋根材破損

庇部分の劣化・破損

⾬漏り

躯体打ち込み部き裂
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北杜市の将来の人口は？

北杜市の将来⼈⼝予測 ⼈⼝構成が変化します

【北杜市の将来人口の推移】

将来的には少⼦⾼齢化は⼀層進み、平成52年には２⼈に１⼈が⾼齢者という状況にな
ると⾒込まれています
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社人研推計 北杜市人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ

11.2% 10.2% 8.9% 8.1% 7.6% 7.5% 7.5%

57.6% 53.3% 51.1% 49.3% 47.4% 45.8% 44.0%

31.2% 36.5% 40.0% 42.6% 45.0% 46.7% 48.5%
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H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

65歳以上 15～64歳 0～14歳

⾼齢者の⽐率は増加

H52では２⼈に
１⼈が⾼齢者

【年齢別人口構成比の推移】
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北杜市の将来の財政状況は？

財政の推移 ⾒通しは⾮常に厳しい状況

【歳入歳出決算額の推移（普通会計）】

将来的には、少⼦⾼齢化に伴う⽣産年齢⼈⼝の減少による減収が⾒込まれる⼀⽅で、扶
助費は今後も増え続ける⾒通しです

〈歳⼊〉 〈歳出〉(億円)

働き盛りの⼈が減少するので、
⾃主財源（税収）が減少

⾼齢化が進み、福祉のために使う
費⽤（扶助費）が増加
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北杜市の建築物の更新費用は？

公共施設のライフサイクルコスト 財政は厳しい状況

【一般社団法人地域総合整備財団の公共施設更新費用試算ソフトによる試算結果】

財政⾒通しを考えると、全ての公共施設を将来も同じように維持していくことは難しいと思わ
れます
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(億円) 公共施設の将来更新費用の推計

過去5年間の更新費用

大規模改修

大規模改修(積残し)

更新

更新(積残し)

向こう30年間の年平均

過去5年間の年平均

20年平均：38.8億円/年(直近5年間の3.5倍)

30年平均：37.2億円/年(直近5年間の3.4倍)直近5年間(実績)

11.1億円/年
40年平均：34.7億円/年(直近5年間の3.1倍)

過去5年間の実績値
年平均11.1億円

今後30年間の必要額
年平均37.2億円

30年間でみると・・・

14

約333億円

約1,117億円

不⾜額
年平均26.1億円

40年間の更新費⽤の総額
1,389.5億円

30年間の更新費⽤の総額
1,117.3億円



課題の整理

課題 ３つの課題

課題
１

課題
２

課題
３

施設の⽼朽化の進⾏

⼈⼝減少や⼈⼝構成の変化

● ２度の合併を経て類似した多くの公共施設を抱えており、これらの施設の⽼朽化は避けら
れない課題である。

● 今後、これら公共施設は⼤量更新を迎えることとなる。

● 平成18年以降⼈⼝の減少が続いている。
● 少⼦⾼齢化の進展等による将来の⼈⼝減少と世代間⼈⼝構成の変化により、求められ

る公共施設の規模、役割及び機能の変化が予測される。

財政的制約の強まり
● 少⼦⾼齢化や⼈⼝減少に伴う税収減や扶助費等の⽀出増を勘案し、公共施設の新設

や更新等に必要な資⾦額を増加させることは現実的ではない。
● 今後30年間の更新資⾦は総額1,117.3億円、１年当たり37.2億円と試算される。過

去５年間の平均額11.1億円の約3.4倍に相当する。
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現状のまとめ

公共施設の現状のまとめ 全ての施設を今後とも維持することは難しい

北杜市の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基本的な⽅針を⽰す
「公共施設等総合管理計画」を策定しました

公共施設の整備資⾦の不⾜

現状の維持が難しいため、適正な量にしていく必要がある

● ⽼朽化の進⾏に伴う施設の維持・更新費の増加
● ⼤幅な歳⼊額増加が⾒込めない⼀⽅で、⾼齢化等に伴う扶助費等の歳出額の増加

● 適正な量とは？ → 再編・再配置のシミュレーション

公共施設マネジメントの必要性
● 社会環境の変化や地域特性に応じた適切な公共サービスの提供と安定した財政運営の

両⽴
● 保有する公共施設を総合的に把握し、財政運営と連動させながら管理・活⽤
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北杜市公共施設等総合管理計画

⽬的 公共施設等の最適な配置を実現

「ハコモノ」のみならず、道路や橋りょうといった「インフラ」を含む全ての公共施設等の総合的
かつ計画的な管理の推進を⽬指します

財政規模に⾒合ったかたちでの
総合的・計画的な公共施設等の維持管理

少ない財政負担で、より⼤きな価値のある
⾏政サービスの提供（課題の解決）

● 公共施設等の全体の把握
● ⻑期的な視点をもって、更新・統廃合・⻑寿命化などを計画的に実施
● 財政負担の軽減・平準化

↓
公共施設等の最適な配置を実現
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北杜市公共施設等総合管理計画

