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４ｋｍ２１０

 57 ：沼田市勤労者会館

 3 ：池田公民館

 14 ：下発知町生活改善センター

 13 ：発知新田町生活改善センター

 16 ：秋塚町生活改善センター

 10 ：佐山町南部生活改善センター

 12 ：中発知町生活改善センター

 17 ：堀廻町構造改善センター

 18 ：善桂寺町活性化センター  15 ：岡谷町生活改善センター

 1 ：中央公民館

 2 ：利南公民館

 11 ：上発知町生活改善センター

 58 ：沼田市勤労青少年ホーム

 21 ：上野住民センター

 20 ：旭地区住民センター

 7 ：上沼須町住民センター

 19 ：石墨町多目的集会施設

 5 ：川田公民館

 8 ：上久屋町多目的集会所

 9 ：横塚町公民館

 4 ：薄根公民館

N

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

4.1 公共施設 

 

（１）施設類型ごとの基本方針（公共施設）                      

今後本計画に基づき、施設ごとの個別計画を策定し、総合的かつ計画的な管理に取り組

んでいきます。 

 

①市民文化系施設 

【集会・文化施設】      沼田地区 
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 24 ：岩室集会所

 26 ：平出集会所

 27 ：上古語父集会所

 28 ：下古語父集会所

 25 ：尾合集会所

 6 ：白沢公民館

 22 ：高平集会所
 23 ：生枝集会所

N

 56 ：千鳥転作促進研修施設

 30 ：追貝地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

 42 ：園原集会所

 31 ：伊香原地区集会所

 33 ：第６生活改善センター

 35 ：平川上組ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

 36 ：平川中組集会所
 34 ：平川集落センター

 32 ：第１生活改善センター

 29 ：追貝上組集会所

 38 ：高戸谷集会所

 37 ：第５生活改善センター

 40 ：老神集会所

 41 ：大原集会所

 39 ：老神湯之上集会所

 43 ：第４生活改善センター

 50 ：第３生活改善センター

 44 ：第２生活改善センター

 45 ：第７生活改善センター

 46 ：日向南郷集会所

 47 ：南郷集会所
 48 ：青木多目的研修集会施設

 49 ：砂川集会所

 51 ：輪久原集会所

 54 ：二本松第２集会所

 55 ：二本松多目的集会施設

 52 ：多那地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

 53 ：多那農村婦人の家

N

白沢地区 

利根地区 

０ １ ２ｋｍ

０ ２ ４ｋｍ
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 中央公民館 東倉内町829-1 4367.58 昭和56(1981) 34 改修済 × 

2 利南公民館 上沼須町197-1 465.68 昭和53(1978) 37 改修済 ○ 

3 池田公民館 発知新田町530-3 465.68 昭和52(1977) 38 改修済 ○ 

4 薄根公民館 下沼田町733-1 465.68 昭和54(1979) 36 改修済 ○ 

5 川田公民館 下川田町乙798 465.68 昭和52(1977) 38 改修済 ○ 

6 白沢公民館 白沢町高平1 1260.45 昭和45(1970) 45 改修済 ○ 

7 上沼須町住民センター 上沼須町683-2 134.15 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

8 上久屋町多目的集会所 上久屋町1381-2 198.74 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

