
本町の個別計画では、計画期間（R3～R8年）の施設管理方針を、以下のいずれかで設定しています。

種類 意味

当面は現状維持のまま推移すること

（維持するために最低限の修繕等は行う。）

長寿命化 耐用年数を超えて使用できるよう大規模改修すること

老朽化が進んだ施設を建替えること

（原則として床面積は縮小する。）

統廃合 余剰施設を同じ機能の施設に統合し、保有量を最適化すること

複合化・多機能化 １つの施設に異なる複数の機能を保有させ、運用や維持管理の効率化を図ること

用途変更 機能を廃止し新たな機能を保有させること

移譲 地域や民間に現状有姿で譲渡すること

廃止 その施設を廃止する（機能含む）こと

現状維持

更新



※個別施設計画は、令和3年度～令和8年度までとなり、社会情勢等によりこの方針が変更になる可能性もあります。

施設名称 方針 説　明

東栄町役場本庁舎 長寿命化
耐震補強ができていないが、当分の間は維持していく必要がある。今後は建替えを
視野に検討し、準備が整い次第、実行していく。

東栄町役場分庁舎 長寿命化
耐震補強ができていないが、当分の間は維持していく必要がある。今後は建替えを
視野に検討し、準備が整い次第、実行していく。本庁舎の建て替えと同じく整備する

新城消防署東栄分署 長寿命化 必要不可欠な施設のため、適切な管理による長寿命化を実施する。

消防団詰所(本部班) 現状維持
役場庁舎に併設した形で、器具庫として整備を検討していく。
役場庁舎の建替えとあわせて計画する。

１分団１班消防団詰所（中設楽） 現状維持
御殿地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

１分団１班消防団詰所（月） 現状維持
御殿地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

１分団２班消防団詰所（粟代） 現状維持
振草地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

１分団２班消防団詰所（古戸） 現状維持
振草地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

２分団１班消防団詰所（万場） 現状維持
本郷地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

２分団２班消防団詰所（岡本） 現状維持
本郷地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

２分団３班消防団詰所（畑） 現状維持
三輪地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

２分団３班消防団詰所（奈根） 現状維持
三輪地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

３分団１班消防団詰所（足込） 現状維持
足込地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

３分団１班消防団詰所（市場） 現状維持
下川地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

３分団１班消防団詰所（御園） 現状維持
御園地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

３分団２班消防団詰所（東薗目） 現状維持
東薗目地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含め
たあり方を検討していく。

３分団２班消防団詰所（下田） 現状維持
下田地区の詰所として現状維持していくが、団員数の減少等により統廃合も含めた
あり方を検討していく。

町営バス車庫及び管理事務所 現状維持
当分の間は、現状維持していくが、役場移転時にあわせ検討していく。医療センター
等の整備に伴う公共交通の見直しの中でも移転も含め検討していく。

東栄町　個別施設計画での方針と施設一覧（令和3年1月時点）
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施設名称 方針 説　明
施設
分類

中設楽生活改善センター 現状維持
中設楽地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

柿野集会所 現状維持
中設楽地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

先林集会所 現状維持
中設楽地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

加賀野集会所 現状維持
中設楽地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

老人憩いの家　布川荘 現状維持
中設楽地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

老人憩いの家　御殿荘 現状維持
中設楽地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

月集会所 現状維持
月地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協議
により検討していく。

尾呂生活改善センター 現状維持
月地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協議
により検討していく。

小野集会所 現状維持
本郷地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

上小田集会所 現状維持
本郷地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

赤谷集会所 現状維持
本郷地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

老人憩いの家　本郷荘 現状維持
本郷地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

老人憩いの家　別所荘 現状維持
本郷地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

老人憩いの家　二タ田荘 現状維持
本郷地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

中在家集会所 現状維持
本郷三つ組地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区
との協議により検討していく。

老人憩いの家　明寿荘 現状維持
本郷三つ組地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区
との協議により検討していく。
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施設名称 方針 説　明
施設
分類

老人憩いの家　百寿荘 現状維持
下川地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

三ツ石集会所 現状維持
下川地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

市場集会所 現状維持
下川地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

川角 川角集会所 現状維持
下川地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

足込集会所 現状維持
足込地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

足込生活改善センター 現状維持
足込地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

御園第二集会所 現状維持
御園地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

御園集会所 現状維持
御園地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

東薗目生活改善センター 現状維持
東薗目地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

老人憩いの家　東薗目荘 現状維持
東薗目地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

東薗目ふれあいプラザ 現状維持
東薗目地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

西薗目集会所 現状維持
西薗目地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

老人憩いの家　西薗目荘 現状維持
西薗目地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との
協議により検討していく。