計画の位置付け これまでの経過

市⺠の皆さまの⼤切な財産である公共施設を次世代に残すため、公共施設等の在り⽅に
ついて検討を進めていきます

● 現状の「⾒える化」
● 課題を整理して次につなげる

公共施設
マネジメント⽩書
（平成25年度策定）

公共施設等
総合管理計画
（平成28年度策定）

公共施設最適
配置に向けての
基本⽅針

（平成28年度策定）

● 基本的な考え⽅の整理
● 将来に向けた在り⽅の検討

● 推進⼿法や留意事項を定める
● 個別計画の指針

課題解決 具現化
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北杜市公共施設等総合管理計画

対象施設 公共施設（ハコモノ）361施設、50万６千㎡

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積

庁舎等 10 18,090.70 2.8% 3.6%

その他行政系施設 2 881.21 0.6% 0.2%

文化施設 3 8,133.30 0.8% 1.6%

集会施設 10 12,287.39 2.8% 2.4%

図書館 8 5,011.70 2.2% 1.0%

資料館等 12 9,035.42 3.3% 1.8%

プール 2 970.25 0.6% 0.2%

体育館 9 18,360.77 2.5% 3.6%

弓道場 2 177.66 0.5% 0.0%

武道場 3 1,538.38 0.8% 0.3%

屋内ゲートボール場 8 5,328.77 2.2% 1.1%

グラウンド・管理施設等 21 2,754.82 5.8% 0.6%

観光施設 31 22,229.01 8.6% 4.4%

農林施設 43 116,113.73 11.9% 22.9%

温泉施設 10 16,687.44 2.8% 3.3%

幼児・児童施設 23 4,683.86 6.4% 0.9%

保育施設 15 15,905.93 4.2% 3.1%

学校 21 117,019.00 5.8% 23.1%

その他教育施設 7 3,531.55 1.9% 0.7%

高齢者福祉施設 15 9,708.56 4.2% 1.9%

障がい福祉施設 2 666.00 0.5% 0.1%

保健施設 1 1,114.62 0.3% 0.2%

9 医療施設 医療施設 4 18,086.67 1.1% 3.6%

10 市営住宅 市営住宅 51 87,862.12 14.1% 17.4%

11 供給処理施設 供給処理施設 1 1,602.00 0.3% 0.3%

12 その他 その他 47 8,430.83 13.0% 1.7%

361 506,211.69 100% 100%

数量 構成割合（％）

1 行政系施設

4 スポーツ施設

No. 大分類 中分類

8 保健・福祉施設

総　数

5 産業系施設

6 子育て支援施設

7 学校教育施設

2 市民文化系施設

3 社会教育系施設
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北杜市公共施設等総合管理計画

対象施設 インフラ（道路1,868㎞、橋りょう631橋、トンネル６か所･･･）
分類 箇所数等 備考 

道路 市道 1,087,591.2ｍ 出典：道路現況調書（平成 28 年 3 月現在） 

農道 644,008.0ｍ 出典：農林道台帳（平成 28 年 3 月現在） 

林道 136,889.1ｍ 出典：農林道台帳（平成 28 年 3 月現在） 

合計 1,868,488.3ｍ  

橋りょう 631 橋 出典：道路現況調書（平成 28 年 3 月現在） 

     農林道台帳（平成 28 年 3 月現在） 

トンネル 6 か所 出典：トンネル調書 

上水道施設 

（簡易水道施設） 

管路 1,038,525ｍ 出典：平成 26 年度水道統計 

水源 80 か所 出典:上下水道事業地方公営企業法適用化基

本計画（平成 28 年 2 月） 

配水池 114 か所 出典:上下水道事業地方公営企業法適用化基

本計画（平成 28 年 2 月） 

下
水
道
施
設 

特定環境保全 

公共下水道施設 

管渠（管路） 531,240m  

終末処理場 13 か所 出典:上下水道事業地方公営企業法適用化基

本計画（平成 28 年 2 月） 

マンホールポンプ場 267 か所  

農業集落排水 

施設 

管渠（管路） 210,440m  

処理場 26 か所  

マンホールポンプ場 182 か所  

特定地域生活 

排水処理施設 

合併浄化槽 

(市町村設置型) 

99 基  

合計 管渠（管路） 741,680ｍ  

処理場 39 か所

マンホールポンプ場 449 か所

合併浄化槽 99 基  
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北杜市公共施設等総合管理計画

再編・再配置のシミュレーション 更新時期を迎える施設の延床⾯積を30％程度削減

【公共施設の将来更新費用の推計】

１年当たり15.5億円の経費が必要となり、直近5年間の年平均値（11.1億円）との⽐
較では1.4倍まで削減することができます
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(億円)

過去5年間の更新費
⼤規模改修
⼤規模改修(積残し
更新
更新(積残し)
向こう30年間の年平
過去5年間の年平均

20年平均：12.0億円/年(直近5年間の1.1倍)

30年平均：15.5億円/年(直近5年間の1.4倍)直近5年間(実績)

11.1億円/年
計画期間外

30年間の更新費⽤の総額
465.8億円

過去5年間の実績値
年平均11.1億円

今後30年間の必要額
年平均15.5億円

推計条件 ①施設：必要量を更新 ②施設：２施設を１施設 ③施設：３施設を１施設 ⼤規模改修：①施設のみ
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北杜市公共施設等総合管理計画

将来⽬標の⽅向性 ⼀歩踏み込んだ縮減への取り組み（30％縮減）

【将来の更新費用と財源の均衡を目指したイメージ】

今後30年間の更新費⽤は１年当た
り15.5億円（現在の1.4倍）に抑
えられます。

11.1億円/年

現在

37.2億円/年
このままでは・・・

15.5億円/年

①更新時期を迎える施設の
延床⾯積を30％程度縮減

②機能統合や複合化、譲渡等によ
り⾯積縮減

③⺠間活⼒の導⼊や⾯積縮減によ
り施設運営費を削減

公共施設にかかる費⽤を現在の⽔準
（11.1億円/年）に近づけます。

さらに・・・そこで・・・

30％縮減した場合 将来の目標

22
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北杜市公共施設等総合管理計画

計画期間 中⻑期的な視点が不可⽋

⽬標 公共施設（ハコモノ）・インフラ

23

ハコモノ
①更新時期を迎える施設の延床⾯積を30％程度縮減します
②類似施設の統廃合や複合化、地域や⺠間への譲渡を進めます
 最適配置は施設の耐用年数の到来を見据えて施設ごとに検討します
 運営コストがかかる施設については、耐用年数が経っていなくても積極的に民営化等を検討し

ていきます
 運営コストがあまりかからない施設は現在の施設を大切に使いながら、施設の更新時期にその

在り方を検討します

インフラ
①まちづくりとの整合を図りながら、利⽤需要の変化に応じたインフラ全
体の⾒直しを⾏います

②既存施設については、維持管理の⾒直しや予防保全の導⼊による
施設の⻑寿命化等、整備・維持管理コストの縮減を図ります

● 平成29年度から58年度までの30年間



北杜市公共施設等総合管理計画

施設機能別の再編・再配置の考え⽅ ４区分に分類

公共施設の機能の重要度により４区分に分類し、今後の再編・再配置の⽅向性を⽰して
います

区分① 法律等で設置が義務付けられている施設
● 施設・機能の維持が最優先
● 今後とも施設・機能の維持は市が⾏うが、規模の最適化や他施設からの機能集約による利⽤者の利便性向上

等を図る。

区分② 法律等による設置義務はないが、市で業務を扱う必要がある施設
● 施設の統合や複合化の検討を必要とする施設
● 今後とも施設・機能の維持は市が⾏うが、複合化・多機能化や類似機能の集約により施設数を削減する。

区分③ 再編・再配置や複合化、多機能化など重点的に管理運営形態を検討する施設
● 再編・再配置や複合化・多機能化などを重点的に⾏う施設
● 類似施設の統廃合や地域や⺠間への譲渡を検討する。

区分④ 既に廃⽌や⺠間移譲など⽅向性が明確な施設
● ⽅針に基づく事業の推進を着実に図る。
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北杜市公共施設等総合管理計画

エリア・地区等を考慮 ３つのエリア・８つの⽣活圏

地形的要因や⽣活圏による市⺠の皆さんの公共施設への交通上の便益などを考慮して進
めていきます
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北杜市公共施設等総合管理計画