9 横塚町公民館 横塚町1223-5 270.82 昭和55(1980) 35 要改修 × 

10 佐山町南部生活改善センター 佐山町845-1 130.83 昭和60(1985) 30 新耐震 × 

11 上発知町生活改善センター 上発知町1196-1 198.74 昭和57(1982) 33 新耐震 × 

12 中発知町生活改善センター 中発知町563-1 195.74 昭和59(1984) 31 新耐震 × 

13 発知新田町生活改善センター 発知新田町540-1 172.24 昭和56(1981) 34 不明 × 

14 下発知町生活改善センター 下発知町242-3 153.19 昭和49(1974) 41 不明 × 

15 岡谷町生活改善センター 岡谷町493 199.57 昭和55(1980) 35 不明 × 

16 秋塚町生活改善センター 秋塚町445-2 105.99 昭和58(1983) 32 新耐震 × 

17 堀廻町構造改善センター 堀廻町268-3 163.13 平成4(1992) 23 新耐震 × 

18 善桂寺町活性化センター 善桂寺町217-1 180.44 平成8(1996) 19 新耐震 × 

19 石墨町多目的集会施設 石墨町1777 167.27 平成2(1990) 25 新耐震 × 

20 旭地区住民センター 下川田町6046-179 62.10 平成5(1993) 22 新耐震 × 

21 上野住民センター 岩本町936 66.94 平成2(1990) 25 新耐震 × 

22 高平集会所 白沢町高平274 425.00 昭和47(1972) 43 不明 ○ 

23 生枝集会所 白沢町生枝1480-1 308.00 昭和47(1972) 43 不明 × 

24 岩室集会所 白沢町岩室327-1 231.00 昭和50(1975) 40 不明 × 

25 尾合集会所 白沢町尾合906-1 324.00 昭和48(1973) 42 不明 × 

26 平出集会所 白沢町平出768-1 264.00 昭和49(1974) 41 不明 × 

27 上古語父集会所 白沢町上古語父764-2 324.00 昭和48(1973) 42 不明 × 

28 下古語父集会所 白沢町下古語父616-1 264.00 昭和51(1976) 39 不明 × 

29 追貝上組集会所 利根町追貝711 159.00 昭和63(1988) 27 新耐震 ○ 

30 追貝地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 利根町追貝835 300.69 昭和60(1985) 30 新耐震 ○ 

31 伊香原地区集会所 利根町平川1424-7 200.49 平成2(1990) 25 新耐震 ○ 

32 第１生活改善センター 利根町平川1269-1 298.11 昭和47(1972) 43 不明 × 

33 第６生活改善センター 利根町平川1809-1 158.76 昭和54(1979) 36 不明 ○ 

34 平川集落センター 利根町平川781 386.64 昭和56(1981) 34 新耐震 ○ 

35 平川上組ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 利根町平川190 134.74 平成3(1991) 24 新耐震 ○ 

36 平川中組集会所 利根町平川1 143.24 平成9(1997) 18 新耐震 × 

37 第５生活改善センター 利根町大楊336 198.53 昭和53(1978) 37 不明 × 
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

38 高戸谷集会所 利根町高戸谷439 214.60 昭和64(1989) 26 新耐震 ○ 

39 老神湯之上集会所 利根町老神625-1 132.91 平成11(1999) 16 新耐震 × 

40 老神集会所 利根町老神277-1 228.82 平成5(1993) 22 新耐震 × 

41 大原集会所 利根町大原4-1 293.05 昭和60(1985) 30 新耐震 ○ 

42 園原集会所 利根町園原766-1 261.81 昭和58(1983) 32 新耐震 × 

43 第４生活改善センター 利根町穴原45,46 198.53 昭和53(1978) 37 不明 ○ 

44 第２生活改善センター 利根町根利519先 165.24 昭和49(1974) 41 不明 ○ 

45 第７生活改善センター 利根町柿平14-2 110.16 昭和54(1979) 36 不明 × 

46 日向南郷集会所 利根町日向南郷159 78.27 平成13(2001) 14 新耐震 × 

47 南郷集会所 利根町日影南郷甲69-2 226.80 昭和48(1973) 42 不明 × 

48 青木多目的研修集会施設 利根町青木543 110.16 昭和55(1980) 35 不明 ○ 

49 砂川集会所 利根町砂川250-1 160.02 昭和64(1989) 26 新耐震 × 

50 第３生活改善センター 利根町輪組169 194.44 昭和52(1977) 38 不明 ○ 

51 輪久原集会所 利根町輪組683-1 136.64 平成12(2000) 15 新耐震 ○ 

52 多那地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 利根町多那696-8 153.56 平成8(1996) 19 新耐震 ○ 