西薗目
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施設名称 方針 説　明
施設
分類

横引集会所 現状維持
三輪地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

河内集会所 現状維持
三輪地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

三輪コミュニティーセンター 現状維持
三輪地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

奈根集会所 現状維持
三輪地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

畑集会所 現状維持
三輪地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

老人憩いの家　深谷荘 現状維持
三輪地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

古戸川合集会所 現状維持
古戸地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

古戸日蔭集会所 現状維持
古戸地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

古戸多目的集会所（古戸会館） 現状維持
古戸地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

上古戸生活改善センター 現状維持
古戸地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

上粟代 老人憩いの家　親和荘 現状維持
粟代地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

桑原集会所 現状維持
粟代地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

下粟代生活改善センター 現状維持
粟代地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

小林 小林集会所 現状維持
小林地区の集会所として当面は現状維持していくが、今後については地元区との協
議により検討していく。

古戸

三輪区

下粟代

振草区

集会施設



施設名称 方針 説　明
施設
分類

東栄町体験交流館のき山学校 現状維持
耐震補強ができていないため、補強工事を実施し、交流拠点施設として現状を維持し
ていく。

東栄町ふれあい交流施設 現状維持
とうえい温泉に隣接する施設として、観光交流の拠点施設となっていることから、現
行通り指定管理による管理をしながら維持していく。

東栄レストハウス 現状維持
当面は現状維持とするが、三遠南信自動車道の東栄・鳳来峡インターチェンジ間開
通に向けて施設のあり方を検討する。

東栄町展望台 現状維持 当面は現状維持とするが、施設のあり方等については今後検討する。

蔦の渕展望台 現状維持
とうえい温泉に隣接する施設として、観光交流の拠点施設となっていることから、現
行通り指定管理による管理をしながら維持していく。

ふるさと文化交流館 現状維持
ＪＲ飯田線東栄駅にあり、町の玄関口としての機能は十分果たせているので、現状維
持しながら管理していく。

高齢者いきいき健康増進施設（とうえ
い温泉）

現状維持
町の観光交流の拠点施設であり、今後も現状維持していくが、施設は建設から20年
を迎えるため、建物および機器について、計画的に更新することを検討する。

野外炊事場 現状維持
グリーンハウスと一体的な施設として現状維持するが、利用状況等を踏まえて今後
のあり方について検討していく。

東栄グリーンハウス 現状維持
交流施設として町の中心的な役割を担っていることから現状維持していくが、施設の
老朽化を踏まえ、今後のあり方については検討していく。

交流促進センター千代姫荘 現状維持
交流施設として町の中心的な役割を担っていることから現状維持していくが、施設の
老朽化を踏まえ、今後のあり方については検討していく。

千代姫コテージ 廃止 現状は利用を休止しているが、他団体等の利用も視野に検討していく。

奥三河青年の家 廃止
すでに使われなくなってから年数がかなりたち、建物自体危険な状況になってきてい
るので、早い時期に解体する。

森林体験交流センター 移譲
施設自体は建設から25年を経過しているが、施設には問題はない。しかし、赤字幅
は年々増えてきているので、民間も含めて移譲を検討していく。

