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１．実施計画の考え方 

各施設における再編方針について、具体的な時期を定めて実施計画として策定します。施設類

型別に、主な方向性の検討、既存の整備・維持管理方針の確認、市民意向の把握、再編方針の検

討の結果、実施スケジュールを示します。 

また、実施計画は「日高市公共施設長寿命化計画」等における人口推計を参考として、人口減

少を前提として策定するものとします。このため、将来的な人口の推移が推計と乖離した場合、

実施計画も随時、見直すこととします。 

 

２．施設類型別実施計画 

（１）行政系施設                           

①主な方向性の検討 

表３-１ 主な方向性の検討結果一覧(行政系施設) 

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 築年数
※１ 

構造 
※２ 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

市役所本庁舎 32 ＲＣ 8,423.72 ◯ ４ ◯ 48 ２ 継続候補 

高麗出張所 

(高麗公民館に併設) 
44 ＲＣ — — ３ — 36 １ 

建替・ 

移転候補 

高萩出張所 43 ＲＣ 88.45 — ３ — 37 １ 
建替・ 

移転候補 

高根出張所 

(高麗川南公民館に併設) 
39 ＲＣ — — ３ — 41 １ 

建替・ 

移転候補 

武蔵台出張所 

(武蔵台公民館に併設) 
36 ＲＣ — — ３ ◯ 44 ２ 継続候補 

文化財室 

(高麗公民館に併設) 
44 ＲＣ 241.36 — ３ — 36 １ 

建替・ 

移転候補 

消防団第１分団詰所 ５ Ｗ 109.30 ◯ ４ ◯ 45 ２ 継続候補 

消防団第２分団詰所 ４ Ｓ 108.00 ◯ ４ ◯ 76 ２ 継続候補 

消防団第３分団詰所 20 Ｓ 109.80 ◯ ４ ◯ 60 ２ 継続候補 

消防団第４分団詰所 12 Ｓ 108.80 ◯ ４ ◯ 68 ２ 継続候補 

消防団第５分団詰所 22 Ｓ 160.00 ◯ ４ ◯ 58 ２ 継続候補 

消防団第６分団詰所 17 Ｓ 108.00 ◯ ４ ◯ 63 ２ 継続候補 

防災倉庫 37 Ｓ 91.98 ◯ ４ ◯ 43 ２ 継続候補 

※１ 令和元年(2019 年)時点 

※２ RC：鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造 
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②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-２ 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(行政系施設) 

施設名 方針 

市役所 

本庁舎 

防災上重要な拠点であることから、長期的な維持管理計画を策定し、計画的な修繕・

改善を実施して長寿命化を図ります。 

出張所 
長期的な視点に立った行政需要や行政サービスの在り方などを踏まえ、複合化や多

機能化など、公共建築物の 適化に併せた適切な配置や更新を図ることを検討します。 

文化財室 
周辺の公共建築物との連携など、公共建築物の 適化に併せた適切な配置や更新を

図ることを検討します。 

消防・ 

防災施設 

防災上重要な拠点であることから、長期的な維持管理計画を策定し、計画的な修繕・

改善を行い、適切な維持管理に努めます。 

 

③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

自分の地区に必要な施設については、大きな施設の中に様々な機能が集約されているとよ

い。学校教育系施設や子育て支援施設は小中学校に集約し、隣接して公民館・出張所があれ

ば、手続き等も簡易的に済んでよい。各地区にそのような拠点があると便利だと考える。 

  

２）意見交換会での意見要旨 

  ・再編に際しては、出張所が利用不可能となる期間が無いようにしてもらいたい。 

 ・出張所と公民館は同じ施設のほうが利用しやすい。 

 

④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

市役所本庁舎は行政機関の中枢であり、多くの市民が来庁するとともに、災害時には災害

対策本部としての機能も有することとなります。 

高麗・高萩・高根・武蔵台出張所については各地区において住民票等の取得や転出入の手

続きのために多くの市民に利用され、今後も必要となる施設です。高麗・高根・武蔵台出張

所については各公民館との併設施設となっています。高萩出張所については単独の施設です

が、高萩公民館との複合化に向けて進めています。 

文化財室は高麗公民館に併設しており、文化財に関する事務全般を執る施設で発掘調査に

おける資料整理等も実施しています。また、発掘調査で出土した遺物や寄贈、寄託された古

文書などの管理、保管を行う施設でもあります。今後も文化財の調査、保管に必要な施設と

なります。 

消防団詰所は各地区の消防団員の詰所で消防ポンプ自動車や資機材の保管場所でもあり、

防災上重要な拠点施設となります。 

防災倉庫は消防団旧第１分団詰所を防災倉庫として活用しており、防災用品の保管、道路

の凍結防止剤の保管を行っています。しかし、施設の老朽化が進んでいるため、第２期個別

施設計画にて代用施設を検討していきます。 
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２）課題 

新耐震基準に対応している施設が多くありますが、行政系施設の面積の大半を占める市役

所本庁舎は、昭和 62 年(1987 年)に庁舎等を建設しており、設備等の老朽化の観点から今後

10 年間において、大規模な改修が必要となります。また、本庁舎については、災害時におい

て災害対策本部としての機能も有することから、今後も適正な運営を継続することが重要で

す。 

 

３）再編方針 

表３-３ 再編方針一覧(行政系施設) 

