
■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

庁舎等

・庁舎等は、本市行政の中枢施設であるため、提供される市
民サービスについては継続することを基本とします。

・庁舎等は、これまで可能な限り既存の建物を有効活用する
考え方で整備を行ってきましたが、庁舎等は行政機能の提供
のみならず、地域交流や防災等の多様な機能を有しているこ
とから、そうした多様なニーズを充足できるよう計画的に整
備を行っていきます。

・市民サービスの維持を図ることを最優先とし、組織・機構
の見直し、各課の再配置を行う中で、直接サービスを提供す
る窓口の集約化等を図るとともに、効率的な事務執行ができ
る環境の整備に向けて検討していきます。

・複合化されていない総合支所については、効率的な事務ス
ペースの配置を不断に実施し、他施設との複合化や民間への
貸付け等による延床面積の縮減と施設の有効活用を図りま
す。

・本庁舎の建設と総合支所のあり方についても検討を進めま
す。

・庁舎等は、本市行政の中枢施設であるため、提供される市
民サービスについては継続することを基本とします。

・庁舎等は、これまで可能な限り既存の建物を有効活用する
考え方で整備を行ってきましたが、庁舎等は行政機能の提供
のみならず、地域交流や防災等の多様な機能を有しているこ
とから、そうした多様なニーズを充足できるよう計画的に整
備を行っていきます。

・市民サービスの維持を図ることを最優先とし、組織・機構
の見直し、各課の再配置を行う中で、直接サービスを提供す
る窓口の集約化等を図るとともに、効率的な事務執行ができ
る環境の整備に向けて検討していきます。

・複合化されていない総合支所については、効率的な事務ス
ペースの配置を不断に実施し、他施設との複合化や民間への
貸付け等による延床面積の縮減と施設の有効活用を図りま
す。

その他
行政系
施設

・放送施設（旧局舎）については、民間への譲渡や貸付けを
検討するほか、用途変更等による施設の有効活用を検討しま
す。さらに、保有量の縮減を図るため、廃止も視野に入れ施
設のあり方を検討していきます。

・指定管理者制度により管理・運営されているケーブルテレ
ビ事業については、民間への譲渡を進めることとします。

・放送施設（旧局舎）については、民間への譲渡や貸付けを
検討するほか、用途変更等による施設の有効活用を図りま
す。

文化施設
・3施設とも比較的近距離に設置されていること、ホールの
規模も類似していること、改修・更新もおおよそ同時期に迎
えることなどから、将来的には建物の老朽化や人口動向等の
社会情勢の変化に応じて、最適配置を検討する中で、さらな
る利用率の向上に努めるとともに、統合、複合化・多機能
化、指定管理者制度の活用等の民間の資金やノウハウの導入
についても検討し、施設の有効活用を図ります。

・文化施設については、アクセスの良い場所に立地しており
利便性が高く、建物も比較的新しいことから、既存建物を活
用する中で、近隣の類似サービスの集約化や他のサービスと
の多機能化等を検討し、更なる利用向上に努めるとともに効
率的な管理運営を行っていきます。

・3施設とも比較的近距離に設置されていること、ホールの
規模も類似していること、改修・更新もおおよそ同時期に迎
えることなどから、今後、大規模な改修が必要になった場合
に、効率的な配置ができるよう検討していきます。

集会施設

・地域交流や市民活動の拠点として、サービス水準の低下を
招かない取組を最優先とし、老朽化が著しい施設や利用度・
稼働率が低い施設については、今後の維持管理費、改修費等
を勘案し、最も効果的な対応を行うよう検討を進めます。

・大規模改修や建替えの際は、施設の利用圏域を考慮した上
で、類似サービスの集約化や他施設で提供されるサービスの
複合化等の可能性についても検討し、施設の有効活用を図り
ます。

・地域交流や市民活動の拠点として、サービス水準の低下を
招かない取組を最優先とし、老朽化が著しい施設や利用度・
稼働率が低い施設については、今後の維持管理費、改修費等
を勘案し、最も効果的な対応を行うよう検討を進めます。

・大規模改修や建替えの際は、施設の利用圏域を考慮した上
で、類似サービスの集約化や他施設で提供されるサービスの
複合化等の可能性についても検討し、施設の有効活用を図り
ます。

北杜市役所 1983

明野総合支所 1993

須玉総合支所 1989

増富出張所 1991

高根総合支所 1982

長坂総合支所 1977

大泉総合支所 1980

小淵沢総合支所 1973

白州総合支所 2003

武川総合支所 1987

有線テレビ放送施設（旧高根ふれあいテレビ） 1993

農村多元情報システム施設(旧にこにこすていしょん) 1996

須玉農村総合交流ターミナル（須玉ふれあい館） 2000

高根ふれあい交流ホール（八ヶ岳やまびこホール） 2002

長坂コミュニティ・ステーション 2004

明野総合会館 1987

増富総合会館 1991

高根町農村環境改善センター 1979

長坂町農村環境改善センター 1983

大泉総合会館 1980

大泉町いずみ活性化施設 2003

生涯学習センターこぶちさわ 1973

白州町農村婦人の家 1977

白州総合会館 1987

甲斐駒センターせせらぎ 2013

須玉町農業担い手育成センター 2001
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

図書館

・図書館は、図書その他資料の提供はもとより、市民の生涯
学習の拠点でもあることから、サービスの継続を基本としま
すが、人口減少や人口構成の変化を考慮し、中核的な図書館
への集約・再編、機能の充実・強化について検討します。

