
【個別票】 7－産業系施設№58

　 　

※ガラス温室、ポンプ室、寄宿舎、格納庫、

1 施設の概要 　体育館、便所、雑品庫、倉庫含む

2 管理に関する基本的な方針

※集約・複合化の検討について

※公民連携の検討について（指定管理者制度、公設民営方式、包括的民間委託など）

※民間等への譲渡の検討について

3 目標使用年数 〔21～30年以内〕

4 管理上の課題等

5 管理に関する実施方針

6 管理に関する実施計画

施設面積 2,073.67㎡

建設年度 S43ほか

構造・階数 鉄骨一部木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建ほか 台帳価格 134,480,000円

基本的な方針 縮減対象 機能維持のための修繕を実施しながら縮減を検討

「基本的な方針の考え方」

　機能維持のための修繕を実施するとともに、施設機能の維持・強化に向け、今後のあり方
を含めた整備方針について検討している。

　計画的な修繕の実施に努めるとともに、令和元年度作成の整備方針(素案)に基づき検討していく。
　大会議室の解体費用概算15,390千円

　農作物の栽培実証試験や農家の圃場の土壌分析、農業研修生の受入れ等を行っており、今後も当市の畑作振興
を担う重要な施設と位置付けている。
　特に、白神ねぎの需要が高まり生産拡大が望まれている中、農業技術センター内にねぎ課が設置されるなど、
その役割は重要性を増している。機能維持のための修繕を実施し継続使用するが、今後はハード・ソフト両面で
機能強化を図り、畑作振興を通じた農業振興につなげる施設として、圃場や格納庫の拡大、十分な作業スペース
を確保できるよう、再整備の方針を検討している。大会議室について、倉庫としての活用が終了次第解体を検討
する。

　機能強化について検討している。

　検討していない。

　検討していない。

　機能維持のための修繕を実施するとともに、施設機能の維持・強化に向け、今後のあり方
を含めた整備方針について検討している。

　圃場管理や農業実習等、肉体的な労働が多いため、休憩室の充実が必要である。また、女
性職員及び女性の農業研修生のための男女別の休憩室、トイレの整備が必要である。

施設名 　農業技術センター

部局(課)名 　環境産業部（農業振興課）

所在地 向能代字トトメキ108-1

58

キャッシュフローと老朽化度 高負担老朽

行政・普通
財産

行政財産
耐用年数
到来年度

S43＋耐用年数31年×1.2＝H17ほ
か

利用者数等とフルコスト 320人 33,182千円
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修繕等の実績及び今後の計画 7－産業系施設№58

年度

H29

H30 プレハブ冷蔵庫の更新

R1 機能強化検討委員会設置。

R2

R3 機能強化改修（※時期未定）

R4 土壌分析機器の更新

R5 大会議室の解体（※時期未定、七夕倉庫終了後）

R6

R7

R8

R9

R10

R11

（参考：維持管理経費等の状況）

【平成29年度～令和元年度】

※修繕費：改修・修繕にかかる費用
※光熱水費等：ランニングコスト
※事業運営費：人件費、運営業務委託費等

【利用者等】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

利用者数等

その他 1,737 2,824 3,363

合　　計 1,737 2,824 3,363

【収入】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

使用料収入

事業運営費 44,949 29,537 31,938

合　　計 46,064 30,663 33,182

修繕費 205 215 316

光熱水費等 910 911 928

【支出】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

維持管理費 1,115 1,126 1,244

（単位：千円）

－ 0

－ 0

合　　　　　計 18,491

－

－

－

0

0

0

0 金額未定

15,390 513㎡

－ 0

1,848

－ 0

修繕等の内容 概算額(千円) 備考

－ 0

1,253
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【個別票】 7－産業系施設№59

　 　