施設名 再編方針 説明 

市役所本庁舎 維持 主な方向性、既存方針に沿って維持とする。 

高麗出張所 

(高麗公民館に併設) 
維持 

「建替・移転候補」となるが、今後の改修時に合わせて

耐震診断を行い、耐震補強などにより維持していく。 

また、小中一貫校の動向により、方針を決定していく。 

高萩出張所 
高萩公民館 

との複合化 

建物の老朽化が進んでいることから、高萩小学校の校庭

にて高萩公民館との複合施設として整備する。 

高根出張所 

(高麗川南公民館に併設) 
維持 

「建替・移転候補」となるが、今後の改修時に合わせて

耐震診断を行い、耐震補強などにより維持していく。 

また、小中一貫校の動向により、方針を決定していく。 

武蔵台出張所 

(武蔵台公民館に併設) 
維持 主な方向性、既存方針、市民意向を踏まえ、維持とする。 

文化財室 

(高麗公民館に併設) 
維持 

「建替・移転候補」となるが、今後の改修時に合わせて

耐震診断を行い、耐震補強などにより維持していく。 

また、小中一貫校の動向により、方針を決定していく。 

消防団第１分団詰所 維持 

主な方向性、既存方針に沿って維持とする 

消防団第２分団詰所 維持 

消防団第３分団詰所 維持 

消防団第４分団詰所 維持 

消防団第５分団詰所 維持 

消防団第６分団詰所 維持 

防災倉庫 維持 
建物の安全性から早急な対応は要さないが、老朽化が進

んでいるため、第 2 期個別施設計画にて再編を検討する。 
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⑤実施スケジュール 

表３-４ 実施スケジュール一覧(行政系施設) 

施設名 
第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

市役所本庁舎 維持 長寿命化改修※1 — 

高麗出張所 

(高麗公民館に併設) 

維持 
(長寿命化改修) 

— — 

高萩出張所 
高萩小学校校庭へ移転 

(高萩公民館と複合化) 
— — 

高根出張所 

(高麗川南公民館に併設) 
維持 長寿命化改修 — 

武蔵台出張所 

(武蔵台公民館に併設) 
維持 長寿命化改修 — 

文化財室 

(高麗公民館に併設) 

維持 
(長寿命化改修) 

— — 

消防団第１分団詰所 維持 — 大規模修繕※2 

消防団第２分団詰所 維持 — 大規模修繕 

消防団第３分団詰所 維持 大規模修繕 — 

消防団第４分団詰所 維持 大規模修繕 — 

消防団第５分団詰所 維持 大規模修繕 — 

消防団第６分団詰所 維持 大規模修繕 — 

防災倉庫 維持 
老朽化が進んでいるた
め、再編を検討・実施 

— 

※改修周期は、「日高市公共施設長寿命化計画」を参考としています。 

 

※１「長寿命化改修」：経年劣化による機能回復修繕・工事及び社会的要求に対応するための機能向上の工事(省エネル

ギー化やバリアフリー化、防災対応等) 

※２「大規模修繕」：経年劣化による損耗、機能低下に対する機能回復修繕・工事(屋上防水や外壁塗装、部分補修等) 
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（２）学校教育系施設                             

①主な方向性の検討 

表３-５ 主な方向性の検討結果一覧(学校教育系施設) 

 

 

②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-６ 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(学校教育系施設) 

施設名 方針 

小学校 

中学校 

長期的な視点に基づき、計画的な修繕・改善を図るため、教育施設の長寿命化計

画を策定します。公共建築物全体の延床面積に占める割合が非常に大きい施設であ

ることから、公共建築物全体での 適化を図るために、余裕教室や転用可能教室の

有効活用の他、児童・生徒数が減少している学校は、通学区域の見直しや財産処分

を経て他の用途への転用や統廃合など、学校用途に限定しない方策を検討します。 

教育センター 
機能の維持を前提として、公共建築物に関する方針に沿って、配置の 適化を図

ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

基本情報  サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

高麗小学校 47 ＲＣ 4,802.88 ◯ ４ ◯ 33 ２ 継続候補 

高麗川小学校 44 ＲＣ 7,647.74 ◯ ４ ◯ 36 ２ 継続候補 

高萩小学校 46 ＲＣ 6,549.58 ◯ ４ ◯ 34 ２ 継続候補 

高根小学校 42 ＲＣ 6,026.75 ◯ ４ ◯ 38 ２ 継続候補 

高萩北小学校 41 ＲＣ 6,320.62 ◯ ４ ◯ 39 ２ 継続候補 

武蔵台小学校 39 ＲＣ 6,738.10 ◯ ４ ◯ 41 ２ 継続候補 

高麗中学校 37 ＲＣ 6,753.15 ◯ ４ ◯ 43 ２ 継続候補 

高麗川中学校 43 ＲＣ 6,977.51 ◯ ４ ◯ 37 ２ 継続候補 

高萩中学校 41 ＲＣ 6,597.86 ◯ ４ ◯ 39 ２ 継続候補 

高根中学校 36 ＲＣ 6,920.53 ◯ ４ ◯ 44 ２ 継続候補 

高萩北中学校 35 ＲＣ 6,674.47 ◯ ４ ◯ 45 ２ 継続候補 

武蔵台中学校 30 ＲＣ 7,281.14 ◯ ４ ◯ 50 ２ 継続候補 

教育センター 

(生涯学習センターに併設) 
30 ＲＣ — ◯ ３ ◯ 50 ２ 継続候補 
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２）日高市小中学校未来構想 

表３-７ 日高市小中学校未来構想における各施設の方針内容一覧 

施設名 既存方針内容 

高麗小学校 ・施設一体型で小中一貫教育を実施する。 

・高麗小学校または高麗中学校にて集約する。 高麗中学校 

高麗川小学校 

・施設分離型で小中一貫教育を実施する(施設を維持する)。 

高麗川中学校 

高萩小学校 
・施設隣接型で小中一貫教育を実施する(施設を維持する)。 

・高萩中学校にて、高萩小学校のプールを集約する。 
高萩中学校 

高根小学校 ・施設一体型で小中一貫教育を実施する。 

・高根小学校にて、高根中学校を集約する。 高根中学校 

高萩北小学校 

・施設分離型で小中一貫教育を実施する(施設を維持する)。 

高萩北中学校 

武蔵台小学校 ・施設一体型で小中一貫教育を実施する。 

・武蔵台小学校にて、武蔵台中学校を集約する。 武蔵台中学校 

 

③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

・地区に必要な施設については、大きな施設の中に様々な機能が集約されているとよい。 

・学校教育系施設や子育て支援施設は小中学校に集約し、隣接して公民館・出張所があれば、

手続き等も簡易的に済み、そのような拠点があると便利。 

・中学校などの余裕教室を公民館的に利用することを検討していくべき(青年から大人など

が音楽室を趣味で利用するなど)。 

 