・図書館は、図書その他資料の提供はもとより、市民の生涯
学習の拠点でもあることから、サービスの継続を基本としま
すが、人口減少や人口構成の変化を考慮し、長期的な視点か
ら規模の見直しや機能集約等の検討を進めていきます。

資料館等

・施設の効果的な運営を図るため、より効果的な活用ができ
るよう運営方式も含めて施設の在り方を検討していきます。

・文化財指定等の建造物は、その文化財価値の維持・向上を
目指します。

・施設の効果的な運営を図るため、より効果的な活用ができ
るよう運営方式も含めて施設の在り方を検討していきます。

・文化財指定等の建造物は、その文化財価値の維持・向上
と、諸課題（老朽化対策、バリアフリー化、利便性向上、耐
震補強、防災・防犯等）の解消との両立を目指します。

スポーツ
施設

・スポーツ施設については、機能やサービスの重複がみられ
ることから、地域ニーズ、利用者の動向、学校施設との機能
分担を見極めながら大規模改修・更新時の規模縮小や他施設
との類似機能共有化や複合化・多機能化を検討し、保有量の
縮減を図ります。

・施設の維持管理・運営については、各施設の利用状況を踏
まえ、施設の維持管理等に民間のノウハウやサービスを適切
に導入し、効率的な維持管理とサービスの維持に努めます。

・老朽化が進み、かつ、耐震改修が未実施である施設や、利
用実績が減少若しくは実績のない施設については、費用対効
果等の様々な面から統廃合や機能・規模の見直しを検討して
いきます。

・スポーツ施設については、機能やサービスの重複がみられ
ることから、地域ニーズ、利用者の動向、学校施設との機能
分担を見極めながら大規模改修・更新時の規模縮小や他施設
との多機能化・複合化を検討し、保有量の縮減を図ります。

・施設の維持管理・運営については、各施設の利用状況を踏
まえ、施設の維持管理等に民間のノウハウやサービスを適切
に導入し、効率的な維持管理とサービスの維持に努めます。

・老朽化が進み、かつ、耐震改修が未実施である施設や、利
用実績が減少若しくは実績のない施設については、費用対効
果等の様々な面から統廃合や機能・規模の見直しを検討して
いきます。

明野図書館 1987

すたま森の図書館 2000

たかね図書館 2001

ながさか図書館 2004

金田一春彦記念図書館 1998

小淵沢図書館 1992

ライブラリーはくしゅう 2003

むかわ図書館 2013

埋蔵文化財センター 1997

津金学校 2015

浅川伯教・巧兄弟資料館 2000

囲碁美術館 1977

郷土資料館 2003

考古資料館 2007

史跡金生遺跡ふるさと歴史公園 1990

史跡谷戸城跡ふるさと歴史公園公衆便所 2003

小淵沢収蔵庫 1981

平田家住宅 1992

白州収蔵庫 1980

武川収蔵庫 1982

史跡梅之木遺跡 2017

いずみプール 2004

明野多目的屋内運動場 1994

須玉総合体育館 1982

高根体育館 2001

長坂総合スポーツ公園（体育館） 1981

大泉体育館 1986

小淵沢総合スポーツセンター（体育館） 1982

小淵沢東スポーツセンター（体育館） 1990

白州体育館 1995

武川体育館 1983

明野弓道場 1980

武川弓道場 1984

高根武道場 1970

長坂総合スポーツ公園（柔剣道場） 1985

大泉格技場 1986

長坂総合スポーツ公園（福祉公園・屋内ゲートボール場） 1992

長坂B&G海洋センター（多目的屋内運動場） 1987

大泉屋内ゲートボール場 1990

泉温泉健康センター（屋内ゲートボール場） 1994

小淵沢総合スポーツセンター（屋内ゲートボール場） 1989

小淵沢東スポーツセンター（屋内ゲートボール場） 2005

白州福祉会館（屋内ゲートボール場） 1997

武川多目的屋内運動施設 2004

明野テニスコート 1991

須玉和田自然公園公衆便所 1993

須玉ふるさと公園 1984

須玉のろしの里ふれあい公園 1989

穂足スポーツ公園

清里スポーツ広場

高根総合グラウンド 1982

高根総合グラウンド（テニスコート）

長坂総合スポーツ公園（管理室） 1996

長坂勤労者体育センター（野球場管理室） 1965

長坂総合スポーツ公園（テニスコート）

長坂総合スポーツ公園（陸上競技場） 1996

長坂総合スポーツ公園（福祉公園） 1992

いずみふれあい公園 1998

小淵沢総合スポーツセンター（管理事務所） 1982

小淵沢東スポーツセンター（管理棟） 1981

白州ふるさと交流センター 1989

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 1983

武川運動公園公衆便所・倉庫 2005

武川テニスコート 1998

高根総合グラウンド（屋内ゲートボール場） 1982
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

観光施設

・観光施設は、本市の豊かな自然を活用した施設であるとと
もに、宿泊可能な施設もあることから、特に夏季の観光シー
ズンには多くの利用者が訪れます。今後においては、地域の
特性を生かしたイベント開催や快適な利用環境の創出等によ
り、集客性の向上に努めます。また、点検や修繕を随時行
い、利用者の安全確保に努めます。

・建物管理も含めた積極的な民間活用により、維持管理費の
抑制を図るとともに、民間移管・譲渡も視野にサービスの質
の維持や収益性を高める取組を検討していきます。

・利用率が低く維持管理コストが高くなっている施設につい
ては、将来的に利用実績の状況を鑑みて、より効果的な活用
ができるよう利用需要に応じた施設の有効活用を検討するほ
か、保有量の縮減を図るため、施設の譲渡や廃止も視野に入
れ、施設の在り方を検討していきます。