※物置含む

1 施設の概要

2 管理に関する基本的な方針

※集約・複合化の検討について

※公民連携の検討について（指定管理者制度、公設民営方式、包括的民間委託など）

※民間等への譲渡の検討について

3 目標使用年数 〔21～30年以内〕

4 管理上の課題等

5 管理に関する実施方針

6 管理に関する実施計画

所在地 扇田字柑子畑1-20

施設面積 586.87㎡

建設年度 S53

59 施設名 　総合技能センター

部局(課)名 　環境産業部（商工港湾課）

利用者数等とフルコスト 1,021人 1,017千円

キャッシュフローと老朽化度 低負担老朽

基本的な方針 縮減対象 機能維持のための修繕を実施しながら縮減を検討

構造・階数 鉄筋造 ２階建 台帳価格 46,210,000円

行政・普通
財産

行政財産
耐用年数
到来年度

S53＋耐用年数31年×1.2＝H27

　外壁の剥離など老朽化が進行しており、今後も劣化による改修が見込まれる。

　当面は機能維持のための修繕を実施し、長寿命化に努める。

　適切なメンテナンスや改修を施すことにより、施設の長寿命化を図る。

「基本的な方針の考え方」

　能代山本地区において技能講習を実施している唯一の施設であり、技能労働者育成のため
の講習の場の確保のため、できる限りの長寿命化に努めるが、老朽化による施設更新が必要
な場合は、他施設への集約・複合化及び機能移転について検討する。

　講習による床の損傷、車両運転講習のための敷地の確保などの条件はあるものの、施設の
複合化、未利用施設の再利用などについて検討する。

　平成18年度より指定管理者制度を導入している。

　民間への機能移転は難しいと考え、検討していない。

　当面は機能維持のための修繕を実施し、長寿命化を図り継続使用する。
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修繕等の実績及び今後の計画 7－産業系施設№59

年度

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

（参考：維持管理経費等の状況）

【平成29年度～令和元年度】

※修繕費：改修・修繕にかかる費用
※光熱水費等：ランニングコスト
※事業運営費：人件費、運営業務委託費等

修繕等の内容 概算額(千円) 備考

敷地内陥没修繕 98

－ 0

玄関ドア修繕 95

外壁改修工事、小破修繕 9,158

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

（単位：千円）

－ 0

合　　　　　計 9,351

【支出】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

維持管理費 233 9,296 237

修繕費 95 9,158 98 外壁改修工事含む

光熱水費等 138 138 139 火災保険、警備委託

事業運営費 745 755 780 指定管理料

合　　計 978 10,051 1,017

【収入】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

使用料収入

その他

利用者数等 1,572 439 1,021

合　　計 0 0 0

【利用者等】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考
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【個別票】 7－産業系施設№60,62

　 　

※技術開発センター：資材庫、高圧受電棟、集塵機棟含む

1 施設の概要 　木の学校：研修棟、化学体験室棟、工作資材庫含む

2 管理に関する基本的な方針

※集約・複合化の検討について

※公民連携の検討について（指定管理者制度、公設民営方式、包括的民間委託など）

※民間等への譲渡の検討について

3 目標使用年数 〔30年超〕

4 管理上の課題等

5 管理に関する実施方針

6 管理に関する実施計画

所在地 河戸川字南西山18-19,20

施設面積 1,707.90㎡

建設年度 技術開発センターS57、木の学校H1

60、62 施設名 技術開発センター及び木の学校

部局(課)名 　環境産業部（林業木材振興課）

利用者数等とフルコスト 7,491人 33,115千円

キャッシュフローと老朽化度 高負担老朽

基本的な方針 存続 機能維持のための修繕を実施

構造・階数 鉄骨コンクリートほか 台帳価格 51,261,434円

行政・普通
財産

行政財産
耐用年数
到来年度

S57＋耐用年数38年×1.2=R10
H1＋耐用年数38年×1.2=R17

　耐用年数を経過しつつあり、今後も劣化による修繕等が見込まれる。

　機能維持のための修繕を実施し、長寿命化に努める。

　適切なメンテナンスや改修を施すことにより、施設の長寿命化を図る。

「基本的な方針の考え方」

　木材加工技術・技能の向上や木工品開発の拠点として、木材産業界の発展に寄与するとと
もに、木材に関する知識の普及向上を図り、木に対する認識を深める場として活用されてい
る。
　今後も機能維持のための修繕を実施し施設の長寿命化を図り、継続使用する。
　施設の目的・機能を精査し、更新の要否を検討する。

　集約・複合化は検討していない。

　指定管理者制度を導入している。

　運営委員会等で行政での継続を強く要望されており、民間等への譲渡は検討していない。

　機能維持のための修繕を実施し、長寿命化を図り継続使用する。
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修繕等の実績及び今後の計画 7－産業系施設№60,62