２）意見交換会での意見要旨 

・学校の余裕教室の活用について検討してもらいたい。 

・学校の再編に際しては、学区や通学距離についても検討してもらいたい。 

・学校は地区の中心となっているため、再編に際しては地区コミュニティへの影響も含めて

検討してもらいたい。 
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④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

学校施設は子どもの学習・生活の場であり、学校教育活動を行う基本的な教育条件である

ため、充実した教育活動が展開できるよう、機能的かつ安全・安心なものとする必要があり

ます。 

また、学校施設は地域住民にとっても身近な施設であり、グラウンドや体育館なども施設

開放されています。災害時には避難所としても重要な役割を担っています。 

教育センターは教育の課題や各種教育に関する調査研究、教育関係職員の研修、教育に関

する資料及び情報の収集・提供、教育相談等を総合的に推進し、日高市の教育の充実と振興

を図る施設として重要な役割を担っています。 

 

２）課題 

学校教育系施設は、本市の公共施設の延床面積の６割以上を占めています。しかしながら、

児童・生徒数は年々減少しており、小・中学校は地区により児童・生徒数に差が生じ、一部

の学校では単学級になっています。そのため余裕教室が生じていることから、小中学校未来

構想などの方針に基づき、適正な施設規模について検討する必要があります。 

   

３）再編方針 

表３-８ 再編方針一覧(学校教育系施設) 

施設名 再編方針 説明 

高麗小学校 
高麗小学校、高麗中学校のどちらか

に集約化 

各学校の児童・生徒数、それに伴う級

数と余裕教室の関係などを考慮し、具体

的な検討が進んでいる「日高市小中学校

未来構想」での方針を踏まえて、各学校

の再編を行う。 

高麗川小学校 プールを市民プールへ移転後、廃止 

高萩小学校 プールを高萩中学校へ移転後、廃止 

高根小学校 高根中学校を集約化 

高萩北小学校 維持 

武蔵台小学校 武蔵台中学校を集約化 

高麗中学校 
高麗小学校、高麗中学校のどちらか

に集約化 

高麗川中学校 プールを市民プールへ移転後、廃止 

高萩中学校 高萩小学校のプールを集約化 

高根中学校 高根小学校へ移転 

高萩北中学校 維持 

武蔵台中学校 武蔵台小学校へ移転 

教育センター 

(生涯学習センターに併設) 
維持 

主な方向性、既存方針を踏まえ、維持

とする 
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⑤実施スケジュール 

表３-９ 実施スケジュール一覧(学校教育系施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

高麗小学校 
高麗小学校、高麗中学校の 

どちらかに集約化 
— — 

高麗川小学校 
プールを市民プールへ 

移転後、廃止 
長寿命化改修 — 

高萩小学校 
プールを高萩中学校へ 

移転後、廃止 
長寿命化改修 — 

高根小学校 高根中学校を集約化 長寿命化改修 — 

高萩北小学校 維持 — 長寿命化改修 

武蔵台小学校 武蔵台中学校を集約 — 長寿命化改修 

高麗中学校 
高麗小学校、高麗中学校の 

どちらかに集約化 
— — 

高麗川中学校 
プールを市民プールへ 

移転後、廃止 
長寿命化改修 — 

高萩中学校 
高萩小学校のプール 

を集約化 
長寿命化改修 — 

高根中学校 高根小学校へ移転 — 長寿命化改修 

高萩北中学校 維持(長寿命化改修) — — 

武蔵台中学校 武蔵台小学校へ移転 — — 

教育センター 

(生涯学習センターに併設) 
維持 長寿命化改修 — 
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（３）子育て支援施設                             

①主な方向性の検討 

表３-10 主な方向性の検討結果一覧(子育て支援施設) 

 

②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-11 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(子育て支援施設) 

施設名 方針 

保育所 

少子化による人口構成の変化や今後の保育需要を踏まえ、長期的な維持管理計画

を策定し、計画的な修繕・改善を進めます。併せて、公共建築物全体での 適化を進

める中で、今後の需要動向を見定めながら、必要な施設の更新などを行います。また、

施設の地域性や充足度を考慮しながら、民間保育施設との連携を図ります。 

学童保育室 
公共建築物全体での 適化を進める中で、今後の需要動向や地域性を見定めなが

ら、必要な施設の更新や統廃合などを行います。 

その他施設 公共建築物全体での 適化と併せて、今後の方向性を検討します。 

 

 

 

 

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

高麗保育所 31 ＲＣ 569.48 — ３ ◯ 49 ２ 継続候補 

高麗川保育所 29 ＲＣ 634.83 — ３ ◯ 51 ２ 継続候補 

高根保育所 42 ＲＣ 732.39 — ３ — 38 １ 
建替・ 

移転候補 

高麗学童保育室 23 W 119.22 — ３ ◯ 27 ２ 継続候補 

高麗川学童保育室 22 W 224.80 — ３ ◯ 28 ２ 継続候補 

高麗川かえで学童保育室 

(高麗川小学校に併設) 
38 ＲＣ 167.17 — ３ ◯ 42 ２ 継続候補 

高萩学童保育室 

(高萩小学校に併設) 
46 ＲＣ 173.26 — ３ ◯ 34 ２ 継続候補 

高根学童保育室 

(高根小学校敷地内に設置) 
６ Ｗ 169.76 — ３ ◯ 44 ２ 継続候補 

高萩北学童保育室 

(高萩北小学校に併設) 
16 ＲＣ 200.97 — ３ ◯ 64 ２ 継続候補 

武蔵台学童保育室 

(武蔵台小学校に併設) 
36 ＲＣ 149.94 — ３ ◯ 44 ２ 継続候補 

高根児童室 

(高根小学校に併設) 
42 ＲＣ — — ３ ◯ 38 ２ 継続候補 

子育て総合支援センター 

(総合福祉センターに併設) 
23 ＲＣ — — 3 ◯ 57 ２ 継続候補 
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③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

・保育所や児童室の機能を複合化して、児童館のように子どもの遊び場機能が併せてあると

親子の居場所になる。 

・子育て支援施設は民間と連携した運営でもよい。 

 