施設特性に応じた利⽤圏域を考慮 ４つの施設区分

広域利⽤施設 市⺠だけではなく観光客等の利⽤も想定した施設
● 施設数をあらかじめ設定せず、今後の観光やまちづくりに関する政策との整合を図りながら最適配置を進める
● 多額のランニングコストが発⽣する施設は、積極的に⺠営化等運営形態の最適化も含めた縮減を検討

全市利⽤施設 全市⺠の利⽤を想定した施設
● 合併前の町村によりそれぞれ配置されている施設を、全市単位で１つに集約することを基本とする
● 地形的要因等を考慮し、場合によっては3エリアごとに１施設に集約することも検討

地域利⽤施設 主に地域住⺠の利⽤を想定した施設
● ８地区ごとに地域レベルの複数施設を集約した中核的施設を１か所程度配置することを⽬標
● 地区の中⼼的区域に位置することや、施設の広さや⽼朽化の度合い等、⽴地や施設の状態等を考慮して検討

特定利⽤施設 特定の市⺠に利⽤される施設
● 主な利⽤者である地域団体等への譲渡を検討

26



北杜市公共施設等総合管理計画

最適配置のための取組⼿法 ７種類の⼿法

27

① 類似機能共有化
集会室、会議室など機能が似ている施設の機能を共有化します

② 複合化・多機能化
施設を統合し、複数の機能を持った施設を整備します

③ ⺠間移管
⺠間が実施できる事業は⺠間によって実施するようにします

④ 譲渡
施設を市⺠等に譲渡し、市⺠等による管理運営を⾏います

⑤ 管理運営の最適化
指定管理者制度など⺠間の資⾦やノウハウを活⽤します

⑥ 広域連携
周辺⾃治体と共有化や役割分担することで公共施設を節減します

⑦ 廃⽌
⾏政サービスの必要性が低いと判断されるものは廃⽌を検討します



公共施設マネジメントってどんなこと？

公共施設とそのサービスの姿は変化 各地での様々な取り組み

その地域の特性に応じた⾒直しや維持管理（マネジメント）の⽅法があり、将来に向けて、
北杜市の特性に⾒合った公共施設の姿を⾒つけていく必要があります

廃校を市庁舎にリノベーション（富⼭県氷⾒市）
● 旧県⽴⾼校校舎・体育館を改修し、新しい庁舎を整備（建替えに⽐べ18億円のコストダウン）
● ⼤空間を活かして窓⼝をワンフロアに集約（利⽤者の利便性が向上）
● グラウンドの敷地を活⽤して広い駐⾞場を確保（利⽤者の利便性が向上）

⼩学校の空き教室に他の施設を併設（京都府向⽇市ほか）
● 空き教室などを他の施設に改修、複合化（施設の有効活⽤、地域の⽣涯学習やコミュニティの拠点形成）
● 児童・⽣徒と施設利⽤者との交流（世代間交流）
● 専⾨性のある⼈材や地域住⺠の参画（学校運営への⽀援）

その他
○ ⾃治体と⺠間との連携による公共施設の整備・運営（公⺠連携＝PPP）
○ 学校施設の光熱⽔費の節減（データを分析して無駄を改善）
○ ⼩中学校のプールを廃⽌し、⺠間施設を活⽤
○ 公共施設の運営を⺠間が実施し、カフェ等を併設

28



地区ごとの比較

地区ごとの⽐較 施設数・棟数・延床⾯積

⾼根町を除き、施設数、棟数、延床⾯積ともに⼈⼝規模におおむね⽐例した数量となって
います

【地区ごとの施設数・棟数・延床面積】

29



地区ごとの比較

地区ごとの⽐較 １⼈当たり延床⾯積

１⼈当たりの延床⾯積は、⾼根町が15.61㎡と最も多く、次いで須⽟町、明野町の順と
なっています

【地区ごとの１人当たり延床面積】
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地区ごとの比較

地区ごとの⽐較 施設類型別の延床⾯積の割合

【社会教育系施設】 【スポーツ施設】

(㎡)
明野町 2,053
須⽟町 1,544
⾼根町 1,648
⻑坂町 3,795
⼤泉町 2,809
⼩淵沢町 1,377
⽩州町 428
武川町 394
合計 14,048

(㎡)
明野町 1,376
須⽟町 3,539
⾼根町 4,151
⻑坂町 5,145
⼤泉町 4,800
⼩淵沢町 3,264
⽩州町 4,544
武川町 2,310
合計 29,129

【市民文化系施設】

(㎡)
明野町 1,706
須⽟町 4,178
⾼根町 3,152
⻑坂町 3,789
⼤泉町 1,958
⼩淵沢町 2,560
⽩州町 1,912
武川町 1,166

合計 20,421

【行政系施設】

(㎡)
明野町 2,767
須⽟町 6,295
⾼根町 3,517
⻑坂町 3,487
⼤泉町 186
⼩淵沢町 777
⽩州町 842
武川町 1,100
合計 18,971
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地区ごとの比較

地区ごとの⽐較 施設類型別の延床⾯積の割合

【産業系施設】

(㎡)
明野町 1,150
須⽟町 2,848
⾼根町 4,044
⻑坂町 6,027
⼤泉町 1,578
⼩淵沢町 2,091
⽩州町 1,257
武川町 1,595
合計 20,590

(㎡)
明野町 22,343
須⽟町 13,050
⾼根町 86,392
⻑坂町 1,800
⼤泉町 4,467
⼩淵沢町 10,389
⽩州町 8,500
武川町 8,089
合計 155,030

【子育て支援施設】

【学校教育施設】 【保健・福祉施設】

(㎡)
明野町 12,480
須⽟町 17,053
⾼根町 22,442
⻑坂町 27,113
⼤泉町 9,026
⼩淵沢町 12,743
⽩州町 10,053
武川町 9,641
合計 120,551

(㎡)
明野町 387
須⽟町 4,217
⾼根町 2,656
⻑坂町 1,079
⼤泉町 1,042
⼩淵沢町 727
⽩州町 0
武川町 1,382
合計 11,490
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地区ごとの比較

地区ごとの⽐較 施設類型別の延床⾯積の割合

【その他】

【市営住宅】

(㎡)
明野町 2,779
須⽟町 19,573
⾼根町 18,888
⻑坂町 17,045
⼤泉町 8,487
⼩淵沢町 12,514
⽩州町 2,290
武川町 6,287
合計 87,863