53 多那農村婦人の家 利根町多那2544 404.31 昭和55(1980) 35 不明 ○ 

54 二本松第２集会所 利根町多那706-1 123.38 平成7(1995) 20 新耐震 × 

55 二本松多目的集会施設 利根町二本松110-1 186.12 昭和59(1984) 31 新耐震 ○ 

56 千鳥転作促進研修施設 利根町千鳥5-1 180.72 昭和57(1982) 33 新耐震 ○ 

57 沼田市勤労者会館 白岩町甲213 163.52 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

58 沼田市勤労青少年ホーム 白岩町甲213 946.79 昭和50(1975) 40 耐震性有 × 

※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

【譲渡】 

・行政区ごとの集会施設は、原則として地元への譲渡を検討する。 

【集約化・類似機能の統合】 

・類似施設は、統合（機能の集約）により、最適配置・規模の適正化を図る。 

【複合化・多機能化】 

・周辺の施設を集約し、複合化・多機能化を検討する。 

【長寿命化・計画修繕】 

・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。 

【公民連携】 

・民間活力の導入を検討する。 

【必要性の検討】 

・必要性の低い施設は廃止を検討する。 



第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

30 

  

②社会教育系施設 

【図書館】 

 
 

 

図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 図書館 西倉内町821-1 4957.78 平成6(1994) 21 新耐震 × 

※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

【長寿命化・計画修繕】 

・予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。 

【公民連携】 

・行政と民間がパートナーを組んだ施設管理等を検討する。 

 

  

 1 ：図書館

N

沼田地区 

０ １ ２ ４ｋｍ
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４ｋｍ２０

 8 ：旧鈴木家住宅（土蔵4棟含む）
     南郷の曲屋　

N

【博物館等】 

    
 

  

 6 ：生方記念文庫

 1 ：旧日本基督教団沼田教会紀念会堂

 5 ：鐘楼

 7 ：旧沼田貯蓄銀行

 2 ：旧生方家住宅

 3 ：生方記念資料館

 4 ：旧土岐邸洋館

N

沼田地区 

利根地区 

０ １ ２ ４ｋｍ
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※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

【長寿命化、計画修繕】 

・予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。 

【公民連携】 

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営等を検討する。 

 

  

図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 
旧日本基督教団沼田教会紀

念会堂 
西倉内町58-1 151.63 昭和63(1988) 27 要改修 × 

2 旧生方家住宅 西倉内町594 264.01 昭和48(1973) 42 不明 × 

3 生方記念資料館 西倉内町594 96.54 昭和54(1979) 36 要改修 × 

4 旧土岐邸洋館 西倉内町594 228.60 平成2(1990) 25 新耐震 × 

5 鐘楼 西倉内町594 109.56 昭和58(1983) 32 新耐震 × 

6 生方記念文庫 上之町199-1 239.44 平成26(2014) 1 新耐震 × 

7 旧沼田貯蓄銀行 上之町1155-1 172.16 平成28(2016) - 不明 × 

8 
旧鈴木家住宅（土蔵4棟含む） 

南郷の曲屋 
利根町日影南郷158-1 604.45 

天明5(1785) 

平成20(2008） 

230 

（7） 
不明 × 
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③スポーツ・レクリエーション系施設 

【スポーツ施設】 

   

    

 4 ：旧利南中学校屋内運動場

 3 ：沼田市民体育館

 5 ：ニュースポーツ広場

 6 ：屋内ゲートボール場

 7 ：勤労青少年体育センター

 8 ：運動公園

 2 ：沼田武道場

 1 ：沼田小学校講堂記念体育館

 10 ：川田運動広場

 9 ：市民プール

N

 17 ：三沢交流広場

 20 ：平出トレーニングセンター

 19 ：白沢弓道場

 15 ：尾合トレーニングセンター

 13 ：生枝トレーニングセンター

 14 ：岩室トレーニングセンター

 21 ：上古語父トレーニングセンター

 22 ：下古語父トレーニングセンター

 18 ：白沢高齢者多目的室内運動場

 16 ：白沢プール

 11 ：武道館
 12 ：高平トレーニングセンター

N

沼田地区 

白沢地区 

０ １ ２ ４ｋｍ

０ １ ２ｋｍ



第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

34 

  

 
 

 

図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 沼田小学校講堂記念体育館 西倉内町650 327.00 昭和50(1975) 40 要改修 × 

