
【個別施設計画総括表】

１ 計画期間 令和3年4月1日から令和37年3月31日まで

※必要に応じ適宜見直しを実施

２ 対象施設 本個別施設計画での対象施設は、次に示す施設とする。

No. 分類

1 産業施設

2 産業施設

3 産業施設

4 産業施設

5 産業施設

6 産業施設

３ 管理に関する方針

適正な維持管理を行い、既存施設を有効活用していきます。

施設の利用実態等に応じて、適切かつ効率的な管理運営を図っていきます。

稚内市公共施設等総合管理計画に基づく

「個別施設計画」（産業系施設）

施設名

稚内市総合勤労者会館

稚内市大規模草地

沼川農業研修センター

肉牛研修センター

水産飲雑用水施設

沼川みのり公園

基本的な方針

⾧寿命化

⾧寿命化

⾧寿命化

⾧寿命化

⾧寿命化

⾧寿命化



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

その他 0 194,400 0 バスケットゴール点検業務（手数料）

収支 金額 -32,150,584 -32,674,740 -32,339,968 -30,718,972

支出

計 32,849,979 33,481,265

使用料・賃借料

人件費
工事費 1,728,000 1,728,000 1,846,800 0

建物保険料

修繕費
光熱水費 2,654,979 3,091,865 2,540,283 2,564,755

施設管理委託料 28,467,000 28,467,000 28,731,000 28,994,000

33,118,083 31,558,755

指定管理料

計 699,395 806,525 778,115 839,783
その他

事業費

令和2年度 備考
使用料 699,395 806,525 778,115 839,783

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 西條前バス停 施設までの所要時間（分） 1分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

30台 原付・バイク 自転車 4台

×未対応 建物内段差 ×未対応
ＷＣ △一部対応 ＥＶ −無 標示 −無 ＡＥＤ
玄関 ○対応済 通路 ×未対応 階段

○対応済

下水道 ○ 合併浄化槽 単独浄化槽

建築基準法第12条点検データ 無
防災倉庫 − 指定避難場所 指定有 指定避難所 指定無

耐震性能
地上 4階 地下 - 非常用井戸

市ほか
延床面積 2,386.73㎡ 築年月 1983年 主構造 鉄骨鉄筋コンクリート

棟数 ２棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 経過年数 38年

用途地域 準工業地域 建蔽率 60% 容積率 200%土地
敷地面積 3,277.81㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

施設配置状況
建物内施設 身体障害者福祉センター、職業訓練センター、働く婦人の家、勤労青少年ホーム
敷地内建物
管理形態 指定管理 管理者 職業訓練法人稚内地方職業訓練協会

