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総 務 課 

 

１ 趣 旨 

公共施設等総合管理計画に係る個別施設計画※の作成について、国より令和

2年度末までに策定するよう要請を受けている。 

本町においても、公共施設の老朽化は課題となっており、人口減少による収

入の減少に伴い、全ての公共施設を維持・更新することは困難な状況である。 

更新に伴う地方債発行などによる負担を将来に先送りしないため、公共施設

の複合化、集約、廃止などの手法により延床面積の削減を進めることとし、総

合管理計画の実行計画である個別施設計画の策定を進めている。 

 

■総合管理計画の目標 

公共施設の延床面積を令和 17 年度までに約 2.2 万㎡(全体の約 15%)削

減し、今後の更新費用の圧縮を行う。 

 

※個別施設計画とは 

公共施設ごとの具体的な対応方針を定める実行計画として、改めて公共

施設の現状を整理した上で、対策に係る優先順位の考え方、対策内容及び

実施時期を定めるもの。 

 

 

２ 進捗状況の報告 

(1)令和元年度の取組状況 

庁内ワーキングチームにより面積削減のため複合化、集約、廃止する施

設について、各施設担当課からの意見を集約し、別紙の公共施設等配置計

画(案)を作成した。 

 

(2)令和２年度の取組 

個別施設計画（前期）として、令和元年度の公共施設等配置計画(案)に

基づき計画期間の対策内容、実施時期、想定事業費などを個別施設計画と

して令和 2年度に策定する 

 

■個別施設計画の計画期間 

・前期(令和 2年度策定) ：令和 ３年度～令和 ９年度［7年間］ 

・後期(令和 9年度見直し)：令和 10 年度～令和 17 年度［8年間］ 

※総合管理計画：平成 28年度～令和 17年度［20年間］ 



凡例： 譲渡・売却・廃止 非更新 新規取得 複合化 一部廃止 削減面積：2.5万㎡

八橋地区 浦安地区 下郷地区 上郷地区 古布庄地区 赤碕地区 成美地区 安田地区 以西地区

人口 3,806人 3,644人 1,640人 479人 870人 3,536人 1,657人 1,151人 748人

町民文化系 八橋ふれあいセンター 白鳳館 倉坂地区活性改設 ふるさと分校 赤碕地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（ﾎｰﾙ） 上中村構造改善ｾﾝﾀｰ 多目的共同利用施設

まなびタウン（ホール） 下伊勢西集会所 倉坂多目的集会所 漁村ｾﾝﾀｰ 桜ヶ丘会館 竹内多目的研修施設

カウベルホール ふれあい交流会館 東桜ケ丘地区会館 宮木多目的研修施設

釛公民館（H30譲渡済） 朝日ケ丘団地集会所 出上集会所 大熊多目的研修施設

桐谷家住宅 出上地区会館 大父木地多目的研修施設

上野集会所 大父多目的研修施設

平田ケ平多目的研修施設

国実多目的研修施設

山川構造改善センター

社会教育系 八橋地区公民館 浦安地区公民館 下郷地区公民館 上郷地区公民館 古布庄地区公民館 赤碕地区公民館 成美地区公民館 安田地区公民館 以西地区公民館

まなびタウン（図書館） 赤碕地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（図書館）

体育系 八橋小学校（体育館） 浦安小学校（体育館） 聖郷小学校（体育館） 旧古布庄小学校（体育館） 赤碕小学校（体育館） 船上小学校体育館 旧安田小学校（体育館） 旧以西小学校（体育館）

東伯中学校（体育館） 東伯武道館 聖郷運動広場 赤碕中学校（体育館） 赤碕勤労者体育ｾﾝﾀｰ

東伯総合公園（一部廃止） 赤碕武道館

東伯勤労者体育ｾﾝﾀｰ 農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

赤碕総合運動公園（一部廃止）

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系 平岩記念会館 お試し住宅 一向平キャンプ場 ポート赤碕物産館 大父木地親水公園

