
令和元年度 北本市公共施設等総合管理計画推進審議会 第３回資料 訂正表 

 

 11 月 20 日に開催された第 3 回審議会の資料に一部誤りがありましたので、以下の表のとおり

訂正致します。 

 

p.9 プラン２（公民館重視型）の総合福祉センターのロードマップ 

誤 第１期 廃校する学校への機能移転を検討 

正 第１期 継続 

 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 後期 前期 後期

中丸小学校（438） 継続

石戸小学校（274） 栄小学校と統合、継続

南小学校（386） 継続

栄小学校（63） 石戸小と統合

北小学校（418） 継続

西小学校（573） 継続

東小学校（433） 継続

中丸東小学校（217）

児童数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

北本中学校（546） 継続

東中学校（503） 継続

西中学校（155）

生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

宮内中学校(316)

生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

コミュニティセンター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転

勤労福祉センター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転（一時的）、その後トレーニング機能を追加し建替え

南部公民館 継続

東部公民館 継続

西部公民館 継続

北部公民館 継続

中丸公民館 継続

学習センター 市民活動交流センターに機能移転を検討

市民活動交流センターに機能移転、機能移転後5年以内に廃止を検討

継続

継続とするが、浴室設備については廃止とする。

継続

市民活動交流センター、公民館に機能移転、浴室設備については廃止とする。

継続

保健センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

母子健康センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

中央保育所 こども課の基本方針の通り、栄保育所と集約化し建替え

栄保育所 こども課の基本方針の通り、中央保育所と集約化し建替え

東保育所 継続

深井保育所 こども課の基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

継続

小学校の統廃合とともに廃止を検討

継続

継続

台原住宅 継続、更新はしない

山中住宅 継続、更新はしない

継続

継続

※小中学校名称のカッコ内数字は、令和元年４月の児童生徒数を示す。
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ふれあいの家

市
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宅

市役所

野外活動センター

施設 第１期の方向性

実施計画 長期ビジョン

第１期 第２期
第３期 第４期

小

学

校

中

学

校

公

民

館

体育センター

文化センター

廃校し市民活動交流センターとして複合化、トレーニング室を設置 コミュニティセンター、勤労福祉センター、

保健センター、母子健康センター、郷土資料室、健康増進センター
学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を

検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

複合化

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転

体育機能重視型市民活動交流センターに機能移転を検
討

市民活動交流センターに機能移転

機能移転し複合化

機能移転し複合化

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

小学校の統廃合とともに廃止を検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

廃校する学校への機能移転を検討

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

一時移転、建替え

廃校となる場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転を検討

存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

基本計画 設計 工事 集約化
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石戸小学校（274） 栄小学校と統合、継続

南小学校（386） 継続

栄小学校（63） 石戸小と統合

北小学校（418） 継続

西小学校（573） 継続

東小学校（433） 継続

中丸東小学校（217）

児童数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

北本中学校（546） 継続

東中学校（503） 継続

西中学校（155）

生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

宮内中学校(316)

生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

コミュニティセンター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転

勤労福祉センター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転（一時的）、その後トレーニング機能を追加し建替え

南部公民館 継続

東部公民館 継続

西部公民館 継続

北部公民館 継続

中丸公民館 継続

学習センター 市民活動交流センターに機能移転を検討

市民活動交流センターに機能移転、機能移転後5年以内に廃止を検討

継続

継続とするが、浴室設備については廃止とする。

継続

市民活動交流センター、公民館に機能移転、浴室設備については廃止とする。

継続

保健センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

母子健康センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

中央保育所 こども課の基本方針の通り、栄保育所と集約化し建替え

栄保育所 こども課の基本方針の通り、中央保育所と集約化し建替え

東保育所 継続

深井保育所 こども課の基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

継続

小学校の統廃合とともに廃止を検討

継続

継続

台原住宅 継続、更新はしない

山中住宅 継続、更新はしない

継続

継続

※小中学校名称のカッコ内数字は、令和元年４月の児童生徒数を示す。

児童館

農業ふれあいセンター

健康増進センター

総合福祉センター

保

健

保

育

所

児童発達支援センター

学童保育室

あすなろ学園

ふれあいの家

市

営

住

宅

市役所

野外活動センター

施設 第１期の方向性

実施計画 長期ビジョン

第１期 第２期
第３期 第４期

小

学

校

中

学

校

公

民

館

体育センター

文化センター

廃校し市民活動交流センターとして複合化、トレーニング室を設置 コミュニティセンター、勤労福祉センター、

保健センター、母子健康センター、郷土資料室、健康増進センター
学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を