施設名称 稚内市総合勤労者会館 所在地 稚内市大黒３丁目４

設置根拠
条例・規則・

要綱等

・稚内市総合勤労者会館条例
・稚内市総合勤労者会館条例施行規則

施設個票
１ 施設の概要

施設番号 1 用途分類 産業系施設 所管課 水産商工 商工・労働Ｇ 担当



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

15.52% 12%

956人
利用可能コマ数 292コマ 289コマ 286コマ 290コマ 289コマ

25.52% 31%
利用コマ数 117コマ 88コマ 83コマ 74コマ 91コマ

職業訓練セ

ンター

利用者数 241人 1,299人 861人 1,422人

利用コマ数 14コマ 35コマ 39コマ 45コマ 33コマ
稼働率 4.79% 12.11% 13.64%

290コマ 289コマ働く婦人の

家

利用者数 24,264人 22,241人 19,510人 13,805人 19,955人

稼働率 40.07% 30.45% 29.02%

検討していない。

用途等が類似した施設は他にもあるが、他の施設で当施設の利用者全てを受け入れることは困難であると思われる。

(2)公民連携の検討について

検討していない。

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

検討していない。

(4)国・道との協働の検討について

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 ⾧寿命化

耐用年数47年に対し建築から38年経過している。33年後に向け、施設利用者の安全面を考慮し、⾧期間利用できるよう

大規模改修を行う。

(1)集約・複合化の検討について

848人

利用コマ数 4コマ 2コマ 4コマ 1コマ 3コマ
稼働率 1.37% 0.69% 1.40% 0.34% 1%

1,246人
利用可能コマ数 292コマ 289コマ 286コマ 290コマ 289コマ

3コマ 2コマ
稼働率 0.34% 0.69% 0.00% 1.03% 1%

734人 1,963人
利用可能コマ数 292コマ 289コマ 286コマ 290コマ 289コマ

年間

利用

状況

身体障害者

福祉セン

ター

利用者数 2,451人 2,542人 2,125人

利用コマ数 1コマ 2コマ 0コマ

勤労者青年

ホーム

利用者数 1,582人 1,376人 1,177人

利用可能コマ数 292コマ 289コマ 286コマ

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

可 市民以外利用者使用料等割増 無
使用料等徴収 有 使用料等減免基準 有 使用料等減免基準名称 稚内市総合勤労者会館条例（第20条）

利用条件

年間会館日数 290 定員 - 市民以外利用

休館日 金曜日、祝日、１月２日から１月５日まで及び12月31日
利用者属性 各種サークル活動等

H26 6,361,200 体育センター正面外壁補修工事

H26 22,680,000 体育センター側面窓改修工事

H25 5,764,500 体育センターボイラー交換工事

H25 6,352,500 体育センター外部柱整備工事

年度 金額 内容 年度 金額 内容



合 計 11,463

R15

R16

R13

R14

R11

R12

R9

R10

R7

R8

R5

R6

R3 窓枠修繕等 1,991

R4 高圧受電設備更新等 9,472

施設管理にあたっては、利用者の安全確保を第一に考えるとともに、修繕等を行う際は、施設を維持するために必要と

なる最低限度にとどめ、大規模な改修が必要になった時には都度協議する。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

３ 目標使用年数

鉄筋鉄骨コンクリート造の耐用年数は47年とされていることから今後9年間は使用する。その後、計画的な修繕等を行う

ことによって、施設の寿命を延ばしつつ、その中で大規模な改修が必要になった時には都度協議する。

４ 管理上の課題等

経年劣化による施設の傷みが目立つようになってきているほか、給水管の老朽化も見られる。また、高圧受電設備やエ

レベーターの更新など、大規模な改修等についても今後検討していく必要がある。

５ 管理に関する実施方針



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

その他 0 2,400,000 0 11,056,639 飼料費

収支 金額 -27,374,646 -28,705,680 -24,775,461 -34,700,367

支出

計 147,741,201 149,875,650

使用料・賃借料 3,188,600 3,300,480 3,355,320 0 車両借上料

人件費
工事費 8,834,994 6,814,800 7,777,000 4,304,300

建物保険料

修繕費 5,768,607 6,521,337 2,693,327 3,940,783
光熱水費 5,987,000 6,877,033 6,372,989 5,795,635

施設管理委託料 123,962,000 123,962,000 124,229,000 125,369,000

144,427,636 150,466,357

指定管理料

計 120,366,555 121,169,970 119,652,175 115,765,990
その他 247,555 970,970 714,175 693,770 駆虫薬代

事業費

令和2年度 備考
使用料 120,119,000 120,199,000 118,938,000 115,072,220

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 樺岡 施設までの所要時間（分） 15分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

20台 原付・バイク 0台 自転車 0台

−無 建物内段差 ×未対応
ＷＣ ×未対応 ＥＶ −無 標示 ×未対応 ＡＥＤ
玄関 ×未対応 通路 ×未対応 階段

×未対応

下水道 ○ 合併浄化槽 単独浄化槽

建築基準法第12条点検データ 無
防災倉庫 − 指定避難場所 指定無 指定避難所 指定無

耐震性能 旧耐震
地上 1階 地下 - 非常用井戸 無

市ほか
延床面積 10,727.00㎡ 築年月 昭和50年4月 主構造 鉄骨

棟数 25棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 50年 経過年数 46年

市ほか
用途地域 用途地域外 建蔽率 容積率 100%土地
敷地面積 11,200,000.00㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