・観光施設は、本市の豊かな自然を活用した施設であるとと
もに、宿泊可能な施設もあることから、特に夏季の観光シー
ズンには多くの利用者が訪れます。今後においては、地域の
特性を生かしたイベント開催や快適な利用環境の創出等によ
り、集客性の向上に努めます。また、点検や修繕を随時行
い、利用者の安全確保に努めます。

・建物管理も含めた積極的な民間活用により、維持管理費の
抑制を図るとともに、今後も引き続きサービスの質の維持や
収益性を高める取組を検討していきます。

・利用率が低く維持管理コストが高くなっている施設につい
ては、将来的に利用実績の状況を鑑みて、より効果的な活用
ができるよう利用需要に応じた施設の有効活用を検討するほ
か、保有量の縮減を図るため、施設の譲渡や廃止も視野に入
れ、施設の在り方を検討していきます。

農林施設

・建物管理も含めた積極的な民間活用等により、維持管理費
の抑制を図るとともに、今後も引き続きサービスの質の維持
や収益性を高める取組を検討していきます。

・利用率が低く維持管理コストが高くなっている施設につい
ては、将来的に利用実績の状況を鑑みて、より効果的な活用
ができるよう利用需要に応じた施設の有効活用を検討するほ
か、保有量の縮減を図るため、施設の譲渡や廃止も視野に入
れ、施設の在り方を検討していきます。

・農業生産者や農産物加工者等の特定の市民に利用されてい
る施設については、地域団体等に施設を譲渡する方向で検討
していきます。譲渡に当たっては、財産の保有の在り方や経
営支援の在り方について協議していくこととします。

・建物管理も含めた積極的な民間活用等により、維持管理費
の抑制を図るとともに、今後も引き続きサービスの質の維持
や収益性を高める取組を検討していきます。

・利用率が低く維持管理コストが高くなっている施設につい
ては、将来的に利用実績の状況を鑑みて、より効果的な活用
ができるよう利用需要に応じた施設の有効活用を検討するほ
か、保有量の縮減を図るため、施設の譲渡や廃止も視野に入
れ、施設の在り方を検討していきます。

・農業生産者や農産物加工者等の特定の市民に利用されてい
る施設については、地域団体等に施設を譲渡する方向で検討
していきます。譲渡に当たっては、財産の保有の在り方や経
営支援の在り方について協議していくこととします。

明野町農村公園直売所施設 1993

須玉全国植樹祭会場跡地公園 2003

須玉町農林水産物直売・食材供給施設（おいしい市場） 2003

須玉町おいしい学校 1999

道の駅南きよさと 1999

高根町林産物展示販売施設 1998

地域食材提供施設「北甲斐亭」 1998

高根町食彩工房きよさと 2002

高根町箕輪新町交流施設 2002

そば処いずみ 1997

そば打ち体験館 1999

道の駅こぶちさわ（旧施設） 1977

道の駅こぶちさわ 2019

小淵沢町大滝高齢者活動・生活支援促進機会施設 1999

道の駅はくしゅう 2000

白州町鳥原平活性化施設 2004

武川町農産物直売センター 1999

須玉町農業体験農園施設（大正館） 1998

高根クラインガルテン 1997

いずみふれあい農業体験の家 2005

アグリーブルむかわ 1994

武川町市民農園・体験農園施設

武川町滞在型農園施設（コテージ） 1995

武川町市民農園等管理棟 1995

須玉津金ハーブ園 1999

高根町花関所の郷・南清里フラワーパーク 1999

明野町育苗センター 1999

明野町農産物集出荷センター 1999

明野町堆肥センター 1999

たかね有機センター 1995

高根町育苗施設（西割） 1979

高根町育苗施設（北割） 1978

高根町育苗施設（清里）

たかね省エネルギー花き栽培施設 1996

たかね花き野菜組織培養施設 1995

そばもやし生産施設 2000

小淵沢町特産品開発センター 1984

小淵沢町有機肥料供給センター 2000

白州町農産物加工施設 2002

武川町麦類等乾燥調整施設 1983

武川町農業機械センター 1999

武川町農畜産物処理加工施設 1996

武川町無人精米所・低温保冷庫 1999

江草農産物処理加工施設 2006

体験工房あけの・薬膳ふるさと 1995

みずがき山リーゼンヒュッテ 1993

みずがき湖ビジターセンター 1998

三分一湧水館 2003

長坂商店街活性化施設「おいでや」 1991

小淵沢町農林漁業体験実習館 1997

花パークフィオーレこぶちさわ 1999

こぶちさわ昆虫美術館 2001

ヴィレッジ白州 1994

尾白の森キャンプ場 1980

白州・尾白の森名水公園（べるが） 1995

明野町家族旅行健康村「明野ふれあいの里」 1996

みずがき山グリーンロッジ 1978

宿泊施設「たかね荘」 1964

林業休養センター「八ヶ岳いずみ荘」 1981

権現小屋 1971

リフレッシュビレッジこぶちさわ「スパティオ小淵沢」 1996

甲斐駒ヶ岳七丈小屋 1982

青年小屋 1960

清里駅前観光総合案内所 1999

長坂駅前観光案内所 1998

甲斐大泉駅前観光案内所 1984

美し森観光案内所 1995

小淵沢駅前観光案内所 2017

小淵沢駅交流施設 2017

道の駅こぶちさわ観光案内所 2015

清里駅前広場公衆便所 1984

長坂まちなか公園公衆便所・管理棟 2008

美し森展望休憩舎 1970

大武川河川公園 1995

舞鶴松緑地公園 1981

神代公園 1997

中山展望台兼待避所 1987
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

温泉施設

・温泉の性質上、設備の腐食が進みやすい特徴があるため、
早い段階で老朽化に対する点検を行うとともに、計画的な修
繕の実施により、施設を適正に維持管理していきます。