2 沼田武道場 西倉内町650 298.00 昭和31(1956) 59 要改修 × 

3 沼田市民体育館 東原新町1801-1 4468.00 昭和57(1982) 33 耐震性有 ○ 

4 旧利南中学校屋内運動場 上沼須町366-1 773.00 昭和41(1966) 49 不明 × 

5 ニュースポーツ広場 発知新田町19-1 113.48 平成12(2000) 15 新耐震 × 

6 屋内ゲートボール場 白岩町201 823.77 平成2(1990) 25 新耐震 × 

7 勤労青少年体育センター 白岩町甲213 859.01 昭和51(1976) 39 耐震性有 × 

8 運動公園 硯田町626 426.46 昭和55(1980) 35 不明 ○ 

9 市民プール 硯田町626 8435.00 平成2(1990) 25 新耐震 × 

10 川田運動広場 下川田町1533 1012.80 平成8(1996) 19 新耐震 ○ 

11 武道館 白沢町高平14-1 642.90 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

12 高平トレーニングセンター 白沢町高平274 225.00 平成6(1994) 21 新耐震 × 

13 生枝トレーニングセンター 白沢町生枝1480-1 218.04 平成12(2000) 15 新耐震 × 

14 岩室トレーニングセンター 白沢町岩室327-1 107.00 平成14(2002) 13 新耐震 × 

15 尾合トレーニングセンター 白沢町尾合906-1 228.00 平成3(1991) 24 新耐震 × 

16 白沢プール 白沢町尾合1222-1 340.00 昭和53(1978) 37 不明 × 

17 三沢交流広場 白沢町尾合2543 112.75 平成13(2001) 14 新耐震 × 

18 白沢高齢者多目的室内運動場 白沢町平出73-1 653.42 昭和44(1969) 46 不明 × 

19 白沢弓道場 白沢町平出135-1 148.34 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

 29 ：大原地区屋内運動場

 28 ：都市交流拠点施設（室内運動場）

 31 ：根利地区屋内運動場

 34 ：多那地区屋内運動場

 32 ：南郷地区屋内運動場

 24 ：平川地区屋内運動場

 33 ：利根農業者トレーニングセンター

 30 ：利根園原ふれあい屋内運動場

 23 ：利根柔剣道場

 27 ：利根健康増進施設

 26 ：利根トレーニングハウス

 25 ：利根屋内プール

N

利根地区 

０ ２ ４ｋｍ
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

20 平出トレーニングセンター 白沢町平出768-1 199.00 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

21 上古語父トレーニングセンター 
白沢町上古語父 

1785-2 
226.00 平成5(1993) 22 新耐震 × 

22 下古語父トレーニングセンター 
白沢町下古語父 

175-1 
230.00 平成6(1994) 21 新耐震 × 

23 利根柔剣道場 利根町追貝398 1069.20 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

24 平川地区屋内運動場 利根町追貝2088-4 893.20 昭和62(1987) 28 新耐震 × 

25 利根屋内プール 利根町大楊1086-1 2367.02 平成6(1994) 21 新耐震 × 

26 利根トレーニングハウス 利根町大楊1089 859.20 昭和58(1983) 32 新耐震 × 

27 利根健康増進施設 利根町大楊1078 1203.01 昭和53(1978) 37 要改修 × 

28 都市交流拠点施設（室内運動場） 利根町大原1862-1 2204.00 平成6(1994) 21 新耐震 × 

29 大原地区屋内運動場 利根町大原1863-1 893.20 平成6(1994) 21 新耐震 × 

30 利根園原ふれあい屋内運動場 利根町園原701-3 566.32 平成10(1998) 17 新耐震 × 

31 根利地区屋内運動場 利根町根利543-3 893.20 平成6(1994) 21 新耐震 × 

32 南郷地区屋内運動場 
利根町日影南郷326-

1 
893.20 昭和64(1989) 26 新耐震 × 

33 利根農業者トレーニングセンター 利根町輪組867-2 1183.02 昭和59(1984) 31 新耐震 × 

34 多那地区屋内運動場 利根町多那744-1 889.90 平成7(1995) 20 新耐震 × 

※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

【集約化・類似機能の統合】 

・類似施設の統廃合（機能の集約）により、最適配置・規模の適正化を図る。 

【広域連携】 

・周辺自治体との広域連携による共同所有や類似施設での役割分担による施設の縮減を検討

する。 

【長寿命化・計画修繕】 

・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。 

【公民連携】 

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営等を検討する。 

【民営化】 

・民営化が可能な施設は民営化を検討する。 

【必要性の検討】 

・必要性の低い施設は廃止を検討する。 
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【レクリエーション施設･観光施設】 