施設配置状況
建物内施設
敷地内建物 事務所、監視所、衛生舎、畜舎、住宅、車庫、倉庫、乾草舎、育成舎、哺育舎、移行牛舎、堆肥舎、高圧受変電設備、浄水施設

管理形態 指定管理 管理者 稚内樺岡ファーム

施設名称 稚内市大規模草地 所在地 稚内市大字声問字樺岡6550-1

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市大規模草地条例
稚内市大規模草地条例施行規則

施設個票
１ 施設の概要

施設番号 2 用途分類 産業系施設 所管課 農政 農業振興・委員会G 担当



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

H15 1,155,000 大規模草地施設整備（トイレ改修）工事 H22 3,423,000 大規模草地２号牛舎ハッチ換気扇取り付け工事

H17

(2)公民連携の検討について

平成21年度より指定管理者制度を導入している。

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

(4)国・道との協働の検討について

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 ⾧寿命化 機能維持のための修繕を実施

乳用育成牛の預託施設として利用されている。必要な修繕等を行い、継続して使用する。

(1)集約・複合化の検討について

15人

利用コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ
稼働率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

19人
利用可能コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ

365コマ 365コマ
稼働率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

39人 44人
利用可能コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ

年間

利用

状況

育成牛

利用者数 48人 48人 40人

利用コマ数 365コマ 365コマ 366コマ

哺育牛

利用者数 20人 22人 20人

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

不可 市民以外利用者使用料等割増 無
使用料等徴収 有 使用料等減免基準 有 使用料等減免基準名称 稚内市大規模草地条例

利用条件

年間会館日数 365 定員 市民以外利用

休館日
利用者属性 乳牛飼養者

H20 25,200,000 育成牛預託施設等建設（既存施設改修建築）工事

H20 13,923,000 育成牛預託施設等建設（既存施設改修パドック等）工事 H25 1,081,500 大規模草地第一浄水場活性炭修繕

H20 3,012,450 育成牛預託施設等建設（既存施設改修管設備）工事 H23 3,360,000 管理事務所外壁改修工事

H15 1,247,558 畜舎等修理費 H20 1,942,500 育成牛預託施設等建設（既存施設改修電気設備）工事

管理事務所屋根改修工事
1,207,500 第1浄水処理設備活性炭交換業務委託 H22 1,438,500 大規模草地１号牛舎電気設備改修工事

H20 4,494,000 育成牛預託施設等建設（既存施設改修電気設備その２）工事 H23 4,053,000

年度 金額 内容 年度 金額 内容



合 計 647,000

R15

R16

R13

R14

R11

R12

R9

R10

R7

R8

R5  農業用施設整備（草地畜産基盤整備事業） 647,000  市費161,750千円（国1/2,道1/4,市1/4）

R6

R3

R4

今後、各所の修繕が必要になることが見込まれる。緊急的なものに限って修繕を行う。

また、草地畜産基盤整備事業により、令和５年度に住宅および畜舎等の新設を計画している。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

３ 目標使用年数

必要に応じて修繕等を行い、総合管理計画終期の2054年まで使用する。

2054年以降の使用については、協議の上決定する。

４ 管理上の課題等

古い建物では築46年が経過しており、維持費がかかっている。

５ 管理に関する実施方針



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

その他 0 70,200 0 0 ブロアー交換手数料

収支 金額 0 -70,200 0 0

支出

計 0 70,200

使用料・賃借料

人件費
工事費

建物保険料

修繕費
光熱水費

施設管理委託料

0 0

指定管理料

計 0 0 0 0
その他

事業費

令和2年度 備考
使用料

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 沼川バス停留所 施設までの所要時間（分） 6分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

3台 原付・バイク 0台 自転車 0台

×未対応 建物内段差 −無
ＷＣ ×未対応 ＥＶ −無 標示 ×未対応 ＡＥＤ
玄関 ×未対応 通路 ×未対応 階段

−無

下水道 − 合併浄化槽 単独浄化槽

建築基準法第12条点検データ 無
防災倉庫 − 指定避難場所 指定無 指定避難所 指定無

耐震性能 新耐震
地上 1階 地下 − 非常用井戸 無

市ほか
延床面積 153.00㎡ 築年月 昭和62年7月 主構造 木造

棟数 1棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 22年 経過年数 33年

市ほか
用途地域 用途地域外 建蔽率 60% 容積率 100%土地
敷地面積 240.00㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

施設配置状況
建物内施設
敷地内建物 宿舎
管理形態 指定管理 管理者 北宗谷農業協同組合

施設名称 沼川農業研修センター 所在地 稚内市大字声問村字沼川

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市農業研修センター条例 
稚内市農業研修センター条例施行規則  