・利用者が安心して施設を利用できるように、指定管理者と
連携しながら安全の確保を図ります。

・施設の老朽化による維持管理費が増大し、本市の財政を圧
迫することが想定される中、これら温泉施設の運営方針をど
のように見直していくか今後の大きな課題となっています。
経営的な視点から、利用状況や運営方法等を検証し、施設の
譲渡を検討するほか、大規模修繕の到来時期に合わせて廃止
を検討し、将来的に縮小を進めます。

・温泉の性質上、設備の腐食が進みやすい特徴があるため、
早い段階で老朽化に対する点検を行うとともに、計画的な修
繕の実施により、施設を適正に維持管理していきます。

・利用者が安心して施設を利用できるように、指定管理者と
連携しながら安全の確保を図ります。

・施設の老朽化による維持管理費が増大し、本市の財政を圧
迫することが想定される中、これら温泉施設の運営方針をど
のように見直していくか今後の大きな課題となっています。
経営的な視点から、利用状況や運営方法等を検証し、施設の
譲渡等も視野に入れ、施設の長期的な在り方を検討していき
ます。

幼児・
児童施設

・放課後児童クラブは、本市の小学生を対象に、保護者が労
働や病気等により、放課後に家庭で児童を保育することがで
きない場合に、保護者の代わりに児童を保育することを目的
として各小学校区に設置された施設であり、サービスの継続
を基本としますが、児童数の将来推移や社会情勢等の変化を
視野に入れ、教育委員会と連携を図る中で、最適配置を検討
します。

・児童館は、児童福祉法に基づき、子どもたちに健全な遊び
を提供し、子どもたちの心身の健康を増進し、情操を豊かに
することを目的として設置された施設であり、サービスの継
続を基本としますが、人口減少や人口構成の変化を考慮し、
長期的な視点から規模の見直しや機能集約等の検討を進めて
いきます。

・つどいの広場や子育て支援センターは、多様なニーズに対
応するために、子育て世代に欠かすことのできない施設とし
て、公共施設で空きスペースとなる施設の利活用等、施設総
量の抑制を検討していきます。

・放課後児童クラブは、本市の小学生を対象に、保護者が労
働や病気等により、放課後に家庭で児童を保育することがで
きない場合に、保護者の代わりに児童を保育することを目的
として各小学校区に設置された施設であり、サービスの継続
を基本としますが、児童数の将来推移や社会情勢等の変化を
視野に入れ、教育委員会と連携を図る中で、中長期的な整備
の検討を行うこととします。

・児童館は、児童福祉法に基づき、子どもたちに健全な遊び
を提供し、子どもたちの心身の健康を増進し、情操を豊かに
することを目的として設置された施設であり、サービスの継
続を基本としますが、人口減少や人口構成の変化を考慮し、
長期的な視点から規模の見直しや機能集約等の検討を進めて
いきます。

・つどいの広場や子育て支援センターは、多様なニーズに対
応するために、子育て世代に欠かすことのできない施設とし
て、公共施設で空きスペースとなる施設の利活用等、施設総
量の抑制を検討していきます。また、施設の維持管理面にお
いては、長寿命化や適切な維持補修等により、維持管理費用
や更新費用の抑制を図ることとします。

明野ふるさと太陽館 1996

健康増進施設「健康ランド須玉」 2001

すたま自然健康村「増富の湯」 1997

たかねの湯 1995

泉温泉健康センター 1994

甲斐大泉温泉（パノラマの湯） 2004

スパティオ小淵沢（延命の湯） 1996

白州・尾白の森名水公園（尾白の湯） 2005

白州福祉会館（フォッサ・マグナの湯） 1984

むかわの湯 2000

明野児童館 1987

須玉さわやか児童館 2003

いずみふれあい児童館 2004

武川児童館 2013

明野放課後児童クラブ 2003

須玉放課後児童クラブ 2003

高根東放課後児童クラブ 2018

高根西放課後児童クラブ（低学年） 2005

高根西放課後児童クラブ（高学年） 2015

清里放課後児童クラブ 2003

長坂東放課後児童クラブ 2001

長坂西放課後児童クラブ 2012

大泉西放課後児童クラブ 2003

大泉東放課後児童クラブ 2015

小淵沢放課後児童クラブ 1973

白州放課後児童クラブ 1985

武川放課後児童クラブ 2013

武川放課後児童クラブ 2013

はっぴいたんたん（保健センター内） 1995

ひよこルーム（長坂共同福祉施設） 2004

つくしんぼルーム 1993

ひまわりルーム 2002

たんぽぽルーム 2013

小淵沢共同福祉施設 2002
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

保育施設

・保育園は、児童福祉法に基づき、保護者が労働や病気等に
より、日々家庭で児童を保育することができない場合に、保
護者の代わりに児童を保育することを目的として設置された
施設であり、サービスの継続を基本としますが、「北杜市立
保育園整備計画」や「北杜市保育園充実プラン」に基づき、
適正規模、適正配置を行っていきます。