とうえい健康の館 現状維持
とうえい温泉に隣接し、利用率も当初の見込み数をほぼクリアしているし、年数もたっ
ていないことから現状維持とする。

文化施設

観光・宿泊施設

スポー
ツ・レクリ
エーショ
ン施設



施設名称 方針 説　明
施設
分類

旧中設楽小学校講堂（中設楽ふれあいプラザ） 現状維持 地域住民の利用もあることから、現状維持とする。

介護予防センター 現状維持 今後も水中運動教室含め、利用があると見込まれるため現状維持とする。

屋根付多目的広場（東栄ドーム） 現状維持
総合社会教育文化施設の中のスポーツ施設として町民の利用も多いことから現状維
持していく。

弓道場 現状維持
総合社会教育文化施設の中のスポーツ施設として町民の利用も多いことから現状維
持していく。

Ｂ＆Ｇ海洋センター(プール) 現状維持
総合社会教育文化施設の中のスポーツ施設として町民の利用も多いことから現状維
持していく。

Ｂ＆Ｇ海洋センター(体育館) 現状維持
総合社会教育文化施設の中のスポーツ施設として町民の利用も多いことから現状維
持していく。

花祭会館 現状維持 建設から30年を経過しているが、公開の内容等検討しながら現状維持していく。

ビジターセンター(博物館) 現状維持 公開の内容等検討しながら現状維持していく。

民芸館 現状維持 建設から30年を経過しているが、公開の内容等検討しながら現状維持していく。

民俗館資料等収蔵庫 現状維持 建設から31年を経過しているが、公開の内容等検討しながら現状維持していく。

生涯学習陶芸作業棟 現状維持 生涯学習等でも利用されなくなっている施設であり、利用方法も含め検討していく。

林業活動拠点施設（林業センター） 現状維持
チェンソーアートの拠点施設として現状維持していくが、施設が老朽化していることか
ら、今後の維持方法については検討していく。

高齢者生産活動センター 現状維持
当面は現状維持とするが、施設が老朽化していることから、今後の維持方法につい
ては検討していく。

山村開発センター(産業会館) 廃止
施設の老朽化が進み、すでに2階と3階は使用不能になっているが、社協と森林組合
が現状では入居していることから、それぞれの団体と協議しながら解体の方向で進
めていく。

特産物加工施設 現状維持
当初の利用形態とは離れてしまっているが、改修して間もないことから現状維持して
いく。

スポーツ施設

社会教育施設

産業系施設

スポー
ツ・レクリ
エーショ
ン施設



施設名称 方針 説　明
施設
分類

東栄中学校 長寿命化
町内1校の重要な施設であるが、建設から40年を超えているので、適切な管理のもと
長寿命化を図っていく。

東栄小学校 長寿命化
町内1校の重要な施設であり、建設からまだ7年であるので、適切な管理のもと長寿
命化を図っていく。

旧新城東高等学校本郷校舎 現状維持 小学校の倉庫としての役割を担っているので、引き続き現状維持していく。

学校給食共同調理場 長寿命化
小中学校の給食を担う重要な施設であり、建設から7年であることから、適正な管理
のもと長寿命化を図っていく。

子育て支援センター（にこにこ広場） 廃止
子育て支援の拠点施設として重要な施設であるが、令和4年7月には新施設に移行
する。そのため、その後は現在の機能を廃止する。

