
地域別機能計画（Remix）について 資料４-②

施設ごとの方向性

地区 区分 施設用途類型 ID
地
域

施設名称 延床面積 庁内における協議結果 検討委員会における意見 最適化計画
大規模改
修（30年）

大規模
改修費

建替（築
60年）

建替費
代表建築年

度
老朽化

率
耐震性 施設の収支

稼働率・スペー
ス利用度

支 庁舎 2 伊 伊賀支所庁舎 1,943.96㎡
＜伊賀＞ 伊賀支所庁舎・いがまち公民館・西柘植地区市
民センターの機能を統合し、ふるさと会館伊賀に移転する。

複合化 第Ⅰ期 2.6億円 第Ⅱ期 7.4億円 1961年度 91.8% 無 -49,336千円 73.5㎡/人

住 地区市民センター 232 伊 西柘植地区市民センター 575.00㎡
＜伊賀＞ 西柘植地区市民センターは、伊賀支所庁舎・いが
まち公民館と統合し、ふるさと会館いがへ移転する。

複合化 第Ⅰ期 1.4億円 第Ⅳ期 2.3億円 1971年度 78.0% 無 -7,078千円 17.4%

支 ホール 251 伊 ふるさと会館いが 2,842.27㎡
＜伊賀＞ ふるさと会館いがのホール機能は廃止する。伊
賀支所庁舎・いがまち公民館・西柘植地区市民センターの
機能を統合しふるさと会館いがに移転する。

複合化 第Ⅲ期 7.1億円 第Ⅴ期 11.4億円 1994年度 32.0% 有 -40,501千円 25.9%

支 258 伊 いがまち公民館 934.72㎡ 複合化 第Ⅰ期 1.7億円 第Ⅳ期 3.7億円 1971年度 72.7% 無 -20,728千円 13.4%

支 259 伊 柘植公民館 896.50㎡ 複合化 第Ⅰ期 2.2億円 第Ⅰ期 3.6億円 1958年度 100.0% 無 -6,435千円 4.5%

支 庁舎 3 島 島ヶ原支所庁舎 1,356.58㎡
＜島ヶ原＞ 島ヶ原子育て支援センター（地区市民センター
内）の機能を統合する。その後、島ヶ原会館及び島ヶ原地
区市民センターの機能を統合する。

複合化 第Ⅰ期 2.8億円 第Ⅳ期 5.0億円 1978年度 64.0% 有 -33,239千円 59.6㎡/人

住 地区市民センター 234 島 島ヶ原地区市民センター 688.05㎡
＜島ヶ原＞島ヶ原地区市民センターは、子育て支援セン
ター機能を島ヶ原支所に、市民センター機能を島ヶ原会館
に移転する。その後、機能を支所に移転する。

複合化 第Ⅱ期 1.7億円 第Ⅴ期 2.8億円 1992年度 36.0% 有 -12,602千円 20.0%

支
公民館、その他
集会施設

263 島 島ヶ原会館 1,248.90㎡
＜島ヶ原＞島ヶ原会館は、耐震改修を実施し、地区市民セ
ンターの機能を統合する。

複合化 第Ⅰ期 3.1億円 第Ⅳ期 5.0億円 1971年度 78.0% 無 -10,315千円 18.6%

支 庁舎 4 阿 阿山支所庁舎 3,106.67㎡
＜阿山＞支所機能を隣接する阿山保健センターに移転す
る。建物は、貸付又は売却を検討する。(敷地等の取扱につ
いて検討が必要)

複合化 第Ⅰ期 6.4億円 第Ⅳ期 10.2億円 1980年度 60.0% 有 -62,198千円 26.0㎡/人

支 保健施設 162 阿 阿山保健福祉センター 3,042.24㎡ ＜阿山＞阿山保健センターに 支所機能を移転する。 複合化 第Ⅳ期 5.8億円 第Ⅴ期 10.5億円 1999年度 22.0% 有 -27,178千円 83.2%

住
地区市民セン
ター

235 阿 河合地区市民センター 466.59㎡
＜阿山＞河合地区市民センターは、あやま保健福祉セン
ターに移転する。  (建物は、支所庁舎と同様に貸付又は売
却する。)

複合化 第Ⅰ期 1.2億円 第Ⅳ期 1.9億円 1980年度 66.0% 有 -3,590千円 7.3%

支 庁舎 5 大 大山田支所庁舎 1,702.25㎡ ＜大山田＞支所機能を大山田福祉センターに移転する。 複合化 第Ⅰ期 3.1億円 第Ⅲ期 5.0億円 1965年度 90.0% 無 -56,079千円 56.9㎡/人

支 高齢者福祉施設 150 大 大山田福祉センター 821.03㎡ ＜大山田＞支所機能を大山田福祉センターに統合する。 複合化 第Ⅳ期 1.6億円 第Ⅴ期 3.0億円 2003年度 18.9% 有 -3,686千円 8.2%

支 庁舎 6 青 青山支所庁舎 2,897.51㎡
＜青山＞青山支所、青山公民館、阿保地区市民センターの
機能を集約し、建替をする。

複合化 第Ⅰ期 0.3億円 第Ⅳ期 11.6億円 1974年度 72.0% 無 -67,209千円 96.6㎡/人

全 社会教育系施設 99 青
初瀬街道交流の館「たわら
や」

139.71㎡
＜青山＞初瀬街道交流の館「たわらや」は、地域の歴史の
情報発信及び交流の機能を建替を行う支所庁舎・公民館に
統合する。

縮小 第Ⅳ期 0.3億円 第Ⅴ期 0.6億円 2005年度 21.0% 有 -1,349千円 21.9%

支 高齢者福祉施設 153 青 青山福祉センター 1,842.00㎡
＜青山＞青山福祉センターは、社会福祉法人に譲渡する。
行政機能は、支所庁舎に統合する。

縮小 第Ⅳ期 3.7億円 第Ⅴ期 6.6億円 2000年度 20.0% 有 -12,906千円 39.3%

支 保健施設 163 青 青山保健センター 1,350.00㎡
＜青山＞青山保健センターの保健機能は、支所に移転す
る。温水プール等施設内運動施設の機能は、段階的に廃
止する。

複合化 第Ⅳ期 2.7億円 第Ⅴ期 4.9億円 2004年度 12.0% 有 -43,782千円 83.2%

住 地区市民センター 242 青 阿保地区市民センター 154.00㎡
＜青山＞ 阿保地区市民センターの機能は、支所庁舎に統
合し建替を行う。

複合化 第Ⅰ期 0.4億円 第Ⅴ期 0.6億円 1987年度 96.6% 有 -4,550千円 10.5%

支
公民館、その他
集会施設

262 青 青山公民館 1,320.69㎡
＜青山＞青山公民館は、青山支所・阿保地区市民センター
とともに機能を集約のうえ建替えを行う。

縮小 第Ⅰ期 2.4億円 第Ⅳ期 5.2億円 1974年度 61.2% 無 -28,518千円 24.1%

青
山

昨年度までの検討経過及び集約データ(H23年度)

公民館、その他
集会施設

＜伊賀＞ いがまち公民館は、機能を伊賀支所庁舎・西柘
植地区市民センターと統合し、ふるさと会館いがへ移転す
る。
　柘植公民館は、耐震改修のうえ地区に譲渡、又は機能を
いがまち公民館に統合し、ふるさと会館いがに移転する。
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