【供給処理施設】

(㎡)
明野町 0
須⽟町 0
⾼根町 0
⻑坂町 1,602
⼤泉町 0
⼩淵沢町 0
⽩州町 0
武川町 0
合計 1,602

(㎡)
明野町 0
須⽟町 1,898
⾼根町 2,052
⻑坂町 2,770
⼤泉町 0
⼩淵沢町 1,711
⽩州町 0
武川町 0
合計 8,431

【医療施設】

(㎡)
明野町 499
須⽟町 8,748
⾼根町 0
⻑坂町 8,219
⼤泉町 0
⼩淵沢町 0
⽩州町 622
武川町 0
合計 18,088
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明野地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には3,040⼈と32.3％の減少率を
⽰しています

34

明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



明野地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● 明野学校給⾷センター（機能移転） ➔ 北杜南学校給⾷センター
● 明野保健センター（機能移転） ➔ 北杜市保健センター

廃⽌・閉校・閉園・解体
● ⼩笠原プール、朝神屋内運動場（解体）

貸付け
● 明野学校給⾷センター（有償）

35



明野地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ ハード⾯で優れている明野総合⽀所、埋蔵⽂化財センター、明野ふるさと太陽館は、複合化や多
機能化の拠点施設となることが期待されます。

・ 明野総合会館は、図書館、児童館を併設した複合施設です。
・ 明野⼸道場は、現在休⽌中です。
・ 明野収蔵庫、明野⼸道場、明野保育園、明野⼩学校（校舎）、富⼠⾒ヶ丘住宅、緑ヶ丘住
宅は、向こう30年間のうちに更新時期を迎えます。

施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 1 明野総合⽀所
集会施設 1 明野総合会館
図書館 1 明野図書館
資料館等 1 埋蔵⽂化財センター
体育館 1 明野多⽬的屋内運動場
⼸道場 1 明野⼸道場

グラウンド・管理施設等 1 明野テニスコート

観光施設 2 体験⼯房あけの・薬膳ふるさ
と、明野ふれあいの⾥

農林施設 4

明野町育苗センター、明野町
農産物集出荷センター、明野
町堆肥センター、明野町農村
公園直売所施設

温泉施設 1 明野ふるさと太陽館
幼児・児童施設 2 明野放課後児童クラブ 明野児童館
保育施設 1 明野保育園
学校 2 明野⼩学校、明野中学校

⾼齢者福祉施設 2 明野ゆうゆうふれあい館、明
野⼩笠原⾼齢者憩いの家

医療施設 1 辺⾒診療所

市営住宅 3 富⼠⾒ヶ丘住宅、緑ヶ丘住
宅、明野ひまわり団地
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須玉地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には4,094⼈と32.1％の減少率を
⽰しています

37

明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



須玉地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● 北杜南学校給⾷センター（集約） ⇦ 明野、⾼根学校給⾷センター、須⽟⼩、増富⼩、須⽟中給⾷調理場
● 須⽟保育園（統合） ⇦ 若神⼦、穂⾜、多⿇、津⾦、増富保育園
● 須⽟⼩学校（統合） ⇦ 増富⼩学校
● 須⽟総合⽀所・南部教育センター（機能移転） ➔ 須⽟保健センター
● 須⽟保健センター（機能移転） ➔ 北杜市保健センター

廃⽌・閉校・閉園・解体
● 若神⼦保育園、穂⾜保育園、多⿇保育園、津⾦保育園、増富保育園（閉園）
● 増富⼩学校（閉校）
● 旧須⽟総合⽀所庁舎、須⽟体育館、穂⾜保育園、多⿇保育園、津⾦保育園、穂⾜⼩学校プール、多⿇⼩学
校プール、江草⼩学校プール、陶芸創造館（解体）

譲渡
● みずがきランド、若神⼦保育園（有償）
● みずがきそば処、須⽟なかよし健康の家（無償）

貸付け
● 増富保育園、増富⼩学校、増富⼩給⾷調理場（有償）

転⽤（機能変更）
● 須⽟保健センター（庁舎）
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須玉地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ ハード⾯で優れている須⽟ふれあい館は、複
合化や多機能化の拠点施設となることが期
待されます。

・ 増富総合会館は、出張所を併設した複合
施設です。

・ 須⽟ふれあい館は、図書館を併設した複合
施設です。

・ 須⽟さわやか児童館は、放課後児童クラブを
併設した複合施設です。

・ 塩川病院は、訪問看護ステーションを併設し
た複合施設です。

・ 北杜市役所（議場棟）、須⽟総合体育
館、みずがき⼭グリーンロッジ、須⽟⼩学校
（校舎、屋内運動場）、須⽟中学校（校
舎、技術室、柔剣道場）、御所前団地、
多⿇団地、サンコーポラス須⽟団地、旧津
⾦学校は、向こう30年間のうちに更新時期
を迎えます。

・ 須⽟⼩学校（校舎）、北杜南学校給⾷セ
ンター、さつき団地は、⼤規模改修を実施し
ました。

施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 3 北杜市役所 須⽟総合⽀所、増富出張所
⽂化施設 1 須⽟ふれあい館
集会施設 1 増富総合会館
図書館 1 すたま森の図書館
資料館等 1 津⾦学校
体育館 1 須⽟総合体育館

グラウンド・管理施設等 4 須⽟和⽥⾃然公園、須⽟ふ
るさと公園

須⽟のろしの⾥ふれあい公
園、穂⾜スポーツ公園

観光施設 3
みずがき⼭リーゼンヒュッテ、み
ずがき湖ビジターセンター、み
ずがき⼭グリーンロッジ

農林施設 6

⼤正館、江草農産物処理加
⼯施設、須⽟津⾦ハーブ園、
おいしい市場、須⽟町おいし
い学校、須⽟全国植樹祭会
場跡地公園

温泉施設 2 健康ランド須⽟、増富の湯
幼児・児童施設 2 須⽟放課後児童クラブ 須⽟さわやか児童館
保育施設 1 須⽟保育園・南部こども園
学校 2 須⽟⼩学校、須⽟中学校

その他教育施設 1 北杜南学校給⾷センター

⾼齢者福祉施設 3
塩川病院訪問看護ステーショ
ンつくしんぼ、しおかわ福寿の
⾥

須⽟町デイサービスセンター

医療施設 1 塩川病院

市営住宅 9

御所前団地、多⿇団地、さつ
き団地、みさき団地、就業促
進住宅、みずがき住宅（⼩
尾団地・⽐志団地）、サン
コーポラス須⽟団地、⼦育て
⽀援住宅須⽟団地

その他 8

須⽟駐⾞場、増富温泉郷駐
⾞場

旧津⾦学校（屋内運動場・
プール）

須⽟町⼤⾖⽣⽥農産物処
理・加⼯施設、須⽟町⼤和
⾼齢者活動促進施設、須⽟
町藤⽥⼥性・若者等活動促
進施設、須⽟町⼆⽇市場⾼
齢者⽣きがい発揮促進施
設、須⽟町森林環境ボラン
ティア施設上⼩倉コミュニティ
センター
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高根地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には6,252⼈と30.7％の減少率を
⽰しています