・旧町村に複数の保育園が設置されている地域については、
優先して統廃合を進めます。

・将来的には、他市の公立保育園利用水準と同程度の利用水
準を目指し、施設の集約化・統廃合を検討します。

・保育ニーズの多様化に伴い、指定管理者制度を活用した民
間事業者による施設運営について検討するとともに、公立保
育園の民営化についても検討を進めます。

・保育園は、児童福祉法に基づき、保護者が労働や病気等に
より、日々家庭で児童を保育することができない場合に、保
護者の代わりに児童を保育することを目的として設置された
施設であり、サービスの継続を基本としますが、「北杜市保
育園充実プラン」に基づき、適正規模、適正配置を行ってい
きます。

・施設においては老朽化が進んでいる状況にあり、園児の安
全な保育ができる環境を維持することを第一優先として、
「北杜市立保育園施設整備計画」を策定し、必要に応じた部
分改修、大規模改修又は建替えを行い、園児数の将来推移や
社会情勢等の変化も視野に入れた、中長期的な整備を計画的
に行うこととします。

学校

・小学校については、「北杜市小学校施設中長期保全化計
画」を策定し、児童数の将来推移や社会情勢等の変化も視野
に入れた、中長期的な整備を計画的に行うこととします。

・令和元年度より、北杜市小中学校適正規模等審議会におい
て、中学校の適正規模等の検討を行っており、今後、答申を
踏まえ「北杜市立小中学校適正配置実施計画」の見直しを行
い、中学校の適正配置を進めます。また、併せて「北杜市中
学校施設中長期保全化計画」の見直しを行い、中長期的な整
備を行うことにより、財政負担の軽減・平準化を図るととも
に、教育環境の改善に向けた検討を進めます。

・高等学校については、施設の計画的な維持補修等を実施し
ていきます。

・児童生徒が安全かつ安心して学ぶことができるよう教育環
境及び安全の確保を図るとともに、学校施設としての機能の
ほかにも防災拠点等の重要な機能も併せ持っていることか
ら、計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。

・小学校については、「高根地区小学校統合計画（平成27年
5月）」に従い統合計画を進めます。また、「北杜市小学校
施設中長期保全化計画」を策定（高根北小、高根清里小を除
く9校）し、児童数の将来推移や社会情勢等の変化も視野に
入れた、中長期的な整備を計画的に行うこととします。

・中学校については、長寿命化や適切な維持補修等により、
維持管理費用や更新費用の抑制を図るとともに、学校規模や
教育環境の改善に向けた検討を進めていきます。

・高等学校については、施設の計画的な維持補修等を実施し
ていきます。

・児童生徒が安全かつ安心して学ぶことができるよう教育環
境及び安全の確保を図るとともに、学校施設としての機能の
ほかにも防災拠点等の重要な機能も併せ持っていることか
ら、計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。

その他
教育施設

・教職員住宅については、現在、外国語指導助手の住宅とし
て活用していますが、今後の施設の利用状況を踏まえ、廃止
や用途変更等の検討を行うこととします。

・学校給食センター及び学校給食調理場については、引き続
き、安全・安心でおいしい給食の提供と効率的な施設運営の
両立を図ることとしますが、児童・生徒数の推移を踏まえつ
つ、長期的な視点から類似機能の集約等の検討を進めていき
ます。

・へき地教員住宅については、今後の小学校の統廃合の進行
に伴い、廃止や用途変更等の検討を行うこととします。

・学校給食センター及び学校給食調理場については、小学校
の統廃合を踏まえつつ、引き続き、安全・安心でおいしい給
食の提供と効率的な施設運営の両立を図ることとしますが、
人口減少や人口構成の変化を考慮し、長期的な視点から類似
機能の集約等の検討を進めていきます。

明野保育園 1981

須玉保育園・南部こども園 2005

しらかば保育園 2000

しらかば保育園さくら分園 1981

みどり保育園 1983

わかば保育園 1991

長坂保育園 1978

長坂保育園秋田分園 1980

小泉保育園・北部こども園 2000

長坂保育園日野春分園 1997

長坂保育園日野春分園 1997

いずみ保育園 2019

小淵沢西保育園 1976

小淵沢東保育園 1982

白州保育園・西部こども園 1978

武川保育園 1979

明野小学校 1974

須玉小学校 1984

高根東小学校 1979

高根西小学校 1980

長坂小学校 2012

泉小学校 1973

小淵沢小学校 1974

白州小学校 1960

武川小学校 1991

明野中学校 2005

須玉中学校 1969

高根中学校 1988

長坂中学校 2004

泉中学校 1978

小淵沢中学校 2007

白州中学校 1978

武川中学校 1978

甲陵中学校 2003

甲陵高等学校 1979

教育支援センター（エール） 2002

高根清里教職員住宅 1990

高根北教職員住宅 1992

北杜南学校給食センター 2008

北杜北学校給食センター 1996

小淵沢学校給食センター 1975

泉中学校学校給食調理場 1978
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

高齢者
福祉施設

・老年人口は増加しているものの、民間による類似サービス
の拡大や高齢者の価値観・意識の多様化等の背景もあること
から、「北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画（ほくとゆ
うゆうふれあい計画）」との整合を図る中で、今後の高齢者
福祉の需要や市民ニーズ等を踏まえながら、サービス提供の
在り方や施設配置等の見直しを検討していきます。

・介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を支
援し自宅での生活復帰を目指す施設であること、また、訪問
看護ステーションについては、在宅看護の拠点としてその役
割は重要であることから、サービスの継続を基本とします
が、人口減少や人口構成の変化を考慮し、長期的な視点から
規模の見直しや機能集約等の検討を進めていきます。