放課後児童クラブ 長寿命化
子育て支援の重要な施設であり、建設から年数も浅いため、適正な管理のもと長寿
命化を図っていく。

とうえい保育園 長寿命化
子育て支援の重要な施設であり、建設から年数も浅いため、適正な管理のもと長寿
命化を図っていく。

東栄町生活支援ハウス　緑風園 現状維持 今後の町の保健福祉の整備のためにも必要な施設であるため、現状維持とする。

食生活支援センター 現状維持
町民の利用や災害時の避難所としての機能もあり、今後も多方面で必要な施設のた
め現状維持とする。

介護予防等拠点施設　結の里 現状維持
町民の利用またはバス停留所として利用されていることから、適正な管理のもと現状
維持していく。

東栄医療センター附属下川診療所 廃止
新医療センターが令和4年7月に開院することから、その後解体する方向で検討して
いく。

東栄医療センター 廃止
新医療センターが令和4年7月に開院することから、その後解体する方向で検討して
いく。

医療施設

保健・福祉施設

学校

その他教育施設

学校教育
系施設

子育て支援施設



施設名称 方針 説　明
施設
分類

堀田住宅 現状維持
年数は経過しているが、大規模な修繕をしてきたことから、適正な管理のもと現状維
持していく。

松ノ本住宅 廃止 老朽化が進んでいるので、募集停止をして、その後解体する。

金紫住宅１Ａ～Ｃ 長寿命化
建設から20年ほどであり、需要も多いことから、適正な管理のもと長寿命化を図って
いく。

金紫住宅２Ｄ 長寿命化
建設から20年ほどであり、需要も多いことから、適正な管理のもと長寿命化を図って
いく。

中設楽ハイツ 長寿命化 年数は経過しているが、需要も多いことから、適正な管理のもと長寿命化を図る。。

上大林住宅 廃止 老朽化が進んでいるので、募集停止をして、その後解体する。

久保田住宅 現状維持
年数は経過しているが、大規模な修繕をしてきたことから、適正な管理のもと現状維
持していく。

大森住宅 現状維持 年数は経過しているが、適正な管理のもと現状維持していく。

小野住宅 長寿命化 建設から20年たっていないことから、適正な管理のもと長寿命化を図っていく。

畑住宅 長寿命化
年数は経過しているが、大規模な修繕をしてきたことから、適正な管理のもと現状維
持していく。

奈根住宅(4棟） 長寿命化
年数は経過しているが、大規模な修繕をしてきたことから、適正な管理のもと現状維
持していく。

奈根住宅（5棟） 長寿命化
年数は経過しているが、大規模な修繕をしてきたことから、適正な管理のもと現状維
持していく。

若者定住住宅(上奈根住宅) 現状維持 建設から10年ほどであり、適正な管理のもと現状維持していく。

橋川住宅 現状維持 建設から5年ほどであり、適正な管理のもと現状維持していく。

公営住宅



施設名称 方針 説　明
施設
分類

医師専用住宅　Ａ棟 現状維持 現在入居者はいないが、新しい施設であるため、適正な管理のもと維持していく。

東栄医療センター（医師住宅） 現状維持
施設は建設から年数がたっているが、現状利用していることから、適正な管理のもと
現状維持していく。

東栄医療センター（看護師宿舎） 廃止 令和4年7月の新医療センター建設後は、解体する方向で検討していく。

医師住宅9号 現状維持 現在入居者はいないが、適正な管理のもと維持していく。

横引住宅 長寿命化 現在も住居として貸し付けているため、入居者と協議を行いながら長寿命化していく

教職員住宅 現状維持
教職員のための住宅として必要な施設であるため現状維持とする。
老朽化が進んでいるが、適切な管理の下、維持していく。

上の原教員住宅 現状維持
教職員のための住宅として必要な施設であるため現状維持とする。
老朽化が進んでいるが、適切な管理の下、維持していく。

畑職員宿舎・公舎 長寿命化
職員宿舎として改修し、現在も入居してることから、適正な管理のもと長寿命化を図
る。

平栗住宅 長寿命化
現状入居者がおり、今後も利用が見込めるため、適切な管理のもと長寿命化を図
る。

若者定住住宅（東薗目） 長寿命化
志多らのメンバーの住居として今後も利用が見込めるため、適切な管理のもと長寿
命化を図る。

中設楽住宅(旧駐在所) 廃止 老朽化が進んでおり、しばらく利用がないことから、解体の方向で検討する。

旧今泉住宅 現状維持 現状店舗として利用しており、比較的新しい施設のため現状維持とする。

旧関谷住宅 移譲
古民家であり、現状のところは利用が見込めないが、民間等に利用してもらうことも
念頭に検討していく。

住宅・店舗
その他施
設



施設名称 方針 説　明
施設
分類

旧粟代小学校 現状維持
老朽化が進んでいる施設であるが、区が福祉団体に貸し付けている状況であること
から、区と協議をしながら現状維持していく。

旧月小学校 現状維持
老朽化が進んでいるが、地元住民に利用されていることから、区と協議をしながら現
状維持してく。

旧御園小学校 現状維持
老朽化が進んでいるが、地元住民に利用されていることから、区と協議をしながら現
状維持してく。

旧足込小学校 現状維持
老朽化が進んでいるが、地元住民に利用されていることから、区と協議をしながら現
状維持してく。

旧東栄小学校 廃止 今後の活用が見込めないため解体する方向で検討する。

旧東栄中学校講堂 現状維持
役場の物置等で使用しているが、老朽化が進んでいるため、将来的に除却を検討し
ていく

旧東薗目小学校 現状維持 志多らの練習拠点として今後も使用が見込めるので、現状維持とする

旧東部小学校（体育倉庫） 現状維持
耐用年数は迎えてはいるが、倉庫として使用しているため適切に管理し、現状を維持
していく

旧奈根小学校 廃止
現在、三遠南信道路関係の事業者が事務所として借用しているが、工事が完了すれ
ば他に使用用途が無いため除却とする

旧下川保育園 現状維持 当面の間は現状維持とするが、民間活用も視野に入れて検討していく。

旧本郷保育園 現状維持 当面の間は現状維持とするが、民間活用も視野に入れて検討していく。

東栄町斎苑 長寿命化
重要な施設であるが、火葬棟は老朽化が進んでいるので、改修も視野に現状維持し
ながら検討していく。

旧古戸集会所 移譲
地元住民が管理している施設であり、類似施設が近くにあることから、地元に移譲す
方向で検討していく。

旧学校等施設

その他

その他施
設