40

明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



高根地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● 北杜市保健センター（集約） ⇦ 明野、須⽟、⼤泉、⼩淵沢、⽩州、武川の各保健センター
● 北杜市保健センター（複合化） ⇦ はっぴいたんたん
● ⾼根局舎（集約） ⇦ ⼤泉局舎、⼩淵沢局舎
● ⾼根統合⼩学校（統合） ⇦ ⾼根東⼩学校、⾼根北⼩学校、⾼根清⾥⼩学校 ※平成31年４⽉
● ⾼根学校給⾷センター（機能移転） ➔ 北杜南学校給⾷センター

廃⽌・閉校・閉園・解体
● ⾼根東⼩学校、⾼根北⼩学校、⾼根清⾥⼩学校（閉校）※平成31年３⽉

譲渡
● パル・実郷（有償）
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高根地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ ハード⾯で優れている旧⾼根ふれあいテレビ、
⾼根体育館は、複合化や多機能化の拠点
施設となることが期待されます。

・ ⾼根図書館は、浅川伯教・巧兄弟資料館
を併設した複合施設です。

・ 保健センターは、はっぴいたんたんを併設した
複合施設で、⼤規模改修を実施しました。

・ ⾼根東⼩学校、⾼根北⼩学校、⾼根清⾥
⼩学校は平成31年４⽉に統合し、⾼根東
⼩学校、⾼根北⼩学校、⾼根清⾥⼩学校
は廃校となります。（⾼根統合⼩学校）

・ へき地教員住宅は、⾼根北⼩学校と⾼根
清⾥⼩学校の廃校に伴い、その役割を終え
ます。

・ ⾼根総合⽀所、⾼根町農村環境改善セン
ター、⾼根武道場、⾼根総合グラウンド（管
理棟）、たかね荘（本館、別館）、⾼根東
放課後児童クラブ、しらかば保育園さくら分
園、みどり保育園、⾼根東⼩（校舎）、⾼
根⻄⼩（校舎）、⾼根北⼩（校舎、屋内
運動場）、⾼根清⾥⼩（校舎）、上の原
（⽊造）、⾼根、新町、箕輪、⼤林、東尾
根、五町⽥、⿊沢の各団地は、向こう30年
間のうちに更新時期を迎えます。

・ 上の原団地は、⼤規模改修を実施しました。

施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 1 ⾼根総合⽀所
その他⾏政系施設 1 旧⾼根ふれあいテレビ

⽂化施設 1 ⼋ケ岳やまびこホール

集会施設 1 ⾼根町農村環境改善セン
ター

図書館 1 たかね図書館
資料館等 1 浅川伯教・巧兄弟資料館
体育館 1 ⾼根体育館
武道場 1 ⾼根武道場

グラウンド・管理施設等 3
清⾥スポーツ広場、⾼根総合
グラウンド、⾼根総合グラウン
ド（テニスコート）

観光施設 3 清⾥駅前観光総合案内所 たかね荘、清⾥駅前広場

農林施設 13

道の駅南きよさと ⾼根クラインガルテン、南⼋ヶ
岳花の森公園、たかね有機セ
ンター、⾼根町育苗施設
（⻄割・北割・清⾥）、⾼根
町林産物展⽰販売施設、北
甲斐亭、⾼根町⾷彩⼯房き
よさと、⾼根町箕輪新町交流
施設、たかね省エネルギー花
き栽培施設、たかね花き野菜
組織培養施設

温泉施設 1 たかねの湯

幼児・児童施設 5

⾼根東放課後児童クラブ、⾼
根⻄放課後児童クラブ（低
学年・⾼学年）、清⾥放課
後児童クラブ、はっぴいたんた
ん

保育施設 4
しらかば保育園、しらかば保
育園さくら分園、みどり保育
園、わかば保育園

学校 5
⾼根東⼩学校、⾼根⻄⼩学
校、⾼根北⼩学校、⾼根清
⾥⼩学校、⾼根中学校

その他教育施設 2
⾼根清⾥⼩学校へき地教員
住宅、⾼根北⼩学校へき地
教員住宅

⾼齢者福祉施設 1 ⾼根町デイサービスセンター
保健施設 1 保健センター

市営住宅 13

上の原団地、⾼根団地、新
町団地、箕輪団地、⼤林団
地、東尾根団地、⾼根みどり
団地、五町⽥団地、⿊沢団
地、朝⽇ヶ丘団地、新井上
団地、福祉村団地、サンコー
ポラス⾼根団地

その他 5
北の杜聖苑 清⾥駅⻄駐⾞場、清⾥駅前

駐⾞場、清⾥駅南駐⾞場、
清⾥⼤滝駐⾞場
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長坂地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には5,720⼈と34.1％の減少率を
⽰しています

43

明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



長坂地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● ⻑坂東放課後児童クラブ（集約） ⇦ ⽇野春、秋⽥、⼩泉の各放課後児童クラブ ※３〜６年⽣
● ⻑坂⻄放課後児童クラブ（集約） ⇦ ⽇野春、秋⽥、⼩泉の各放課後児童クラブ ※１〜２年⽣
● 北杜北学校給⾷センター（集約） ⇦ 泉⼩、⽩州⼩、⽩州中の各給⾷調理場
● ⻑坂⼩学校（統合） ⇦ ⽇野春⼩学校、⻑坂⼩学校、秋⽥⼩学校、⼩泉⼩学校
● ⻑坂総合⽀所（複合化） ⇦ ⼋ヶ岳訪問看護ステーション

廃⽌・閉校・閉園・解体
● ⽇野春⼩学校、⻑坂⼩学校、秋⽥⼩学校、⼩泉⼩学校（閉校）
● 旧⻑坂⼩学校、旧⼋ヶ岳訪問看護ステーション（解体）

貸付け
● 秋⽥放課後児童クラブ、旧⼩泉保育園（無償）
● ⽇野春⼩学校、⼩泉⼩学校、ながさかリハビリセンター（有償）

転⽤（機能変更）
● ⼩泉放課後児童クラブ（幼児・児童施設）
● 秋⽥⼩学校（その他）
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長坂地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ ハード⾯で優れている⻑坂コミュニティ・ステー
ション、郷⼟資料館は、複合化や多機能化
の拠点施設となることが期待されます。