日韓友好交流会館 船上山公衆トイレ

物産館ことうら 人材活用加工販売施設

鳴り石の浜公衆トイレ 船上山休憩所

子育て支援系 やばせこども園 しらとりこども園 こがねこども園 ことうらこども園 ふなのえこども園

保健・福祉系 保健センター 東伯文化センター いきいき健康センター 高齢者憩いの家（譲渡済）

アエル 在宅介護支援センター 赤碕文化センター

福祉センター 老人ふれあい工房

行政系 役場本庁舎 第３分団車庫 第４分団車庫 山田水防倉庫 第５分団車庫 赤碕ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（分庁舎） 第９分団車庫 第８分団車庫 第１０分団車庫

まなびタウン東伯（教育委員会） 上伊勢水防倉庫 法万水防倉庫 第６分団車庫 成美防災備蓄倉庫 除雪車車庫

第１分団車庫 防災備蓄倉庫 第７分団車庫

第２分団車庫 除雪車車庫

浦安駅前格納庫

その他 旧中井旅館 旧逢束保育園 大法水車小屋 旧古布庄保育園 商工会赤碕会館 旧出上駐在所 旧安田小学校 旧船上山出張所

民俗資料館（除却済） 鳥取中央有線放送 旧古布庄小学校 赤碕駅南公衆トイレ 納骨堂 旧安田保育園 旧以西小学校

旧町民住宅 旧東伯給食センター 旧赤碕給食センター 琴浦町営斎場 旧以西保育園

旧八橋保育園

琴浦町公共施設配置計画（案）　　計画期間：令和17年度まで
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凡例： 譲渡・売却・廃止 非更新 新規取得 複合化 一部廃止 削減面積：2.5万㎡

八橋地区 浦安地区 下郷地区 上郷地区 古布庄地区 赤碕地区 成美地区 安田地区 以西地区

人口 3,806人 3,644人 1,640人 479人 870人 3,536人 1,657人 1,151人 748人

琴浦町公共施設配置計画（案）　　計画期間：令和17年度まで

産業系 下伊勢共同加工施設 下伊勢大型作業所 松谷農機具格納庫 出上共同出荷所 野菜共同出荷場

下伊勢第１作業所 出上農機具保管施設

下伊勢第2作業所

農機具保管庫（金屋）

農機具保管庫（下伊勢）

下伊勢畜産団地

淡水魚養殖施設

学校教育系 八橋小学校 浦安小学校 聖郷小学校 赤碕小学校 船上小学校

東伯中学校 学校給食センター 赤碕中学校

公営住宅系 一里松第１・４団地 新規就農者住宅 松ヶ丘団地 東山団地 八幡第２団地

一里松団地集会所 下伊勢第１団地 松ヶ丘団地集会所 東山団地集会所 みどり団地

八橋第３団地 下伊勢第２団地 南荒神団地 城山団地 みどり団地集会所

八橋団地 いなり第１・２・３団地 南荒神団地集会所 城山団地集会所

東伯ハイツ 上伊勢団地 駅前団地 桜ヶ丘団地

コーポラスことうら 上伊勢団地集会所 きらり団地 出上団地

槻下第1・2・3・4・5南団地 きらり団地集会所 成美団地

槻下団地集会所 上野団地

東伯団地 船望台団地

浦安団地 船望台団地集会所

浦安団地集会所

公園系 八橋農村公園 水辺公園 下大江農村公園 法万農村公園 荒神公園 今在家農村公園 八幡農村公園 山川農村公園

八橋公園 逢束農村公園 倉坂農村公園 南部ふるさと広場 きらり公園 分乗寺農村公園 光農村公園 金屋農村公園

徳万公園 いなり公園 ふるさと海岸 上中村農村公園 箆津農村公園 竹内農村公園

海岸ふれあい広場 赤碕ふれあい広場 大熊農村公園

花見公園 大父農村公園
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