２）意見交換会での意見要旨 

・共働きの子育て世代も増えているため、学童保育室は今後も継続してもらいたい。 

・保育所の移転等にあたっては、敷地の整備に十分配慮してほしい。 

 

④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

  保育所は、保護者が働いているなどの理由によって保育を必要とする児童を預かり、保育

することを目的とする児童福祉施設です。市内には公立の保育所が３か所あり、高麗保育所、

高麗川保育所については児童数が定員の８割を超えていますが、市内の３歳児から５歳児の

保育施設の提供状況には余裕が生じてきています。今後の日高市における人口流入を支える

重要な施設ではありますが、民間施設との連携を図りながら公立保育所としての役割や機能

を検討していく必要があります。 

 

２）課題 

   今後の人口減少、特に少子化を見据え、児童数の減少に対応した適切な配置や民間施設と

の連携を進める必要があります。また、学童保育室について小学校から離れた場所に設置さ

れている施設では、児童の安全面の確保に課題があります。 

 

３）再編方針 

表３-12 再編方針一覧(子育て支援施設) 

施設名 再編方針 説明 

高麗保育所 維持 維持を基本とし、民営化や複合化の可能性につい

て検討する。 高麗川保育所 維持 

高根保育所 
高根中学校への

移転等を検討 

主な方向性、市民意向を踏まえ、空いた高根中学

校へ移転し、高根児童室と複合化を検討する。また、

実状にあわせ、規模の縮小等について検討する。 

高麗学童保育室 維持 

学童保育室の需要が増加しているため、維持とす

る。 

高麗川学童保育室 維持 

高麗川かえで学童保育室 

(高麗川小学校に併設) 

維持 

高萩学童保育室 

(高萩小学校に併設) 

維持 

高根学童保育室 

(高根小学校敷地内に設置) 

維持 

高萩北学童保育室 

(高萩北小学校に併設) 

維持 
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武蔵台学童保育室 

(武蔵台小学校に併設) 

維持 学童保育室の需要が増加しているため、維持とす

る。 

高根児童室 

(高根小学校に併設) 

高根中学校への

移転等を検討 

市民意向を踏まえ、空いた高根中学校へ移転し、

高根保育所との複合化を検討する。 

子育て総合支援センター 

(総合福祉センターに併設) 
維持 主な方向性、既存方針を踏まえ、維持とする。 

 

 

⑤実施スケジュール 

表３-13 実施スケジュール一覧(子育て支援施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

高麗保育所 維持 長寿命化改修 — 

高麗川保育所 維持 長寿命化改修 — 

高根保育所 
高根中学校への 
移転等を検討 

— — 

高麗学童保育室 維持 長寿命化改修 — 

高麗川学童保育室 維持(大規模修繕) — — 

高麗川かえで学童保育室

(高麗川小学校に併設) 
維持 長寿命化改修 — 

高萩学童保育室 

(高萩小学校に併設) 
維持(大規模修繕) — — 

高根学童保育室 

(高根小学校敷地内に設置) 
維持 — 大規模修繕 

高萩北学童保育室 

(高萩北小学校に併設) 
維持 大規模修繕 — 

武蔵台学童保育室 

(武蔵台小学校に併設) 
維持 — 長寿命化改修 

高根児童室 

(高根小学校に併設) 

高根中学校への 
移転等を検討 

— — 

子育て総合支援センター 

(総合福祉センターに併設) 
維持 長寿命化改修 — 
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（４）保健・福祉施設                             

①主な方向性の検討 

表３-14 主な方向性の検討結果一覧(保健・福祉施設) 

 

②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-15 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(保健・福祉施設) 

施設名 方針 

保健相談センター 
機能の維持を前提として、公共建築物に関する方針に沿って、配置の 適化

を図ります。 

総合福祉センター

「高麗の郷」 

市内で唯一の福祉関係施設として、さらなる拠点性を高めるために、施設の

長寿命化を図ることを基本とし、公共建築物全体の 適化の中で、機能の複合

化などを検討します。また、指定管理者との役割分担を整理しながら、長期的

な維持管理計画を策定し、計画的な修繕・改善を進めていきます。 

 

③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

・総合福祉センター「高麗の郷」は、建物は市が所有し、サービスは民間による提供の現在

の形でよい。 

・お年寄りだけでなく、子どもや障がい者が集う施設として、新たな取組みが進められてい

る。地区住民のよいコミュニティ空間であるが、今後は高麗地区や高萩地区の住民も使っ

てもらえるように情報アピールを強化する。 

・保育所や児童施設等の機能を集約、もしくは情報でつなげていきたい。 

 

２）意見交換会での意見要旨 

   ・特になし 

 

④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

 保健相談センターは、健康診査・検診や予防接種などの実施や相談業務などを行っていま

す。また、市民の疾病予防や健康づくりに関する普及啓発を行う施設として重要な役割を担

っています。また、避難所に指定されています。 

総合福祉センター「高麗の郷」は、子どもや高齢者、障がい者の福祉の拠点として、子育

て総合支援センター、高齢者福祉センター、障がい者福祉センター、地域包括支援センター

などの機能を有しており、高い利用率となっています。市内で唯一の福祉関係の拠点施設と

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

保健相談センター 

(生涯学習センターに併設) 
30 ＲＣ — — ３ ◯ 50 ２ 継続候補 

総合福祉センター 

「高麗の郷」 
23 ＲＣ 5,298.00 ◯ ４ ◯ 57 ２ 継続候補 
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して重要な役割を担っています。また、避難所に指定されているほか、災害ボランティアセ

ンターの拠点候補となっています。 

 

２）課題 

   総合福祉センター「高麗の郷」は、市内で唯一の福祉関係の総合施設です。新耐震基準以

降に建設しており、耐震性能を有していますが、築 20 年以上経過し、施設の一部で老朽化が

進んでいます。 

本市の人口は今後、減少する見込みですが、老年人口は増加傾向が続くことが予測され、

平成 30 年度には子育て総合支援センターが併設されたことから、子育て世代の利用者も増

加するなど市民ニーズは高くなることが考えられます。このため、高まる市民ニーズに対応

しながらも、ライフサイクルコストを削減していくことが求められます。 

 