検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

複合化

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転

体育機能重視型市民活動交流センターに機能移転を検
討

市民活動交流センターに機能移転

機能移転し複合化

機能移転し複合化

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

小学校の統廃合とともに廃止を検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

一時移転、建替え

廃校となる場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転を検討

存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

基本計画 設計 工事 集約化

2020 2021 2022 2023 2024 後期 前期 後期

中丸小学校（438） 継続

石戸小学校（274） 栄小学校と統合、継続

南小学校（386） 継続

栄小学校（63） 石戸小と統合

北小学校（418） 継続

西小学校（573） 継続

東小学校（433） 継続

中丸東小学校（217）

児童数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

北本中学校（546） 継続

東中学校（503） 継続

西中学校（155）
生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

宮内中学校(316)
生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

コミュニティセンター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転

勤労福祉センター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転（一時的）、その後トレーニング機能を追加し建替え

南部公民館 継続

東部公民館 継続

西部公民館 継続

北部公民館 継続

中丸公民館 継続

学習センター 市民活動交流センターに機能移転を検討

市民活動交流センターに機能移転、機能移転後5年以内に廃止を検討

継続

継続とするが、浴室設備については廃止とする。

継続

市民活動交流センター、公民館に機能移転、浴室設備については廃止とする。

継続

保健センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

母子健康センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

中央保育所 こども課の基本方針の通り、栄保育所と集約化し建替え

栄保育所 こども課の基本方針の通り、中央保育所と集約化し建替え

東保育所 継続

深井保育所 こども課の基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

継続

小学校の統廃合とともに廃止を検討

継続

継続

台原住宅 継続、更新はしない

山中住宅 継続、更新はしない

継続

継続

※小中学校名称のカッコ内数字は、令和元年４月の児童生徒数を示す。

児童館

農業ふれあいセンター

健康増進センター

総合福祉センター

保

健

保

育

所

児童発達支援センター

学童保育室

あすなろ学園

ふれあいの家

市

営

住

宅

市役所

野外活動センター

施設 第１期の方向性

実施計画 長期ビジョン

第１期 第２期
第３期 第４期

小

学

校

中

学

校

公

民

館

体育センター

文化センター

廃校し市民活動交流センターとして複合化、トレーニング室を設置 コミュニティセンター、勤労福祉センター、

保健センター、母子健康センター、郷土資料室、健康増進センター
学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を

検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

複合化

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転

体育機能重視型市民活動交流センターに機能移転を検
討

市民活動交流センターに機能移転

機能移転し複合化

機能移転し複合化

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

小学校の統廃合とともに廃止を検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

一時移転、建替え

廃校となる場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転を検討

存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

基本計画 設計 工事 集約化

2020 2021 2022 2023 2024 後期 前期 後期

中丸小学校（438） 継続

石戸小学校（274） 栄小学校と統合、継続

南小学校（386） 継続

栄小学校（63） 石戸小と統合

北小学校（418） 継続

西小学校（573） 継続

東小学校（433） 継続

中丸東小学校（217）

児童数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

北本中学校（546） 継続

東中学校（503） 継続

西中学校（155）
生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

宮内中学校(316)
生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

コミュニティセンター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転

勤労福祉センター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転（一時的）、その後トレーニング機能を追加し建替え