・老年人口は増加しているものの、民間による類似サービス
の拡大や高齢者の価値観・意識の多様化等の背景もあること
から、「北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画（ほくとゆ
うゆうふれあい計画）」との整合を図る中で、今後の高齢者
福祉の需要や市民ニーズ等を踏まえながら、サービス提供の
在り方や施設配置等の見直しを検討していきます。

・介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を支
援し自宅での生活復帰を目指す施設であること、また、訪問
看護ステーションについては、在宅看護の拠点としてその役
割は重要であることから、サービスの継続を基本とします
が、人口減少や人口構成の変化を考慮し、長期的な視点から
規模の見直しや機能集約等の検討を進めていきます。

障がい
福祉施設

・障がい福祉を推進し、社会参加を一層促進すること、ま
た、障がい者の生活支援の拠点として、障がい福祉施設の果
たす役割は重要であることから、サービスの継続を基本とし
ますが、人口減少や人口構成の変化を考慮し、長期的な視点
から規模の見直しや機能集約等の検討を進めていきます。

・障がい福祉を推進し、社会参加を一層促進すること、ま
た、障がい者の生活支援の拠点として、障がい福祉施設の果
たす役割は重要であることから、サービスの継続を基本とし
ますが、人口減少や人口構成の変化を考慮し、長期的な視点
から規模の見直しや機能集約等の検討を進めていきます。

保健施設

・保健センターは、保健事業の企画・調整等を担う拠点とし
ての役割に加え、子育て世代における身近な相談から支援ま
での包括的な機能を併せ持つ施設であることから、サービス
の継続を基本としますが、人口減少や人口構成の変化を考慮
し、長期的な視点から規模の見直しや機能集約等の検討を進
めていきます。

・保健センターは、保健事業の企画・調整等を担う拠点とし
ての役割に加え、子育て世代における身近な相談から支援ま
での包括的な機能を併せ持つ施設であることから、サービス
の継続を基本としますが、人口減少や人口構成の変化を考慮
し、長期的な視点から規模の見直しや機能集約等の検討を進
めていきます。

医療施設

・市民の健康づくりを担う上で市立病院の果たす役割は極め
て重要なものであり、市内には2つの市立病院のほか、2つの
診療所が設置されていることから、両者が連携しながら、そ
れぞれの役割を果たしていくことが必要です。

・地域住民から信頼され安全・安心な医療を提供していくた
めに、今後も黒字化を図るための諸改革を進め、病院経営の
健全性を確保していくとともに、必要な改修や設備等の更新
を行っていきます。

・超高齢社会を控え、医療施設は、在宅の高齢者が安心して
暮らしていける地域の支えになる必要があることから、「山
梨県地域医療構想」を踏まえ、在宅医療やへき地医療への要
請にも応えられる機能や施設の整備も含めて、施設のあり方
を検討していきます。

・市民の健康づくりを担う上で市立病院の果たす役割は極め
て重要なものであり、市内には2つの市立病院のほか、2つの
診療所が設置されていることから、両者が連携しながら、そ
れぞれの役割を果たしていくことが必要です。

・地域住民から信頼され安全・安心な医療を提供していくた
めに、今後も黒字化を図るための諸改革を進め、病院経営の
健全性を確保していくとともに、必要な改修や設備等の更新
を行っていきます。

・超高齢社会を控え、医療施設は、在宅の高齢者が安心して
暮らしていける地域の支えになることが求められます。地域
医療を担う立場から、在宅医療やへき地医療への要請にも応
えられる機能や施設の整備を検討していきます。

須玉町デイサービスセンター 1997

高根町デイサービスセンター 1997

大泉町デイサービスセンター 1994

小淵沢町デイサービスセンター 2002

武川町デイサービスセンター 2000

塩川病院訪問看護ステーションつくしんぼ 2004

八ヶ岳訪問看護ステーション 1977

しおかわ福寿の里 1995

しおかわ福寿の里 1995

明野ゆうゆうふれあい館 2004

明野小笠原高齢者憩いの家 2002

ながさかげんき百歳センター 2002

大泉屋内スポーツ施設 2002

小淵沢町高齢者健康づくりの家 2000

元気アッププラザ 2000

武川町高齢者活動センター 1982

保健センター 1995

ながさかリハビリセンター 2004

障害者総合支援センター（かざぐるま） 1999

塩川病院 2003

甲陽病院 1996

辺見診療所 2003

白州診療所 1994
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

市営住宅

・市営住宅については、機能維持を基本としつつ、「北杜市
営住宅総合活用計画・長寿命化計画」に基づき最適配置を行
うとともに、活用計画に基づく用途廃止・維持保全・全面的
改善・建替え・耐震化等を計画的に推進します。

・老朽化し、耐震基準を満たさない木造戸建・簡易平屋建住
宅については、居住者の住宅確保を図りながら、整理縮小を
進めます。

・既に用途廃止された施設については、「北杜市営住宅総合
活用計画・長寿命化計画」に基づき有効活用を進めるものと
します。

・少子高齢化等の社会情勢に応じた効果的で効率的な運営を
図るため、将来的には駐車場使用料等の在り方についても、
負担の公平性の観点から検討する必要があります。また、民
間活力を活用した新たな仕組みについても検討する必要があ
ります。

・市営住宅については、機能維持を基本としつつ、「北杜市
営住宅総合活用計画・長寿命化計画」に基づき適正な維持管
理を行うとともに、活用計画に基づく用途廃止・維持保全・
全面的改善・建替え・耐震化等を計画的に推進します。