施設個票
１ 施設の概要

施設番号 3 用途分類 産業系施設 所管課 農政 農業振興・委員会G 担当



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

100.00% 100%

1人
利用可能コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ

100.00% 85%
利用コマ数 151コマ 365コマ 366コマ 365コマ 312コマ

部屋２

利用者数 1人 1人 1人 1人

利用コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ
稼働率 100.00% 100.00% 100.00%

1人
利用可能コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ

部屋３

利用者数 1人 1人 1人 1人

(2)公民連携の検討について

平成18年度より指定管理者制度を導入している。（指定管理料等の支出は無い）

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

(4)国・道との協働の検討について

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 ⾧寿命化 機能維持のための修繕を実施

酪農ヘルパー等の住居として利用されている。必要な修繕等を行い、継続して使用する。

(1)集約・複合化の検討について

0人

利用コマ数 123コマ 0コマ 0コマ 0コマ 31コマ
稼働率 33.70% 0.00% 0.00% 0.00% 8%

0人
利用可能コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ

365コマ 365コマ
稼働率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

1人 1人
利用可能コマ数 365コマ 365コマ 366コマ 365コマ 365コマ

年間

利用

状況

部屋１

利用者数 1人 1人 1人

利用コマ数 365コマ 365コマ 366コマ

部屋４

利用者数 1人 0人 0人
稼働率 41.37% 100.00% 100.00%

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

可 市民以外利用者使用料等割増 無
使用料等徴収 有 使用料等減免基準 有 使用料等減免基準名称 稚内市農業研修センター条例

利用条件

年間会館日数 365 定員 4人 市民以外利用

休館日
利用者属性

年度 金額 内容 年度 金額 内容



合 計 0

R15

R16

R13

R14

R11

R12

R9

R10

R7

R8

R5

R6

R3

R4

今後、各所の修繕が必要になることが見込まれる。緊急的なものに限って修繕を行う。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

３ 目標使用年数

必要に応じて修繕等を行い、総合管理計画終期の2054年まで使用する。

2054年以降の使用については、協議の上決定する。

４ 管理上の課題等

築33年が経過しており、今後維持費の増加が見込まれる。

５ 管理に関する実施方針



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

その他

収支 金額 890,790 802,452 680,635 180,385

支出

計 736,939 748,800

使用料・賃借料

人件費
工事費

建物保険料

修繕費 0 87,480 205,200 0
光熱水費 736,939 661,320 715,125 395,187

施設管理委託料

920,325 395,187

指定管理料

計 1,627,729 1,551,252 1,600,960 575,572
その他 697,729 621,252 670,960 332,359 電気料

事業費

令和2年度 備考
使用料 930,000 930,000 930,000 243,213 目的外使用料

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 宗谷岬 施設までの所要時間（分） 8分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

16台 原付・バイク 0台 自転車 0台

−無 建物内段差 ×未対応
ＷＣ ×未対応 ＥＶ −無 標示 ×未対応 ＡＥＤ
玄関 ×未対応 通路 ×未対応 階段

×未対応

下水道 ○ 合併浄化槽 単独浄化槽

建築基準法第12条点検データ 無
防災倉庫 − 指定避難場所 指定無 指定避難所 指定無

耐震性能 新耐震
地上 1階 地下 − 非常用井戸 無

市ほか
延床面積 273.00㎡ 築年月 平成2年1月 主構造 鉄筋コンクリート

棟数 1棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 50年 経過年数 31年

市ほか
用途地域 用途地域外 建蔽率 40% 容積率 100%土地
敷地面積 808.00㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

施設配置状況
建物内施設
敷地内建物 稚内市宗谷丘陵展望休憩施設（肉牛研修センター部分）
管理形態 直営 管理者 稚内市

施設名称 肉牛研修センター 所在地 稚内市宗谷岬

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市宗谷丘陵展望休憩施設条例
稚内市宗谷丘陵展望休憩施設条例施行規則

施設個票
１ 施設の概要

施設番号 4 用途分類 産業系施設 所管課 農政 農業振興・委員会G 担当



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

(2)公民連携の検討について

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

(4)国・道との協働の検討について

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 ⾧寿命化 機能維持のための修繕を実施

観光客の休憩施設として利用されている。必要な修繕等を行い、継続して使用する。

(1)集約・複合化の検討について

利用コマ数 #DIV/0!
稼働率 #DIV/0!