南部公民館 継続

東部公民館 継続

西部公民館 継続

北部公民館 継続

中丸公民館 継続

学習センター 市民活動交流センターに機能移転を検討

市民活動交流センターに機能移転、機能移転後5年以内に廃止を検討

継続

継続とするが、浴室設備については廃止とする。

継続

市民活動交流センター、公民館に機能移転、浴室設備については廃止とする。

継続

保健センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

母子健康センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

中央保育所 こども課の基本方針の通り、栄保育所と集約化し建替え

栄保育所 こども課の基本方針の通り、中央保育所と集約化し建替え

東保育所 継続

深井保育所 こども課の基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

継続

小学校の統廃合とともに廃止を検討

継続

継続

台原住宅 継続、更新はしない

山中住宅 継続、更新はしない

継続

継続

※小中学校名称のカッコ内数字は、令和元年４月の児童生徒数を示す。

児童館

農業ふれあいセンター

健康増進センター

総合福祉センター

保

健

保

育

所

児童発達支援センター

学童保育室

あすなろ学園

ふれあいの家

市

営

住

宅

市役所

野外活動センター

施設 第１期の方向性

実施計画 長期ビジョン

第１期 第２期
第３期 第４期

小

学

校

中

学

校

公

民

館

体育センター

文化センター

廃校し市民活動交流センターとして複合化、トレーニング室を設置 コミュニティセンター、勤労福祉センター、

保健センター、母子健康センター、郷土資料室、健康増進センター
学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を

検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

複合化

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転

体育機能重視型市民活動交流センターに機能移転を検
討

市民活動交流センターに機能移転

機能移転し複合化

機能移転し複合化

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

小学校の統廃合とともに廃止を検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

一時移転、建替え

廃校となる場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転を検討

存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

基本計画 設計 工事 集約化

2020 2021 2022 2023 2024 後期 前期 後期

中丸小学校（438） 継続

石戸小学校（274） 栄小学校と統合、継続

南小学校（386） 継続

栄小学校（63） 石戸小と統合

北小学校（418） 継続

西小学校（573） 継続

東小学校（433） 継続

中丸東小学校（217）

児童数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

北本中学校（546） 継続

東中学校（503） 継続

西中学校（155）
生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

宮内中学校(316)
生徒数の減少がみられるため、学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

コミュニティセンター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転

勤労福祉センター 栄小校舎を活用、市民活動交流センターに機能移転（一時的）、その後トレーニング機能を追加し建替え

南部公民館 継続

東部公民館 継続

西部公民館 継続

北部公民館 継続

中丸公民館 継続

学習センター 市民活動交流センターに機能移転を検討

市民活動交流センターに機能移転、機能移転後5年以内に廃止を検討

継続

継続とするが、浴室設備については廃止とする。

継続

市民活動交流センター、公民館に機能移転、浴室設備については廃止とする。

継続

保健センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

母子健康センター 栄小学校校舎を活用（機能移転）

中央保育所 こども課の基本方針の通り、栄保育所と集約化し建替え

栄保育所 こども課の基本方針の通り、中央保育所と集約化し建替え

東保育所 継続

深井保育所 こども課の基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

継続

小学校の統廃合とともに廃止を検討

継続

継続

台原住宅 継続、更新はしない

山中住宅 継続、更新はしない

継続

継続

※小中学校名称のカッコ内数字は、令和元年４月の児童生徒数を示す。

児童館

農業ふれあいセンター

健康増進センター

総合福祉センター

保

健

保

育

所

児童発達支援センター

学童保育室

あすなろ学園

ふれあいの家

市

営

住

宅

市役所

野外活動センター

施設 第１期の方向性

実施計画 長期ビジョン

第１期 第２期
第３期 第４期

小

学

校

中

学

校

公

民

館

体育センター

文化センター

廃校し市民活動交流センターとして複合化、トレーニング室を設置 コミュニティセンター、勤労福祉センター、

保健センター、母子健康センター、郷土資料室、健康増進センター
学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を

検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

複合化

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転

体育機能重視型市民活動交流センターに機能移転を検
討

市民活動交流センターに機能移転

機能移転し複合化

機能移転し複合化

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

小学校の統廃合とともに廃止を検討

廃校した場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する
基本方針に基づき、統廃合を

検討

一時移転、建替え

廃校となる場合は活用せずに売却等を検討

学校施設の適正規模に関する基本方針に基づき、統廃合を検討

市民活動交流センターに機能移転を検討

存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討

基本計画 設計 工事 集約化



p.14 プラン３（文化センター、体育センター重視型）の将来更新費用 

誤 2025年の勤労福祉センターの更新費用を大規模改修費用に計上 

 

正 2025年の勤労福祉センターの更新費用を更新費用として計上 

 

 