・既に用途廃止された施設については、「北杜市営住宅総合
活用計画・長寿命化計画」に基づき有効活用を進めるものと
します。

・少子高齢化等の社会情勢に応じた効果的で効率的な運営を
図るため、将来的には駐車場使用料等の在り方についても、
負担の公平性の観点から検討する必要があります。また、民
間活力を活用した新たな仕組みについても検討する必要があ
ります。

供給
処理施設

・供給処理施設（し尿等処理施設〈北部ふるさと公苑〉）
は、環境衛生上必要不可欠な施設として維持していく必要が
あるため、将来の人口動態や生活排水処理動向を考慮した施
設規模の適正化や長寿命化等の整備を検討していきます。

・供給処理施設（し尿等処理施設〈北部ふるさと公苑〉）
は、快適な日常生活を営む上で、また、環境衛生上必要不可
欠な施設として維持していく必要がありますが、将来の人口
動態や生活排水処理動向を考慮した施設規模の適正化や長寿
命化等の整備を検討していきます。

富士見ヶ丘住宅 1965

緑ヶ丘住宅 1969

明野ひまわり団地 2003

御所前団地 1963

多麻団地 1972

さつき団地 1990

上の原団地 1966

高根団地 1971

新町団地 1961

箕輪団地 1976

大林団地 1966

高根みどり団地 2007

五町田団地 1966

黒沢団地 1961

朝日ヶ丘団地 2001

新井上団地 1999

福祉村団地 2001

長坂本町団地 1992

大日向団地 1998

高松団地 1974

中之島団地 1999

やまなみ団地 2002

西田住宅 1972

宮地住宅 1973

井出原住宅 1980

姥神住宅 1976

姥神住宅 1976

山崎団地 1991

平井出団地 1963

下笹尾団地 1989

久保団地 1999

松向団地 2003

竹花2号団地 1969

横手団地 1961

宮の上団地 1982

横手南団地 1996

武川団地 1971

巾下団地 1966

武川さくら団地 2008

サンコーポラス須玉団地 1984

サンコーポラス長坂団地 1987

サンコーポラス小淵沢団地 1982

サンコーポラス高根団地 1995

サンコーポラス武川団地 1992

みさき団地 1992

みずがき住宅（小尾団地） 1989

みずがき住宅（比志団地） 1988

就業促進住宅 2003

子育て支援住宅須玉団地 2015

子育て支援住宅大泉団地 2016

子育て支援住宅武川団地 2017

就業者向け定住促進住宅（白州甲斐駒団地） 2018

北部ふるさと公苑 1992
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

その他

・火葬場（北の杜聖苑）は、市民生活に必要不可欠なサービ
スを提供するために必要な施設として維持していく必要があ
りますが、施設の長寿命化等を検討するとともに、広域的な
視点での合理化が見込まれる場合には他団体との広域連携等
についても検討していきます。

・駐車場については、長寿命化や適切な維持補修等により、
維持管理費用や更新費用の抑制を図りながら当面は維持する
こととしますが、利用状況や地域環境等を見極めつつ、適正
な管理と見直しを進めていきます。

・火葬場（北の杜聖苑）は、市民生活に必要不可欠なサービ
スを提供するために必要な施設として維持していく必要があ
りますが、施設の長寿命化等を検討するとともに、広域的な
視点での合理化が見込まれる場合には他団体との広域連携等
についても検討していきます。

・駐車場については、長寿命化や適切な維持補修等により、
維持管理費用や更新費用の抑制を図りながら当面は維持する
こととしますが、利用状況や地域環境等を見極めつつ、適正
な管理と見直しを進めていきます。

普通財産

・普通財産は、積極的な利活用を推進するほか、状況によっ
て売却や除却を図ります。

・貸付物件については、適正な賃貸料による貸付けを行うこ
とで歳入確保を図ります。

・普通財産については、積極的な利活用を推進するほか、状
況によって売却や除却も検討していきます。

・貸付物件については、適正な賃貸料による貸付けを行うこ
とで歳入確保に努めます。

道路

・「北杜市舗装長寿命化修繕計画」に基づき整備を進めてい
きます。

・維持管理作業や調査･点検作業等の合理化を進めるととも
に、打換え工事（オーバー・レイ）については、安全・安心
が確保できる範囲内での適正な管理水準を設定し、費用の削
減を図ります。

・計画の見直し時期においては、利用需要の変化に応じて計
画の中止や廃止を含む道路網の再構築を検討します。

・「北杜市舗装長寿命化修繕計画」の対象は一部の路線に限
られているため、今後は道路全体の舗装状況を把握し、計画
的な維持管理ができる仕組みを検討します。

・「北杜市道路整備基本計画」及び「北杜市舗装長寿命化修
繕計画」に基づき整備を進めていきます。

・維持管理作業や調査･点検作業等の合理化を進めるととも
に、打換え工事（オーバー・レイ）については、安全・安心
が確保できる範囲内での適正な管理水準を設定し、費用の縮
減を図ります。