３）再編方針 

表３-16 再編方針一覧(保健・福祉施設) 

施設名 再編方針 説明 

保健相談センター 

(生涯学習センターに併設) 
維持 

主な方向性、既存方針を踏まえ維持を基本とし、今後子

育て支援施設や福祉関係施設との連携や複合化の可能性

を検討する。 

総合福祉センター 

「高麗の郷」 
維持 主な方向性、既存方針、市民意向を踏まえ、維持とする。 

 

 

⑤実施スケジュール 

表３-17 実施スケジュール一覧(保健・福祉施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

保健相談センター 

(生涯学習センターに併設) 
維持 長寿命化改修 — 

総合福祉センター 

「高麗の郷」 
維持 長寿命化改修 — 
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（５）市民文化系施設                             

①主な方向性の検討 

表３-18 主な方向性の検討結果一覧(市民文化系施設) 

※１ 文化的価値が高い「高麗郷古民家」は継続候補とします 

 

②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-19 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(市民文化系施設) 

施設名 方針 

生涯学習センター 

(図書館) 

長期的な維持管理計画を策定し、計画的な修繕・改善を進めていきます。併せ

て、公共建築物全体の 適化を図る中で、機能の再配置など、市民文化施設とし

ての機能を向上させ、拠点性を高めるための検討を行います。 

公民館 

耐震診断を実施し、診断結果を踏まえたうえで、地域におけるまちづくりや

生涯活動の拠点として、機能の維持を前提とした複合化や多機能化など、公共

建築物全体での 適化に併せて、適切な配置や更新を図ることを検討します。 

高麗郷民俗資料館 

老朽化が進行していることや、バリアフリーに未対応であることなどから、

他施設との複合化など、公共建築物全体での 適化に併せて、近接する高麗郷

古民家「旧新井家住宅」や巾着田などの観光資源と連携した、新たな施設の在り

方について検討を進めます。 

高麗郷古民家 

(旧新井家住宅) 

国の登録有形文化財(建造物)であり、歴史的・文化的な価値を保存するため、

現状の適切な維持保全に努めます。 

 

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

生涯学習センター 

(図書館) 
30 ＲＣ 4,158.80 ◯ ４ ◯ 50 ２ 継続候補 

高麗公民館 44 ＲＣ 855.74 ◯ ４ — 36 １ 
建替・ 

移転候補 

高麗川公民館 43 ＲＣ 732.00 ◯ ４ — 1７ １ 
建替・ 

移転候補 

高萩公民館 46 ＲＣ 720.75 ◯ ４ × 34 １ 
建替・ 

移転候補 

高麗川南公民館 39 ＲＣ 781.68 ◯ ４ — 41 １ 
建替・ 

移転候補 

高萩北公民館 38 ＲＣ 812.32 ◯ ４ — 42 １ 
建替・ 

移転候補 

武蔵台公民館 36 ＲＣ 1,276.14 ◯ ４ ◯ 44 ２ 継続候補 

高麗郷民俗資料館 57 Ｗ 311.00 — ２ — -７ １ 
建替・ 

移転候補 

高麗郷古民家 

「旧新井家住宅」※１ 
— Ｗ 843.74 — — — — — 継続候補 
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③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

・公民館はコミュニティ活動の拠点施設であり、今後も６地区に一つ必要な拠点である。 

・公民館と小中学校の空き教室とで連携すれば、もっと柔軟な利用が出来るのではないか。 

・小中公民館の地区別統合、余裕教室又は公民館の多様化を検討。 

 

２）意見交換会での意見要旨 

・公民館の再編に際しては交通アクセスの利便性についても検討してほしい。 

・公民館は市民の活動拠点となるので、再編の実施に際しては導入する機能などに関して、

幅広い世代の意見を十分に取り入れてほしい。 

・公民館と出張所が複合化されるなど、公共施設がまとまって立地すると便利である。 

・高麗郷民俗資料館をリノベーションしてカフェなどにすることにより、魅力ある建物にし

てもよい。 

 

④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

  図書館は市民に読書をはじめとする情報サービスを提供し、人々が知識や情報を得ること

を目的として設置され、蔵書数約 20 万点、貸出者数約 69 千人/年、貸出数約 30 万点/年の

利用があります。また、図書の貸し出し以外にも会議室、研修室、視聴覚室を貸し出してお

り、重要な施設の一つです。 

  公民館は地区におけるまちづくりや生涯学習活動の拠点となる施設です。市民に対して、

学習機会や情報を提供する一番身近な施設となります。また、日高市地域防災計画において

も避難所に指定されており、市にとって重要な施設となっています。 

  高麗郷民俗資料館は市内で唯一の歴史・文化に関する展示施設となります。巾着田に近い

ことから観光資源としての役割も担う施設です。利用状況としては１日 40 人前後の利用が

あります。 

  高麗郷古民家「旧新井家住宅」は、巾着田を中心とした高麗郷の景観を形成し、市の観光

拠点の一つとなっており、平成 26 年(2014 年)に国の登録有形文化財(建築物)に指定されて

います。 

 

２）課題 

  各地区にあるすべての公民館で築 30 年以上が経過し、老朽化が進行しています。また、武

蔵台公民館を除く５公民館においては、昭和 56 年以前の旧耐震基準により建設され、その

うち高萩公民館以外の４公民館で耐震診断が未実施の状況です。そのため、耐震診断により

補強工事が必要となった場合、使用年数や利用状況などを考慮しながら、市民ニーズに的確

に対応できるよう、今後の施設の在り方や方向性を検討していく必要があります。 

  高麗郷古民家「旧新井家住宅」は、国の登録有形文化財(建造物)であることから、現状を

適切に維持保全していく必要があります。 
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３）再編方針 

表３-20 再編方針一覧(市民文化系施設) 