#DIV/0!
利用可能コマ数 #DIV/0!

#DIV/0!
稼働率 #DIV/0!

#DIV/0!
利用可能コマ数 #DIV/0!

年間

利用

状況

利用者数

利用コマ数

利用者数

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

可 市民以外利用者使用料等割増 無
使用料等徴収 無 使用料等減免基準 無 使用料等減免基準名称

利用条件

年間会館日数 190 定員 市民以外利用

休館日 11月4日から4月28日まで
利用者属性 観光客等

年度 金額 内容 年度 金額 内容



合 計 0

R15

R16

R13

R14

R11

R12

R9

R10

R7

R8

R5

R6

R3

R4

今後、各所の修繕が必要になることが見込まれる。緊急的なものに限って修繕を行う。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

３ 目標使用年数

必要に応じて修繕等を行い、総合管理計画終期の2054年まで使用する。

2054年以降の使用については、協議の上決定する。

４ 管理上の課題等

築31年が経過しており、今後維持費の増加が見込まれる。

５ 管理に関する実施方針



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

-2,994,000 -3,327,000 -3,284,000

支出

計 4,860,000 4,860,000
収支 金額 -3,034,000

その他

工事費
人件費

使用料・賃借料

建物保険料

1,796,000 1,886,000

施設管理委託料 4,860,000 4,860,000 5,123,000 5,170,000
修繕費

光熱水費

5,123,000 5,170,000

指定管理料

事業費

その他
計 1,826,000

令和2年度 備考

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

使用料 1,826,000 1,866,000 1,796,000 1,886,000

1,866,000

建物

原付・バイク 自転車

×未対応 建物内段差 ×未対応
ＷＣ

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 東浦 施設までの所要時間（分） 20分
駐車場 自動車