年度

H29 乾燥機ボイラー・自動火災報知機　外

H30 トイレ棟増築、シャッター、ワイドベルトサンダー他

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

（参考：維持管理経費等の状況）

【平成29年度～令和元年度】

※修繕費：改修・修繕にかかる費用
※光熱水費等：ランニングコスト
※事業運営費：人件費、運営業務委託費等

修繕等の内容 概算額(千円) 備考

－ 0

化学体験室棟屋根改修工事 5,744

3,710

59,118 改修事業

ワイドベルトサンダー修繕他 1,355

－ 0

－ 0

研修棟屋根塗装工事 4,554

集塵機塗装、資材屋根改修工事 3,630

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

合　　　　　計 78,111

（単位：千円）

【支出】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

維持管理費 9,119 66,162 7,046

修繕費 3,710 59,118 1,355 H30　改修事業

光熱水費等 5,409 7,044 5,691

事業運営費 23,391 24,805 26,069

合　　計 32,510 90,967 33,115

【収入】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

使用料収入 1,499 1,204 1,398

その他 2,144 2,495 2,671

利用者数等 7,407 5,912 7,491

合　　計 3,643 3,699 4,069

【利用者等】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考
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【個別票】 7－産業系施設№61

　 　

1 施設の概要

2 管理に関する基本的な方針

※集約・複合化の検討について

※公民連携の検討について（指定管理者制度、公設民営方式、包括的民間委託など）

※民間等への譲渡の検討について

3 目標使用年数 〔21～30年以内〕

4 管理上の課題等

5 管理に関する実施方針

6 管理に関する実施計画

所在地 扇田字扇渕10-2

施設面積 666.62㎡

建設年度 H5

61 施設名 能代工業団地交流会館

部局(課)名 　環境産業部（商工港湾課）

利用者数等とフルコスト 46,334人 6,303千円

キャッシュフローと老朽化度 低負担築浅

基本的な方針 縮減対象 大規模修繕を実施

構造・階数 木造カラ－鉄板葺平屋建 台帳価格 199,614,000円

行政・普通
財産

行政財産
耐用年数
到来年度

H5＋耐用年数22年×1.2＝R1

　食堂施設を有しており、厨房設備等の老朽化が見られ、改修・設備更新費用が多く見込ま
れる。また、食堂は指定管理者による独立採算としているが、利用者が年々減少傾向にあ
り、厳しい経営を余儀なくされている。

　大規模改修事業後も必要な修繕を行い、能代工業団地内の企業や従業員の交流、また、福
利厚生を図るための施設として、当面は機能を維持していく。

　適切なメンテナンスや改修を施すことにより、施設の長寿命化を図る。

「基本的な方針の考え方」
　耐用年数が到来し、改修費用が毎年発生している。
  大規模改修事業を実施し、長寿命化を図り継続使用する。（耐用年数における検討は必要）

　他の施設との複合利用による経費等の削減を検討する。

　平成20年度より指定管理者制度を導入している。

　公共性の高い施設であり、機能を維持したままの譲渡は、採算性などから難しいと考え
る。

　大規模改修事業を実施し、長寿命化を図り継続使用する。
　機能見直しや他の施設との複合利用等による経費等の削減を検討する。
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修繕等の実績及び今後の計画 7－産業系施設№61

年度

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

（参考：維持管理経費等の状況）

【平成29年度～令和元年度】

※修繕費：改修・修繕にかかる費用
※光熱水費等：ランニングコスト
※事業運営費：人件費、運営業務委託費等

修繕等の内容 概算額(千円) 備考

自動ドア装置取替修繕、駐車場照明灯取付、消防用設備修繕 1,245
第１研修室タイルカーペット交換、第１研修室音響設備等更新、消防設備修繕 1,498

FF式温風暖房機、第二研修室雨漏補修工事 772

ウッドデッキ撤去、火災報知設備取替 1,406

－ 0

－ 0

館内照明器具更新、外壁改修、屋内床張替工事、外部照明用スイッチ修繕 －

エアコン更新、排気口（天窓）取替 －

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

（単位：千円）

－ 0

合　　　　　計 4,921

【支出】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

維持管理費 1,133 1,709 1,660

修繕費 906 1,476 1,421

光熱水費等 227 233 239 火災保険、警備委託

事業運営費 4,664 4,596 4,643 指定管理料(光熱水費含む)

合　　計 5,797 6,305 6,303

【収入】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

使用料収入 311 331 320

その他

利用者数等 55,705 53,713 46,334

合　　計 311 331 320

【利用者等】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考
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