施設名 再編方針 説明 

生涯学習センター 

(図書館) 
維持 

主な方向性を踏まえ維持を基本とし、既存方針を踏まえ、

今後は機能強化を検討する。 

高麗公民館 維持 主な方向性は「建替・移転候補」であるが、耐震診断が未

実施であるため耐震診断により建物の安全性を確認し、必要

に応じて耐震補強を実施し、維持とする。また、高麗川公民

館はコンクリートの圧縮強度が不足していること等を踏ま

え、第 2 期で複合化についても検討する。 

高麗川公民館 維持 

高萩公民館 
高萩出張所 

との複合化 

建物の老朽化が進んでいることから、高萩小学校の校庭に

て高萩公民館との複合施設として整備する。 

高麗川南公民館 維持 主な方向性は「建替・移転候補」であるが、耐震診断が未

実施であるため耐震診断により建物の安全性を確認し、必要

に応じて耐震補強を実施し、維持とする。 
高萩北公民館 維持 

武蔵台公民館 維持 主な方向性、既存方針、市民意向を踏まえ、維持とする。 

高麗郷民俗資料館 

高麗郷古民家 

「旧新井家住宅」

へ機能を移転 

主な方向性、既存方針を踏まえ、高麗郷古民家「旧新井家

住宅」へ機能を移転する。 

高麗郷古民家 

「旧新井家住宅」 

高麗郷民俗資 

料館を複合化 

 主な方向性、既存方針を踏まえ、建物を維持するが、文化

財の活用の観点から、高麗郷民俗資料館の一部機能の統合を

行う。 

 

⑤実施スケジュール 

表３-21 実施スケジュール一覧(市民文化系施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

生涯学習センター 

(図書館) 
維持 長寿命化改修 — 

高麗公民館 維持 — — 

高麗川公民館 維持 他施設との複合化の検討 — 

高萩公民館 
高萩小学校校庭へ移転 
(高萩出張所と複合化) 

— — 

高麗川南公民館 維持 長寿命化改修 — 

高萩北公民館 維持(長寿命化改修) — — 

武蔵台公民館 維持 長寿命化改修 — 

高麗郷民俗資料館 
高麗郷古民家 

「旧新井家住宅」へ 
一部機能移転後、廃止 

— — 

高麗郷古民家 

「旧新井家住宅」 

維持 
高麗郷民俗資料館の 

機能を統合 
— — 
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（６）スポーツ・レクリエーション系施設                    

①主な方向性の検討 

表３-22 主な方向性の検討結果一覧(スポーツ・レクリエーション系施設) 

 

 

②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-23 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(スポーツ・レクリエーション系施設) 

施設名 方針 

文化体育館 

「ひだかアリーナ」 

スポーツ振興の拠点性をさらに高めるため、公共建築物全体での 適化を図

る中で、施設機能の強化や複合化を検討します。 

また、指定管理者との役割分担を整理しながら、長期的な維持管理計画を策

定し、計画的な修繕・改善を進めます。 日高総合公園 

市民プール 

老朽化の進行に伴う維持管理費用の増加や、利用者１人あたりのコストが高

いことなどから、利用状況や施設整備に対する費用対効果等を踏まえたうえ

で、公共建築物全体での 適化を図る中で、施設の廃止を含めた今後の方向性

について検討を進めます。 

 

③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

・スポーツ施設は現状のままでもよいが、広域連携での施設の在り方を考えてもよいのでは

ないか。 

・運営上の工夫をすることで、多くの人を呼び込み、利用者を増やす取組みが必要である。 

・老朽化している市民プールを廃止し、小中学校のプールを市民に開放することを検討して

ほしい。 

 

２）意見交換会での意見要旨 

・市民プールについては民間施設の活用についても検討してもらいたい。 

・温水プールを整備して、各小中学校のプールとして使用してはどうか。 

 

 

 

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

文化体育館 

「ひだかアリーナ」 
17 ＲＣ 7,510.00 ◯ ４ ◯ 63 ２ 継続候補 

市民プール 41 ＲＣ 193.00 — 1 — 39 １ 廃止候補 

北平沢運動場 1 ＲＣ 25.00 ◯ ４ ◯ 79 ２ 継続候補 

日高総合公園 28 ＲＣ 594.11 ◯ ４ ◯ 52 ２ 継続候補 

横手台グラウンド ３ ＲＣ 90.14 ◯ ４ ◯ 77 ２ 継続候補 
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④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

  文化体育館「ひだかアリーナ」はスポーツ振興の拠点であり、メインアリーナ、多目的室、

サブアリーナ、弓道場、会議室、ランニングトラック、トレーニングルーム、スポーツマン

ギャラリーなどがあります。また、文化体育館「ひだかアリーナ」は、コンサートや講演会

など文化振興事業にも利用されており、市民文化系施設としての役割も担う施設であり、避

難所にも指定されています。 

  市民プールはスポーツ振興の拠点施設の一つであり、年間で 6,000 人程度の利用がありま

す。 

   北平沢運動場は多目的広場やウォーキングコース、健康器具などがあり、年間 5,000 人程

度の利用者があります。また、平成 30 年(2018 年)に再整備された施設であり、避難場所に

指定されています。 

  日高総合公園はスポーツ振興の拠点施設であり、テニスコート、陸上トラック、サッカー

場、野球場、児童遊具などがあり、多くの市民に利用されています。また、避難場所として

の役割もある施設となっています。 

  横手台グラウンドはソフトボール場が２面あり、軟式野球(学童)や少年サッカー場、８人

制サッカー場としての機能を有します。年間 7,800 人程度の利用があり、避難場所に指定さ

れています。 

 

２）課題 

  市民プールは、老朽化が進行しており、利用者の安全面の確保に課題があります。一方で、

高麗川小学校と高麗川中学校の中間に位置しており、小中学校に設置されているプールの利

用を含め、今後の施設の利用方法について見直す必要があります。 

  その他の施設では、平成 28 年度(2016 年度)に横手台グラウンドを設置、平成 30 年度(2018

年度)に北平沢運動場を県道飯能寄居バイパス工事に伴いリニューアルしています。文化体

育館「ひだかアリーナ」についても築 20 年未満の比較的新しい施設であり、スポーツ振興の

向上を図るため、拠点性を高める必要があります。 
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３）再編方針 

表３-24 再編方針一覧(スポーツ・レクリエーション系施設) 