 
 

 

    

 4 ：玉原高原入口公衆トイレ

 10 ：発知ふれあい広場公衆トイレ

 5 ：迦葉山公衆トイレ

 3 ：市民の森

 2 ：佐山ふれあい広場

 11 ：三峰山駐車場公衆トイレ

 1 ：天狗面設置小屋

 7 ：森林の館

 8 ：玉原自然環境センター

 9 ：玉原野外活動施設

 6 ：サラダパークぬまた

N

 12 ：白沢高原温泉「望郷の湯」

 13 ：白沢地域特産物展示即売施設

N

沼田地区 

白沢地区 

０ １ ２ ４ｋｍ

０ １ ２ｋｍ
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

1 天狗面設置小屋 上之町183-1 34.78 平成11(1999) 16 新耐震 × 

2 佐山ふれあい広場 佐山町2477 132.48 平成20(2008) 7 新耐震 × 

3 市民の森 上発知町 31.00 平成4(1992) 23 新耐震 × 

4 
玉原高原入口公衆ト

イレ 
上発知町35-5 37.18 平成11(1999) 16 新耐震 × 

5 迦葉山公衆トイレ 上発知町446 78.02 平成15(2003) 12 新耐震 × 

6 サラダパークぬまた 上発知町1708 1145.84 平成3(1991) 24 新耐震 × 

7 森林の館 上発知町1780 533.91 平成9(1997) 18 新耐震 × 

8 
玉原自然環境センタ

ー 
上発知町字迦葉山国有林13林班ハ 28.35 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

9 玉原野外活動施設 上発知町字迦葉山国有林内 1294.55 昭和63(1988) 27 新耐震 × 

10 
発知ふれあい広場公

衆トイレ 
下発知町675 50.91 平成9(1997) 18 新耐震 × 

11 
三峰山駐車場公衆ト

イレ 
宇楚井町638 13.11 昭和54(1979) 36 不明 × 

12 
白沢高原温泉「望郷

の湯」 
白沢町平出1297-1 1822.59 平成6(1994) 21 新耐震 × 

13 
白沢地域特産物展示

即売施設 
白沢町上古語父152-6 563.64 平成9(1997) 18 新耐震 × 

14 
吹割の 滝公衆便所

（追貝） 
利根町追貝1063 21.87 平成17(2005) 10 新耐震 × 

15 六角堂 利根町追貝1071 58.50 昭和59(1984) 31 新耐震 × 

16 
東屋（吹割渓谷遊歩

道施設整備事業） 
利根町追貝1095 7.45 昭和64(1989) 26 新耐震 × 

17 
吹割の 滝公衆便所

（高戸谷） 
利根町高戸谷1026 12.42 平成2(1990) 25 新耐震 × 

 20 ：南部総合交流施設

 14 ：吹割の滝公衆便所（追貝）

 15 ：六角堂

 19 ：南郷温泉しゃくなげの湯

 18 ：利根観光会館

 17 ：吹割の滝公衆便所（高戸谷）

 16 ：東屋（吹割渓谷遊歩道施設整備事業）

N

利根地区 

０ ２ ４ｋｍ
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図面

番号 
施設名 所在地 

施設総 

延床面積

（㎡） 

建築年度 築年数 
耐震化 

状況※1 

避難所 

指定 

※2 

18 利根観光会館 利根町老神607-1 1483.54 平成4(1992) 23 新耐震 ○ 

19 
南郷温泉しゃくなげ

の湯 
利根町日影南郷100 824.07 平成13(2001) 14 新耐震 × 

20 南部総合交流施設 利根町日影南郷100 996.64 平成13(2001) 14 新耐震 × 

※1）新耐震：新耐震基準で建築された建物。改修済み：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準

に準拠済みの建物。耐震性有：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。要改修：旧耐震基準

の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。不明：旧耐震基準の建物であり、耐

震診断を行っていない建物。 

※2）○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。 

避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支

障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。 

 

基本方針（方向性） 

【長寿命化・計画修繕】 

・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。 

【公民連携】 

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営等を検討する。 

【民営化】 

・民営化が可能な施設は民営化を検討する。 

【必要性の検討】 

・必要性の低い施設は廃止を検討する。 

 

  