・ ⻑坂総合⽀所は、囲碁美術館、訪問看護
ステーションを併設した複合施設です。

・ ⻑坂コミュニティ・ステーションは、図書館を併
設した複合施設です。

・ ⻑坂総合⽀所（囲碁美術館、⼋ヶ岳訪問
看護ステーション）、⻑坂町農村環境改善
センター、⻑坂総合スポーツ公園（体育館、
柔剣道場、管理室）、⻑坂保育園、⻑坂
保育園秋⽥分園、甲陵中学校（⻄棟）、
甲陵⾼等学校（教室棟、東棟、⻄棟、⼸
道場、寄宿舎）、⾼松団地は、向こう30年
間のうちに更新時期を迎えます。

・ サンコーポラス⻑坂団地は、⼀部⼤規模改
修を実施しました。

施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 1 ⻑坂総合⽀所
⽂化施設 1 ⻑坂コミュニティ・ステーション

集会施設 1 ⻑坂町農村環境改善セン
ター

図書館 1 ながさか図書館
資料館等 2 郷⼟資料館 囲碁美術館

体育館 1 ⻑坂総合スポーツ公園（体
育館）

武道場 1 ⻑坂総合スポーツ公園（柔
剣道場）

屋内ゲートボール場 2

⻑坂総合スポーツ公園（福
祉公園・屋内ゲートボール
場）、⻑坂B&G海洋セン
ター（多⽬的屋内運動場）

グラウンド・管理施設等 4

⻑坂総合スポーツ公園、⻑坂
総合スポーツ公園（テニスコー
ト）、⻑坂総合スポーツ公園
（陸上競技場）、⻑坂総合
スポーツ公園（福祉公園）

観光施設 4 ⻑坂駅前観光案内所 三分⼀湧⽔館、おいでや、⻑
坂まちなか公園

幼児・児童施設 4
⻑坂東放課後児童クラブ、⻑
坂⻄放課後児童クラブ、つくし
んぼルーム、ひよこルーム

保育施設 4

⻑坂保育園、⻑坂保育園秋
⽥分園、⼩泉保育園・北部こ
ども園、⻑坂保育園⽇野春
分園

学校 4 ⻑坂⼩学校、⻑坂中学校、
甲陵中学校、甲陵⾼等学校

その他教育施設 1 北杜北学校給⾷センター
⾼齢者福祉施設 2 ⼋ヶ岳訪問看護ステーション ながさかげんき百歳センター
障がい福祉施設 2 かざぐるま ながさかリハビリセンター
医療施設 1 甲陽病院

市営住宅 6

⻑坂本町団地、⼤⽇向団
地、⾼松団地、中之島団
地、やまなみ団地、サンコーポ
ラス⻑坂団地

供給処理施設 1 北部ふるさと公苑

その他 10

オオムラサキセンター、⻑坂⾼
根駐⾞場①②③、⼋ヶ岳駐
⾞場①②、甲斐⼩泉駅前駐
⾞場、⻑坂駅前駐⾞場、⻑
坂上町駐⾞場、⽇野春駅前
駐⾞場
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大泉地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には2,876⼈と35.8％の減少率を
⽰しています
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明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



大泉地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● ⼤泉総合会館（複合化） ⇦ ⼤泉総合⽀所・東部上下⽔道センター
● いずみふれあい児童館（集約） ⇦ ⼤泉駅前児童館
● ⼤泉局舎（機能移転） ➔ ⾼根局舎
● つくしんぼルーム（機能移転） ➔ ⼩泉放課後児童クラブ
● 泉⼩給⾷調理場（機能移転） ➔ 北杜北学校給⾷センター
● ⼤泉保健センター（機能移転） ➔ 北杜市保健センター

廃⽌・閉校・閉園・解体
● 旧⼤泉総合⽀所庁舎、⼤泉レストハウス⾚い橋、展⽰⽤住宅（からまつ売店）、⼤泉駅前児童館、泉⼩給⾷
調理場（解体）
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大泉地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ ハード⾯で優れている⾦⽥⼀春彦記念図書
館は、複合化や多機能化の拠点施設となる
ことが期待されます。

・ ⼤泉総合会館は、総合⽀所を併設した複
合施設で、⼤規模改修を実施しました。

・ ⾦⽥⼀春彦記念図書館は、児童館を併設
した複合施設です。

・ 泉温泉健康センターは、デイサービスセンター
を併設した複合施設です。

・ ⼤泉総合会館（⼤泉総合⽀所）、⼤泉
総合会館（陶芸室）、⼤泉収蔵庫、⼋ヶ
岳いずみ荘、甲斐⼤泉駅前観光案内所、
美し森展望休憩舎、いずみ保育園、泉⼩
学校（校舎、図書室、屋内運動場）、泉
中学校（校舎、技術室・準備室、学校給
⾷調理場）、⻄⽥、宮地、井出原、姥神の
各団地は、向こう30年間のうちに更新時期
を迎えます。

・ 姥神住宅、⼭崎団地は、⼀部⼤規模改修
を実施しました。

施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 1 ⼤泉総合⽀所
集会施設 2 ⼤泉総合会館 ⼤泉町いずみ活性化施設
図書館 1 ⾦⽥⼀春彦記念図書館

資料館等 3
考古資料館、⾦⽣遺跡ふる
さと歴史公園、⾕⼾城跡ふる
さと歴史公園

プール 1 いずみプール
体育館 1 ⼤泉体育館
武道場 1 ⼤泉格技場

屋内ゲートボール場 2
⼤泉屋内ゲートボール場、泉
温泉健康センター（屋内ゲー
トボール場）

グラウンド・管理施設等 1 いずみふれあい公園

観光施設 4

⼋ヶ岳いずみ荘、甲斐⼤泉
駅前観光案内所、美し森観
光案内所、美し森展望休憩
舎

農林施設 4
そば処いずみ、そば打ち体験
館、そばもやし⽣産施設、い
ずみふれあい農業体験の家

温泉施設 2 泉温泉健康センター、パノラマ
の湯

幼児・児童施設 3 ⼤泉東放課後児童クラブ、⼤
泉⻄放課後児童クラブ

いずみふれあい児童館

保育施設 1 いずみ保育園
学校 2 泉⼩学校、泉中学校

その他教育施設 1 泉中学校学校給⾷調理場

⾼齢者福祉施設 2 ⼤泉町デイサービスセンター、
⼤泉屋内スポーツ施設

市営住宅 6

⻄⽥住宅、宮地住宅、井出
原住宅、姥神住宅、⼭崎団
地、⼦育て⽀援住宅⼤泉団
地

その他 5

甲斐⼤泉駅南駐⾞場、甲斐
⼤泉駅東駐⾞場、甲斐⼤泉
駅⻄駐⾞場、⼤泉美し森駐
⾞場、⼤泉⿃の⼩池駐⾞場
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小淵沢地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には3,990⼈と29.7％の減少率を
⽰しています
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明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



