
長寿命化計画等

（国からの指示）

1 生涯学習課 生涯学習センター ○

2 生涯学習課 地区公民館 ○

3 生涯学習課 支館

4 農林水産課・生涯学習課 集会所

5 生涯学習課 その他の集会施設（能生青年の館、青海少年の家）

2 文化施設（市民会館） 6 文化振興課 市民会館（４館） 4

3 図書館 7 生涯学習課 図書館 ○ 3

8 文化振興課 博物館等（FMなど）

9 能生事務所 博物館等（越山丸、マリンミュージアム）

10 生涯学習課 体育館 ○ 中間計画

11 生涯学習課 屋外運動場 ○ 中間計画

12 生涯学習課 陸上競技場 ○ 中間計画

13 商工観光課、能生事務所 スキー場

14 健康増進課、生涯学習課 はぴねす、プール

15 商工観光課 ジオパル

16 商工観光課 白馬山麓国民休養地

17 青海事務所 親不知ピアパーク

18 能生事務所 権現荘、ゆとり館

19 能生事務所 グリーンメッセ能生・大平やすらぎ館

20 能事、青事、農林 キャンプ場、森林公園及び観光施設

21 こども課 学校 ○

22 こども課 給食センター

23 こども教育課 その他教育施設（教育相談センター、教育研修センター）

24 こども課 保育所、幼稚園

25 こども課 子育て支援センター

26 こども課 発達支援センターめだか園

27 こども課 児童館

28 健康増進課 保健センター

29 福祉事務所 地域活動支援センター

30 福祉事務所、青海事務所 シルバーワークセンター

31 青海事務所 その他社会福祉施設（ふれあい）

7 医療施設 10 診療所 32 健康増進課 診療所、こころの総合ケアセンター 5

33 総務課 庁舎等（本庁、能生事務所、青海事務所） ○

34 総務課、青海事務所 車庫、倉庫棟

35 建設課 除雪車両基地

36 消防本部 消防庁舎 ○

37 消防本部 常備消防（消防車両）

38 消防本部 常備消防（消防水利）

39 消防本部 常備消防（通信）

40 消防本部 非常備消防（格納庫）

41 消防本部 非常備消防（積載車）

42 消防本部 防災行政無線

43 建設課 公営住宅 ○

44 福祉事務所 高齢者共同住宅

45 こども課 教職員住宅

46 農林水産課 新規就農者支援住宅

47 建設、能事、青事 都市公園等 ○

48 農林水産課、能生事務所 農村コミュニティ広場

49 環境生活課 ごみ処理施設 ○

50 環境生活課 一般廃棄物最終処分場 ○

51 環境生活課 し尿処理場 ○

52 環境生活課 斎場

53 環境生活課 墓地

54 農林水産課、文化振興課 活性化施設

55 こ教、文振、生涯、青事 その他の施設

56 財政、能事、青事 自動車置場

57 財政課 一般的な普通財産

58 福祉事務所、財政課 その他の目的財産

18 トンネル 59 建設課 トンネル ○ 2

19 横断歩道橋 60 建設課 横断歩道橋 ○ 3

20 大型カルバート 61 建設課 大型カルバート ○ 2

21 舗装等 62 建設課・農林水産課 舗装（市道・農道） 未調整

22 林道 63 農林水産課 林道 ○ 未調整

23 橋梁 64 建設課・農林水産課 橋梁 ○ 600

24 漁港 65 農林水産課 漁港 ○ 中間計画 3

個別計画の施設数 2,007

※「舗装等」「林道」及びその他調整中の施設については、完成後に随時追加する。 要調整 39

計 2,046

※　策定数　　２２/２４計画

14 インフラ資産

12 その他の行政財産 16 斎場等・一般行政財産

13 普通財産 17 普通財産

10 公園 14 公園

11 供給処理施設 15 供給処理施設

12 消防施設

9 公営住宅 13 公営住宅

8 行政系施設

11 行政系施設

6 保健･福祉施設 9 保健・福祉　施設

4 学校教育系施設 7 学校教育系施設

5 子育て支援施設 8 子育て支援施設

3 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

5 スポーツ施設

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設･観光施設

1 市民文化系施設

1 集会施設

2 社会教育系施設

4 博物館等

公共施設等総合管理指針の個別計画について（現状）

大分類 大分類 中分類 個別計画分類 NO. 課 内容 備考 施設数

44

14

35

21

22

17

7

8

789

20

94

3

19

292
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公共施設等総合管理指針の実践フローチャート 

 

 

 

 

 

(1) 指針の詳細                           (2) 検証ツール 

 

 

 

 

                                   ① 一次評価（自動評価） 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   ② 所管課による検証と、一次改善    財政課へ報告 

 

 

 

 

 

 

                                   ③ 二次評価（マネジメントグループ） 

                                       評価の視点 

・施設の配置  

 ④ 所管課による実践                             ・施設の設置経緯  

・重要性（防災上、社会的影響など）  

・一次改善策の検証  

 

 ⑤ 二回実施 

  

 

                    

 

                             具体的な組織は、今後検討 

 

 ⑥ 外部意見を徴取（専門家、利用者など）                                 色のイメージ 

                                             

 

                                               

 

 

                                                  

 

 

(3) 廃止局面 

 

検証 

あり方検討  

維持 

検証 

コ
ス
ト 

改善しない  改善した 

公共施設等総合管理指針 

個別計画 個別計画 個別計画  個別計画 施設カルテ  

地方公会計固定資産台帳 

改善策・見直し案  改善・見直しの実

践 

＋ 

改善しない  改善 した 

廃止 

改善策・見直し案  改善・見直しの実践  

改善しない  改善 した 

廃止準備（外部意見を踏まえ、周知して決定する。）  

【 財政課による整理 】 

 

 施設カルテの評価結果を基に、見直しの

ポイントなどを整理し、所管課へ検証依頼

する。 

【 マネジメントグループの設置 】 

 

  財産管理に詳しい職員 

５人以内を想定  

通常段階 

検証段階 

要検討段階 

廃止検討段階 
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