・計画の見直し時期においては、利用需要の変化に応じて計
画の中止や廃止を含む道路網の再構築を検討します。

・「北杜市舗装長寿命化修繕計画」の対象は一部の路線に限
られているため、今後は道路全体の舗装状況を把握し、計画
的な維持管理ができる仕組みを検討します。

北の杜聖苑 2005

旧津金学校 1971

オオムラサキセンター 1995

長坂駅前駐車場

長坂上町駐車場

日野春駅前駐車場

小淵沢ループ橋駐車場

小淵沢第1駐車場

小淵沢第2駐車場

小淵沢第3駐車場

須玉駐車場（中央高速バス利用者専用）

甲斐小泉駅前駐車場

小淵沢駅公衆便所 2017

甲斐大泉駅南駐車場

甲斐大泉駅西駐車場公衆便所 2018

甲斐大泉駅西駐車場

清里駅西駐車場公衆便所 1977

小淵沢城山駐車場公衆便所

大泉美し森駐車場公衆便所

大泉鳥の小池駐車場

増富温泉郷駐車場公衆便所

清里大滝駐車場

清里大滝駐車場

武川真原桜並木駐車場①

白州尾白川渓谷駐車場公衆便所 2016

白州大坊駐車場

武川保育園前駐車場①

武川保育園前駐車場②

小淵沢駐車場（中央高速バス利用者専用）①

小淵沢駐車場（中央高速バス利用者専用）②

小淵沢駐車場（中央高速バス利用者専用）③

長坂高根駐車場（中央高速バス利用者専用）①

長坂高根駐車場（中央高速バス利用者専用）②

長坂高根駐車場（中央高速バス利用者専用）③

八ヶ岳駐車場（中央高速バス利用者専用）①

八ヶ岳駐車場（中央高速バス利用者専用）②

須玉町大豆生田農産物処理・加工施設 1999

須玉町二日市場高齢者生きがい発揮支援施設 1998

須玉町大和高齢者活動促進施設 1998

須玉町藤田女性・若者等活動促進施設 2004

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 2004

小淵沢町物産会館 1997

小淵沢高野高齢者活動促進施設 1999

小淵沢町下笹尾農林水産物処理加工施設 2000

小淵沢町岩窪女性・若者等活動促進施設 2003
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■改訂案（施設類型別方針） 2021/11/8

改訂案 現計画
（参考）
対象施設

橋りょう

・「北杜市橋梁長寿命化実施計画」に基づき、計画的な維持
管理を実施することで長寿命化を図り、維持管理コストの縮
減に努めます。

・「北杜市橋梁長寿命化実施計画」の対象は主に橋長5ｍ以
上の橋りょうとしているため、今後は対象外の橋りょうにつ
いても計画的な維持管理ができる仕組みを検討します。

・良好な状態を保つため、日常的な維持管理として道路パト
ロール及び清掃などを実施します。

・「北杜市橋梁長寿命化実施計画」に基づき、計画的な維持
管理を実施することで長寿命化を図り、維持管理コストの縮
減に努めます。

・「北杜市橋梁長寿命化実施計画」の対象は主に橋長5ｍ以
上の橋りょうとしているため、今後は対象外の橋りょうにつ
いても計画的な維持管理ができる仕組みを検討します。

・計画の見直し時期においては、利用需要の変化に応じて、
利用頻度が極端に低い橋りょうや維持管理が極めて困難な橋
りょう、更新に投下する費用に見合う便益が見込めない橋
りょう等については、廃止・撤去も併せて検討します。

トンネル

・「北杜市トンネル・カルバート長寿命化修繕計画（令和2
年3月）」に基づき、計画的な維持管理を実施することで維
持管理コストの削減に努めます。

・「北杜市トンネル長寿命化修繕計画」等を策定し、計画的
な維持管理を実施することで維持管理コストの縮減に努めま
す。

上水道

・施設の老朽化、人口減少等による料金収入の減少等、経営
環境が厳しさを増している中で、投資・財政計画の基礎とな
る「北杜市上下水道事業経営基本計画」を定期的に見直し、
安全かつ維持可能な住民サービスの提供が可能となるよう経
営の効率化及び健全化に努めます。

・上水道施設においては、固定資産台帳の更新と施設の状況
把握に努め、施設の長寿命化や重要度・緊急時対応等に考慮
した「北杜市水道施設中長期整備計画及びアセットマネジメ
ント」に基づき、効率的かつ効果的な施設整備に取り組みま
す。

・施設の老朽化、人口減少等による料金収入の減少等、経営
環境が厳しさを増している中で、地方公営企業法の適用によ
り、経営基盤の強化と財政マネジメントに取り組み、効率的
な事業運営に努めます。

・地方公営企業会計の導入による固定資産台帳の整備と施設
の状況把握に努め、施設の長寿命化や重要度・緊急時対応等
に考慮した「北杜市水道事業中長期整備計画」を策定し、効
率的かつ効果的な施設整備に取り組みます。

・中長期的視点に立ち、収益的・資本的収支見通しを行い、
効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する「アセットマネ
ジメント」に取り組みます。

下水道

・施設の老朽化、人口減少等による料金収入の減少等、経営
環境が厳しさを増している中で、投資・財政計画の基礎とな
る「北杜市上下水道事業経営基本計画」を定期的に見直し、
将来にわたり安定的な汚水処理に努めます。

・下水道施設においては、固定資産台帳の更新と施設の状況
把握に努め、「北杜市公共下水道処理施設・管路施設維持管
理計画（平成30年2月）」、「農業集落排水施設最適整備構
想（平成26年3月）」等の個別計画に基づき、施設の統廃合
といった経営合理化を図るとともに、「北杜市下水道BCP22
（平成28年3月）」により災害時への対応にも努めます。

・「北杜市下水道施設長寿命化計画」、「農業集落排水施設
最適整備構想」及び「北杜市下水道アクションプラン」等の
個別計画に基づき、施設の統廃合といった経営合理化に伴う
施設管理の適正化を目指すほか、地方公営企業法の適用によ
り、将来にわたり安定的に下水道事業を継続していきます。

・地方公営企業会計の導入による固定資産台帳の整備と施設
の状況把握に努め、施設の維持管理コストの縮減に努めると
ともに、「北杜市下水道BCP24」により災害時への対応にも
努めます。
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