小淵沢地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● ⽣涯学習センターこぶちさわ（複合化） ⇦ ⼩淵沢総合⽀所・北部教育センター
● ⼩淵沢局舎（機能移転） ➔ ⾼根局舎
● ⼩淵沢保健センター（機能移転） ➔ 北杜市保健センター

廃⽌・閉校・閉園・解体
● 旧⼩淵沢総合⽀所庁舎、⼋ヶ岳登⼭歴史館、⼤平倉庫（解体）

譲渡
● ⼩淵沢町⾼野ふれあい農園温室（無償）

貸付け
● ⼩淵沢局舎（有償）

転⽤（機能変更）
● ⼩淵沢保健センター（幼児・児童施設）
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小淵沢地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ ハード⾯で優れているスパティオ⼩淵沢、⼩
淵沢共同福祉施設は、複合化や多機能化
の拠点施設となることが期待されます。

・ ⽣涯学習センターこぶちさわは、総合⽀所、
図書館、放課後児童クラブを併設した複合
施設で、⼤規模改修を実施しました。

・ スパティオ⼩淵沢は、温泉施設を併設した複
合施設です。

・ ⼩淵沢共同福祉施設は、ひまわりルーム、デ
イサービスセンターを併設した複合施設です。

・ ⽣涯学習センターこぶちさわ（⼩淵沢総合
⽀所、⼩淵沢図書館、⼩淵沢放課後児童
クラブ）、⼩淵沢収蔵庫、⼩淵沢B&G海
洋センター、⼩淵沢総合スポーツセンター
（体育館、屋内ゲートボール場）、⼩淵沢
東スポーツセンター（管理棟）、権現⼩屋、
⻘年⼩屋、⼩淵沢町特産品開発センター、
⼩淵沢⻄保育園、⼩淵沢東保育園、⼩淵
沢⼩学校（校舎、屋内運動場）、⼩淵沢
学校給⾷センター、平井出団地、新井団地
は、向こう30年間のうちに更新時期を迎えま
す。

・ 下笹尾団地は、⼀部⼤規模改修を実施し
ました。
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施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 1 ⼩淵沢総合⽀所
その他⾏政系施設 1 旧にこにこすていしょん

集会施設 1 ⽣涯学習センターこぶちさわ
図書館 1 ⼩淵沢図書館
資料館等 2 ⼩淵沢収蔵庫、平⽥家住宅
プール 1 ⼩淵沢B&G海洋センター

体育館 2
⼩淵沢総合スポーツセンター
（体育館）、⼩淵沢東ス
ポーツセンター（体育館）

屋内ゲートボール場 2

⼩淵沢総合スポーツセンター
（屋内ゲートボール場）、⼩
淵沢東スポーツセンター（屋
内ゲートボール場）

グラウンド・管理施設等 2 ⼩淵沢総合スポーツセンター、
⼩淵沢東スポーツセンター

観光施設 8

⼩淵沢駅前観光案内所、道
の駅こぶちさわ観光案内所

スパティオ⼩淵沢、⼩淵沢町
農林漁業体験学習館、花
パークフィオーレこぶちさわ、こ
ぶちさわ昆⾍美術館、権現⼩
屋、⻘年⼩屋

農林施設 4

道の駅こぶちさわ ⼩淵沢町⼤滝⾼齢者活動・
⽣活⽀援促進機会施設、⼩
淵沢町有機肥料供給セン
ター、⼩淵沢町特産品開発
センター

温泉施設 1 延命の湯

幼児・児童施設 3 ⼩淵沢放課後児童クラブ、ひ
まわりルーム

⼩淵沢共同福祉施設

保育施設 2 ⼩淵沢⻄保育園、⼩淵沢東
保育園

学校 2 ⼩淵沢⼩学校、⼩淵沢中学
校

その他教育施設 1 ⼩淵沢学校給⾷センター

⾼齢者福祉施設 2
⼩淵沢町デイサービスセン
ター、⼩淵沢町⾼齢者健康
づくりの家

市営住宅 6

平井出団地、新井団地、下
笹尾団地、久保団地、松向
団地、サンコーポラス⼩淵沢
団地

その他 14

⼩淵沢駐⾞場①②③、⼩淵
沢第1駐⾞場、⼩淵沢ループ
橋駐⾞場、⼩淵沢駅前駐⾞
場、⼩淵沢城⼭駐⾞場、⼩
淵沢第3駐⾞場

⼩淵沢第2駐⾞場 ⼩淵沢町物産会館、⼩淵沢
⾼野⾼齢者活動促進施設、
⼩淵沢町下笹尾農林⽔産
物処理加⼯施設、⼩淵沢町
久保農林⽔産物処理加⼯
施設、⼩淵沢町岩窪⼥性・
若者等活動促進施設



白州地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には2,112⼈と41.8％の減少率を
⽰しています
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明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



白州地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● はくしゅう館（複合化） ⇦ ⽩州総合⽀所
● ⻄部上下⽔道センター（機能移転） ➔ ⽩州町農村婦⼈の家
● ⽩州⼩、⽩州中給⾷調理場（機能移転） ➔ 北杜北学校給⾷センター
● ⽩州保健センター（機能移転） ➔ 北杜市保健センター
● ⽩州診療所（機能移転） ➔ ⽩州保健センター

廃⽌・閉校・閉園・解体
● ⽩州町デイサービスセンター（廃⽌）
● 旧⽩州総合⽀所庁舎、旧⽩州診療所（解体）

貸付け
● みのる⽩州館（無償）

転⽤（機能変更）
● ⽩州保健センター（医療施設）
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白州地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ ⽩州総合⽀所（はくしゅう館）は、図書館、収蔵庫を併設した複合施設です。
・ ⽩州・尾⽩の森名⽔公園は、温泉施設を併設した複合施設です。
・ ⽩州町農村婦⼈の家、尾⽩の森キャンプ場（バンガロー１、管理棟）、甲斐駒ヶ岳七丈⼩屋、
⽩州放課後児童クラブ、⽩州保育園・⻄部こども園、⽩州⼩学校（校舎）、⽩州中学校（校
舎、室内運動場）、⽩州診療所（住宅）、⽵花2号団地、横⼿団地、宮の上団地は、向こう
30年間のうちに更新時期を迎えます。