施設名 再編方針 説明 

文化体育館 

「ひだかアリーナ」 
維持 

主な方向性、既存方針を踏まえ、維持を基本とする

が、既存方針や市民意向より、今後機能強化や広域連

携のあり方を検討する。 

市民プール 
高麗川小・中学校

のプールを集約化 

市民プールは利用者が多いため廃止しない。 

また、高麗川小・中学校のプールについても老朽化

が進行していることから、市民プールを改修し、高麗

川小・中学校のプールを集約する。 

北平沢運動場 維持 
主な方向性を踏まえ維持を基本とするが、市民意向

より、今後広域連携等の可能性を検討する。 

日高総合公園 維持 

主な方向性、既存方針を踏まえ、維持を基本とする

が、既存方針や市民意向より、今後機能強化や広域連

携の在り方を検討する。 

横手台グラウンド 維持 
主な方向性を踏まえ維持を基本とするが、市民意向

より、今後広域連携等の可能性を検討する。 

 

 

⑤実施スケジュール 

表３-25 実施スケジュール一覧(スポーツ・レクリエーション系施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

文化体育館 

「ひだかアリーナ」 
維持(大規模修繕) — 長寿命化改修 

市民プール 
高麗川小・中学校の 

プールを集約化 
— — 

北平沢運動場 維持 — 大規模修繕 

日高総合公園 維持(大規模修繕) — 長寿命化改修 

横手台グラウンド 維持 — 大規模修繕 
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（７）産業系施設                               

①主な方向性の検討 

表３-26 主な方向性の検討結果一覧(産業系施設) 

 

②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-27 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(産業系施設) 

施設名 方針 

農村研修 

センター 

利用状況や老朽化の状況、費用対効果などを考慮しながら、他の施設への機能の複合化

を図るなど、公共建築物全体での 適化と併せて、今後の在り方や方向性を検討します。 

 

③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

・建物を廃止し、機能は市に一つあればよいので他の施設に機能を移転する。 

・この施設でなければならない理由が無く、公民館で機能がカバーできるのであれば、建物

は不要だと考える。 

 

２）意見交換会での意見要旨 

  ・高麗農村研修センターとＪＡいるま野の施設が一体利用できれば、地域のにぎわいの場と

して活用できる。 

・高萩南農村研修センターの井戸は必要としている農家の方もいるため、残してもらいたい。 

 

④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

   各農村研修センターは農業の近代化や経営の安定を図るため、高麗農村研修センターは平

成４年(1992 年)に、高萩南農村研修センターは昭和 54 年(1979 年)に設置されました。 

高麗農村研修センターには会議室、処理加工室の機能がありますが、利用者が限られてお

り、稼働率は低位で推移しています。 

また、高萩南農村研修センターには会議室、和室があり、研修や会議に利用できますが、

高麗農村研修センターと同様に稼働率は低位で推移しています。 

 

２）課題 

  いずれの施設も利用者が限られ、稼働率も低位で推移しています。また、高萩南農村研修

センターは、施設の老朽化が進行しています。 

  利用状況についても利用者が限られていることから、施設の存続性や費用対効果を考慮す

るとともに施設の在り方について検討する必要があります。 

 

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

高麗農村研修センター 27 Ｓ 233.28 — １ ◯ 53 ２ 転用候補 

高萩南農村研修センター 40 Ｗ 138.76 — １ — 10 １ 廃止候補 
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３）再編方針 

表３-28 再編方針一覧(産業系施設) 

施設名 再編方針 説明 

高麗農村研修センター 廃止 隣接施設との状況、市民意向を踏まえ、廃止とする。 

高萩南農村研修センター 廃止 主な方向性、市民意向を踏まえ、廃止とする。 

 

 

⑤実施スケジュール 

表３-29 実施スケジュール一覧(産業系施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

高麗農村研修 

センター 
廃止 — — 

高萩南農村研修 

センター 
廃止 — — 

 

 

 

  

高麗農村研修センター 高萩南農村研修センター 
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（８）供給処理施設                              

①主な方向性の検討 

表３-30 主な方向性の検討結果一覧(供給処理施設) 

 

 

②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

表３-31 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(供給処理施設) 

施設名 方針 

一般廃棄物 

終処分場 

現在の埋め立て計画期間の令和 3 年度(2021 年度)以降も使用できるよう、適切

な維持管理に努めます。 

清掃センター 
解体手法や財源等の調査研究、解体後の施設整備の在り方について早期に検討を

進め、解体までの間、適正な維持管理に努めます。 

 

③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

  ・特になし 

 

２）意見交換会での意見要旨 

・清掃センターは現在の機能を含め、施設として必要である。 

 

④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

  清掃センターは平成 14 年(2002 年)11 月まで市内から発生した可燃ごみの焼却を行ってい

ましたが、現在は焼却を行っていません。 

  一般廃棄物最終処分場は平成４年(1992 年)から埋立処分を開始し、焼却処理の廃止に伴

い、現在では可燃ごみの資源化処理から発生する不溶物を埋立処分しています。計画よりも

埋め立ての進行が遅く、可燃ごみの資源化処理への移行に伴う埋立量の減少が予想されたた

め、計画期間を 10 年間延長しました。市で唯一の最終処分場であるため、重要な施設となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設 

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

一般廃棄物 終処分場 27 ＲＣ 107.12 — ３ ◯ 53 ２ 継続候補 

清掃センター 46 ＲＣ 1,514.85 — ３ — 1４ １ 
建替・ 

移転候補 
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２）課題 

  清掃センターは、焼却施設としての機能を終えていることから、解体及び解体後の施設整

備の在り方について、早期に検討を行う必要があります。 

   一般廃棄物最終処分場は、現在の埋め立て計画期間の令和３年度(2021 年度)以降も使用で

きるよう、計画的な修繕や機器の更新を図る必要があります。 

 

３）再編方針 

表３-32 再編方針一覧(供給処理施設) 

施設名 再編方針 説明 

一般廃棄物 終処分場 維持 主な方向性、既存方針をふまえ、維持とする。 

清掃センター 一部除却 
現在使用していない焼却施設は、老朽化が進んでい

るため除却を行う。 

 