−無

下水道 − 合併浄化槽 単独浄化槽
バリアフリー

等対応状況 −無 ＡＥＤ
玄関 ×未対応 通路 ×未対応 階段

ＥＶ −無 標示 −無

建築基準法第12条点検データ 無
防災倉庫 − 指定避難場所 指定無 指定避難所 指定無

60年 経過年数 29年

市ほか
延床面積 124.00㎡ 築年月 平成4年 主構造 鉄筋コンクリート

棟数 1棟 所有形態

耐震性能 旧耐震
地上 1階 地下 1階 非常用井戸 無

土地
敷地面積 400.00㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

市ほか
用途地域 用途地域外 建蔽率 容積率

市 所有者名

耐用年数

施設配置状況
建物内施設 水道施設
敷地内建物 浄水場
管理形態 運営委託 管理者 市

施設名称 水産飲雑用水施設 所在地 大字宗谷村字東浦

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市水道給水条例

施設個票
１ 施設の概要

施設番号 5 用途分類 産業系施設 所管課 建設産業部 水産商工課 担当



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

地区に居住者がいる限りは供給を続ける。東浦地区に給水するための上水道施設である。

(1)集約・複合化の検討について

検討していない。

(2)公民連携の検討について

検討していない。

検討していない。

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

検討していない。

(4)国・道との協働の検討について

年間

利用

状況

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 ⾧寿命化

利用可能コマ数

稼働率

利用可能コマ数

利用者数

利用コマ数

利用者数

利用コマ数

稼働率

定員 市民以外利用

休館日
利用者属性

使用料等徴収 使用料等減免基準 使用料等減免基準名称

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

市民以外利用者使用料等割増

利用条件

年間会館日数

年度 金額 内容 年度 金額 内容



合 計 72,200

R15

R16

R13 受変電施設及び水処理施設更新 45,000

R14

R9

R12 水処理施設の更新(PACポンプ等) 26,000

R10

R11

R8

R6

３ 目標使用年数

平成４年建築で令和３年現在、本施設はコンクリート造で建築より29年経過している。

施設コンクリート部分については、耐用年数が60年であるため今後31年以上は継続して使用するが、耐用年数を超えて

も使用できるように⾧寿命化を図っていく。

４ 管理上の課題等

大雨により川が増水し水源に土砂の堆積が起こり、配管がつまり浄水場に原水を送れなくなる不具合が度々起こってい

る。川幅の狭い河川で河川の改修も難しい状態。他に水源がないため、維持管理に課題がある。

５ 管理に関する実施方針

稚内市水道事業が、民間に委託管理を発注している状況である。

不具合が発生すれば協議の後修理を行う。

６ 管理に関する実施計画

R4

R3 監視通報装置更新 1,200

R7

R5

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

その他

収支 金額 -7,484,080 -7,077,433 -7,379,209 -10,044,809

支出

計 8,122,780 7,681,273

使用料・賃借料

人件費
工事費 0 0 0 1,661,000

建物保険料

修繕費 543,780 160,164 0 885,500
光熱水費 420,000 362,109 322,969 232,169

施設管理委託料 7,159,000 7,159,000 7,614,000 7,684,000

7,936,969 10,462,669

指定管理料

計 638,700 603,840 557,760 417,860
その他

事業費

令和2年度 備考
使用料 638,700 603,840 557,760 417,860

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 沼川 施設までの所要時間（分） 12分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

30台 原付・バイク 0台 自転車 0台

−無 建物内段差 ○対応済
ＷＣ △一部対応 ＥＶ −無 標示 ×未対応 ＡＥＤ
玄関 △一部対応 通路 △一部対応 階段

○対応済

下水道 ○ 合併浄化槽 112人槽 単独浄化槽 40人槽

建築基準法第12条点検データ 無
防災倉庫 − 指定避難場所 指定無 指定避難所 指定無

耐震性能 新耐震
地上 1階 地下 - 非常用井戸 無

市ほか
延床面積 1,056.00㎡ 築年月 平成９年３月 主構造 木造

棟数 5棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 22年 経過年数 24年

市ほか
用途地域 用途地域外 建蔽率 容積率 100%土地
敷地面積 113,163.00㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

施設配置状況
建物内施設
敷地内建物 管理棟、水道小屋、電気小屋、トイレ、温室、作業舎
管理形態 指定管理 管理者 沼川みのり公園運営協議会

施設名称 沼川みのり公園 所在地 稚内市大字声問村字上声問原野8269

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市農村活性化公園条例
稚内市農村活性化公園条例施行規則

施設個票
１ 施設の概要

施設番号 6 用途分類 産業系施設 所管課 農政 農業振興・委員会G担当



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

(2)公民連携の検討について

平成18年度より指定管理者制度を導入している。

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

(4)国・道との協働の検討について

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 ⾧寿命化 機能維持のための修繕を実施

地域住民のサークル活動等に利用されている。必要な修繕等を行い、継続して使用する。

(1)集約・複合化の検討について

27人 20人

利用コマ数
稼働率

28人
利用可能コマ数

利用コマ数
稼働率

利用可能コマ数

利用コマ数
稼働率

利用可能コマ数

稼働率

利用可能コマ数

年間

利用

状況

研修室A

利用者数

利用コマ数

研修室B

利用者数

調理室

利用者数

市民農園

※屋外

利用者数 31人 33人

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

可 市民以外利用者使用料等割増 無
使用料等徴収 有 使用料等減免基準 有 使用料等減免基準名称 稚内市農村活性化公園条例

利用条件

年間会館日数 365 定員 設定なし 市民以外利用

休館日 なし
利用者属性 市民農園利用者等

年度 金額 内容 年度 金額 内容



合 計 0

R15

R16

R13

R14

R11

R12

R9

R10

R7

R8

R5 温室屋根・壁張替工事 2,564

R6

R3 給水ポンプユニット修繕、管理棟塗装 1,144

R4 水道小屋・電気小屋外壁塗装、電気設備（気中開閉器等）更新 3,286

今後、各所の修繕が必要になることが見込まれる。緊急的なものに限って修繕を行う。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

３ 目標使用年数

必要に応じて修繕等を行い、総合管理計画終期の2054年まで使用する。

2054年以降の使用については、協議の上決定する。

４ 管理上の課題等

築24年が経過しており、今後維持費の増加が見込まれる。

５ 管理に関する実施方針