施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 1 ⽩州総合⽀所

集会施設 2 ⽩州総合会館、⽩州町農村
婦⼈の家

図書館 1 ライブラリーはくしゅう
資料館等 1 ⽩州収蔵庫
体育館 1 ⽩州体育館

屋内ゲートボール場 1 ⽩州福祉会館（屋内ゲート
ボール場）

グラウンド・管理施設等 4

⽩州ふるさと交流センター、⽩
州総合運動場、⽩州総合運
動場（テニスコート）、⽩州
運動広場施設

観光施設 4
ヴィレッジ⽩州、尾⽩の森キャ
ンプ場、⽩州・尾⽩の森名⽔
公園、甲斐駒ヶ岳七丈⼩屋

農林施設 3 道の駅はくしゅう ⽩州町⿃原平活性化施設、
⽩州町農産物加⼯施設

温泉施設 2 尾⽩の湯、フォッサ・マグナの湯
幼児・児童施設 1 ⽩州放課後児童クラブ
保育施設 1 ⽩州保育園・⻄部こども園
学校 2 ⽩州⼩学校、⽩州中学校

⾼齢者福祉施設 1 ⽩州診療所

市営住宅 4 ⽵花2号団地、横⼿団地、
宮の上団地、横⼿南団地

その他 2 ⽩州⼤坊駐⾞場、⽩州尾⽩
川渓⾕駐⾞場
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武川地区の概要

概要① ⼈⼝の動向（コーホート要因法による推計）

平成27年の国勢調査⼈⼝と⽐較すると、平成57年には2,080⼈と32.3％の減少率を
⽰しています
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明野町 -32.3%
須玉町 -32.1%
高根町 -30.7%
長坂町 -34.1%
大泉町 -35.8%

小淵沢町 -29.7%
白州町 -41.8%
武川町 -32.3%

減少率（参考）



武川地区の概要

概要② 最適配置に向けての取組状況（合併後）

複合化・集約・統合・機能移転
● 甲斐駒センターせせらぎ（複合化） ⇦ 武川会館、武川教育福祉センター、むかわ図書館、武川児童館、武

川放課後児童クラブ、たんぽぽルーム
● 武川総合⽀所・⻄部教育センター（機能移転） ➔ 武川保健センター
● 武川保健センター（機能移転） ➔ 北杜市保健センター

廃⽌・閉校・閉園・解体
● 旧武川総合⽀所庁舎、武川会館、武川教育福祉センター、武川町⾼齢者能⼒活⽤センター（解体）

転⽤（機能変更）
● 武川保健センター（庁舎）
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武川地区の概要

概要③ 公共施設の配置状況・配置の特徴

・ 甲斐駒センターせせらぎは、図書館、放課後
児童クラブ、たんぽぽルーム、児童館を併設
した複合施設です。

・ 武川町⾼齢者活動センターは、収蔵庫を併
設した複合施設です。

・ 武川収蔵庫、武川体育館、武川⼸道場、
武川町⻨類等乾燥調整施設、武川町農
業機械センター、武川保育園、武川⼩学校
（校舎、屋内運動場）、武川中学校（校
舎、屋内運動場）、武川学校給⾷センター、
武川町⾼齢者活動センター、武川集会所
（囲碁会場）、武川団地、⼱下団地は、
向こう30年間のうちに更新時期を迎えます。

施設の種類
（中分類） 施設数 ①施設 ②施設 ③施設 ④施設

庁舎等 1 武川総合⽀所
集会施設 1 甲斐駒センターせせらぎ
図書館 1 むかわ図書館
資料館等 1 武川収蔵庫
体育館 1 武川体育館
⼸道場 1 武川⼸道場

屋内ゲートボール場 1 武川多⽬的屋内運動施設

グラウンド・管理施設等 2 武川運動公園、武川テニス
コート

観光施設 3 ⼤武川河川公園、舞鶴松緑
地公園、神代公園

農林施設 9

アグリーブルむかわ、武川町市
⺠農園・体験農園施設、武
川町滞在型農園施設（コ
テージ）、武川町市⺠農園
等管理棟、武川町⻨類等乾
燥調整施設、武川町農業機
械センター、武川町農産物直
売センター、武川町農畜産物
処理加⼯施設、武川町無⼈
精⽶所・低温保冷庫

温泉施設 1 むかわの湯

幼児・児童施設 3 武川放課後児童クラブ、たん
ぽぽルーム

武川児童館

保育施設 1 武川保育園
学校 2 武川⼩学校、武川中学校

その他教育施設 1 武川学校給⾷センター

⾼齢者福祉施設 3
武川町デイサービスセンター、
元気アッププラザ、武川町⾼
齢者活動センター

市営住宅 4
武川団地、⼱下団地、武川
さくら団地、サンコーポラス武川
団地

その他 3 武川保育園前駐⾞場①②、
武川真原桜並⽊駐⾞場
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今後の予定

個別計画 施設類型ごとに策定

北杜市公共施設等総合管理計画に基づき、個々の施設の必要性などを検討し、公共施
設の最適配置を実現するための実⾏計画を作ります

「個別計画」 を策定します
コストを減らすには？
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今後の予定

ロードマップ 集中取組期間（平成29〜31年度）

市⺠の皆さまのご意⾒を反映した、より実効性の⾼い「個別計画」の策定に向けての取り組
みを進めていきます

・市⺠説明会の実施（企画課）
・市⺠アンケートの実施（企画課）
・プロジェクトチームの発⾜
（企画課、施設所管課）

・個別計画に係る実現可能の検証及び
具体的な検討作業を実施
（施設所管課）

・③施設に区分されている施設の個別計
画策定
・②施設に区分されている施設は更新時
期を⾒据えて必要に応じて策定
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市民の皆さまにお願いしたいこと

将来の施設の在り⽅についてご意⾒をください 広く意⾒を募集します

市⺠
説明会

インター
ネット

市⺠
アンケート

平成29年9⽉実施予定
市⺠2,000⼈

本⽇お配りしたアンケートに
関連事項を掲載しています

市ホームページより直接
ご意⾒をお寄せください

今後、広報ほくと、市ホーム
ページなどを通じて、広く市
⺠の皆さんに情報をお伝え
していきます

皆さまからの
ご意⾒をお待ちしております 60



北杜市公共施設等総合管理計画 市民説明会

本⽇の説明会で、公共施設等を取り巻く課題を共有
させていただけたら幸いです。

ご清聴、ありがとうございました。

「北杜市公共施設等総合管理計画」は、情報公開コーナー（市役所本館）
または 北杜市のホームページでご覧いただけます

http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/life/soshiki/kikaku/

お問い合わせ先
北杜市役所 企画部 企画課 ⾏⾰担当
TEL0551-42-1321
FAX0551-42-1129
E-mail:kikaku@city.hokuto.yamanashi.jp
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