 

⑤実施スケジュール 

表３-33 実施スケジュール一覧(供給処理施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

一般廃棄物 

終処分場 
維持 長寿命化改修 — 

清掃センター 一部除却 — — 

 

 

  

一般廃棄物最終処分場 清掃センター 
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（９）その他施設                               

①主な方向性の検討 

表３-34 主な方向性の検討結果一覧(その他施設) 

  

施設名 

基本情報 サービスの必要性 建物の安全性 

主な方向性 
築年数 構造 

延床面積 

(㎡) 

防災 

施設  

 耐震 

安全性 

残耐用 

年数 

 

武蔵高萩駅自由通路 14 Ｓ 608.00 — ２ ◯ 66 ２ 継続候補 

巾着田管理事務所 24 Ｗ 298.90 — ２ ◯ 26 ２ 継続候補 

滝沢の滝休憩舎 31 Ｗ 7.29 — ２ ◯ 19 ２ 継続候補 

駒高休憩舎 41 Ｗ 18.06 — ２ — ９ １ 
建替・ 

移転候補 

天神社休憩舎 37 Ｗ 20.00 — ２ ◯ 13 ２ 継続候補 

白銀平休憩舎 44 Ｗ 20.25 — ２ — ６ １ 
建替・ 

移転候補 

滝沢の滝入口休憩舎 31 Ｗ 20.25 — ２ ◯ 19 ２ 継続候補 

日和田山公衆トイレ 11 Ｗ 22.70 — 2 ◯ 39 ２ 継続候補 

駒高公衆トイレ ２ ＲＣ 16.09 — ２ — 78 2 継続候補 

武蔵高萩駅前公衆トイレ 23 Ｗ 22.15 — 2 ◯ 27 ２ 継続候補 

高麗川駅かわせみ手洗館 27 ＲＣ 38.16 — 2 ◯ 53 ２ 継続候補 

台公衆トイレ 38 Ｗ 19.51 — ２ — 12 １ 
建替・ 

移転候補 

建光寺公衆トイレ 37 Ｗ 8.64 — ２ ◯ 13 ２ 継続候補 

天神社公衆トイレ 37 Ｗ 17.92 — ２ ◯ 13 ２ 継続候補 

満蔵寺公衆トイレ 45 Ｗ 8.64 — ２ — ５ １ 
建替・ 

移転候補 

霊巌寺公衆トイレ 36 Ｗ 8.64 — ２ ◯ 14 ２ 継続候補 

野々宮公衆トイレ 38 Ｗ 9.90 — ２ — 12 １ 
建替・ 

移転候補 

新井橋公衆トイレ ３ Ｗ 28.41 — 2 ◯ 47 ２ 継続候補 

白銀平公衆トイレ 44 ＲＣ 12.00 — ２ — 36 １ 
建替・ 

移転候補 

天神橋下公衆トイレ 48 ＲＣ 16.10 — ２ — 32 １ 
建替・ 

移転候補 
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②既存の整備・維持管理方針の確認 

１）日高市公共施設等総合管理計画における方針 

 表３-35 日高市公共施設等総合管理計画における方針一覧(その他施設) 

施設名 方針 

武 蔵 高 萩 駅

自由通路 

利用者の安全性を維持するため、長期的な維持管理計画を策定し、適切な維持管理

に努めます。 

巾 着 田 管 理

事務所 

重要な観光資源であることから、劣化状況に応じた適切な修繕・改善を行い、観光

施設としての機能維持に努めます。 

休憩舎 
必要に応じて機能の維持・向上を図るため、計画的な修繕や改善を検討します。併

せて、地元区や関係施設への移譲や廃止について検討します。 

公衆トイレ 
必要に応じて機能の維持・向上を図るため、計画的な修繕や改善を検討します。併

せて、修繕計画に基づき、地元区や関係施設への移譲や廃止について検討します。 

 

③市民意向の把握 

１）市民ワークショップ提言書より 

 ・特になし 

 

２）意見交換会での意見要旨 

・特になし 

 

④再編方針の検討 

１）施設の役割・機能・重要性 

武蔵高萩駅自由通路は平成 17 年(2005 年)の駅の橋上化に伴い設置された自由通路となり

ます。萩っ子通路インフォメーションコーナー、待合コーナー、展示コーナーがあります。

武蔵高萩駅の南北を繋ぐ重要な施設となっています。 

巾着田管理事務所は貴重な観光資源である巾着田の管理施設となります。巾着田管理事務

所内には管理事務所のほかに公衆トイレや物置、あずまや等があります。年間を通して、多

くの観光客が訪れるため、重要な施設となります。 

各公衆トイレについては駅や公園、観光地などに設置され、市が掲げる遠足の聖地として

ハイキングのコース上にも設置されています。 

 

２）課題 

   武蔵高萩駅自由通路は安全性を確保するために、今後も良好な状態で維持管理を行う必要

があります。 

   休憩舎や公衆トイレは、ほとんど使用されていない施設や老朽化が著しいものがあり、適

切な維持管理を進めるとともに市が管理する必要性などを含め、施設の在り方について検討

する必要があります。 
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３）再編方針 

表３-36 再編方針一覧(その他施設) 

施設名 再編方針 説明 

武蔵高萩駅自由通路 維持 
観光政策上、重要な施設であるため既存方針を踏ま

え、維持とし、老朽化が進んでいる施設については適

切な改修の実施を検討する。 

巾着田管理事務所 維持 

休憩舎・公衆トイレ 

(計 18 施設) 
維持 

 

 

⑤実施スケジュール 

表３-37 実施スケジュール一覧(その他施設) 

施設名 

第１期 個別施設計画 

令和２年度～令和７年度 

(2020 年度～2025 年度) 

第２期 個別施設計画 

令和８年度～令和 17 年度 

(2026 年度～2035 年度) 

第３期 個別施設計画 

令和 18 年度～令和 27 年度 

(2036 年度～2045 年度) 

武蔵高萩駅自由通路 維持 大規模修繕 — 

巾着田管理事務所 維持(大規模修繕) — — 

天神橋下公衆トイレ 維持(施設更新) — — 

 


