
番号 施 設 名 称 （ 愛 称 ) 直営・廃止等方向性 担当課 ～H20 H21 H22

1 羽合庁舎 ・当面現行どおりとし、庁舎の統合を行う。 総務課
・耐震診断実施
・耐震及び統合
工事実施

H21.4庁舎統
合実施

2 泊庁舎
・平成２１年4月からの分庁舎廃止に向け、
窓口業務のみ配置する場合の業務調整
の検討を行う。

町民課 来庁者数把握
H21.4から支
所として窓口
業務を実施

H21.4から支
所として窓口
業務を実施

3 東郷庁舎

・当面現行どおりとし、庁舎の統合に伴う
活用を検討する。
・県後期高齢者広域連合設立準備会事務
局に会議室を貸与。（平成１８年度～）

町民課
貸与

H21.4から支
所として窓口
業務を実施

H21.4から支
所として窓口
業務を実施

4 中央公民館
・当面現行どおりとし、統合を行い、夜間の
警備については警備員が行う。

中央公民館 実施 実施 実施

5 中央公民館泊分館
・当面現行どおりとし、公民館統合による
管理体制を検討する。

中央公民館 実施 検討 検討

6 中央公民館羽合分館
・庁舎として活用する方向で検討中。
・公民館統合による管理体制を検討する。

中央公民館 耐震診断実施
移転先にて
事業実施

移転先にて
事業実施

7 湯梨浜町羽合歴史民俗資料館
・現行のとおり直営。
・土日祝祭日の開館時間を検討する。

生涯・人権課 実施 実施 実施

8 湯梨浜町泊歴史民俗資料館
・中央公民館泊分館の体制をみながら廃
止して収蔵庫として存続する。

生涯・人権課 実施 検討 実施

9 ハワイアロハホール
・町外者の利用料の見直しを検討する。
・職員の勤務体制を見直す。

企画課
勤務体制の見直
し

検討 検討

10 (株)ケーブルビジョン東ほうき ・平成１９年４月１日ＴＣＣ吸収合併。 企画課 ＴＣＣに吸収合併

11 東郷湖ドラゴンカヌー艇庫 ・利用方法・管理体制の検討中。
企画課

生涯学習人権推
進課

実施

12 田後保育所

13 浅津保育所

14 橋津保育所

15 長瀬保育所 子育て支援課

16 あさひ保育所

17 わかば保育所

18 東郷保育所

19 花見保育所

20 放課後児童クラブ室
・東郷地域　H18：３箇所→２箇所
　　　H20：２箇所→１箇所に統合する。
・対象学年を拡大する。

子育て支援課 利用料の見直し

土曜日開設
羽合を２つに
区分し第１を
新設

実施

21 温泉児童館 ・現行のとおり。 子育て支援課

22 泊児童館 ・現行のとおり。 子育て支援課

23
・保育所・幼稚園の在り方検討委員会で統
廃合の検討中。

教育総務課 土曜保育の廃止

・統合方法等
の決定一部
実施
・幼保施設の
在り方検討

24 ・送迎バスの廃止。 教育総務課 廃止を検討

25 松崎幼稚園
・保育所・幼稚園の在り方検討委員会で統
廃合の検討中。

教育総務課 土曜保育の廃止

・統合方法等
の決定一部
実施
・幼保施設の
在り方検討

26 羽合小学校 ・現行のとおり。 教育総務課

27 羽合小学校体育館 ・現行のとおり。 教育総務課 利用料の見直し

28 泊小学校 ・現行のとおり。 教育総務課

29 泊小学校体育館 ・現行のとおり。 教育総務課 利用料の見直し

30 東郷小学校 ・現行のとおり。 教育総務課

31 東郷小学校体育館 ・現行のとおり。 教育総務課 利用料の見直し

32 北溟中学校 ・新設統合、大規模改修について検討中。 教育総務課
統廃合調査、統
廃合等検討

耐震化整備
に向けての準
備

統廃合検討
委の開催

33 北溟中学校体育館 ・新設統合、大規模改修について検討中。 教育総務課 利用料の見直し
耐震化整備
に向けての準
備

統廃合検討
委の開催
大屋根等の
改修

34 東郷中学校 ・新設統合、大規模改修について検討中。 教育総務課
統廃合調査、統
廃合等検討

耐震化整備
に向けての準
備

統廃合検討
委の開催

35 東郷中学校体育館 ・新設統合、大規模改修について検討中。 利用料の見直し
耐震化整備
に向けての準
備

統廃合検討
委の開催

※下線部分が変更箇所

・平成２０年１２月に検討委員会として「早急に耐震を実施し、統廃合は期間をかけて議論
する。」旨の意見書を町長に提出。
・平成２１年度に耐震補強計画認定取得済（渡り廊下棟以外）。
・統廃合については、将来の中学校のあるべき姿を検討（H22年度中予定）。
・中学校統廃合については、H22年度末検討委員会で「統合が望ましい」旨の中間意見書
提出。建設場所、統合の形態などについて、検討委員会で検討し、23年度末までに最終
意見書提出予定。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）
・平成２０年１２月に検討委員会として「早急に耐震を実施し、統廃合は期間をかけて議論
する。」旨の意見書を町長に提出。
・平成２１年度に耐震補強計画認定取得済。
・平成２２年度に耐震補強及び大規模改修工事契約済。23年度へ繰越し、24年２月完成
予定。

・平成２０年１２月に検討委員会として「早急に耐震を実施し、統廃合は期間をかけて議論
する。」旨の意見書を町長に提出。
・平成２１年度に耐震補強計画認定取得済（特別教室棟以外）。
・平成２２年度は、特別教室棟の長期荷重対策実施済。
・統廃合については、将来の中学校のあるべき姿を検討（H22年度中予定）。
・中学校統廃合については、H22年度末検討委員会で「統合が望ましい」旨の中間意見書
提出。
建設場所、統合の形態などについて、検討委員会で検討し、23年度末までに最終意見書
提出予定。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）

・今後の管理体制や減免規定等について検討する必要あり。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）

・現行のどおり。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）

・現行のどおり。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）

・羽合地域新施
設（幼保一体）
の実施設計着
手　　・東郷地
域幼稚園・保育
所のあり方検
討委員会を設
置

・現行のどおり。
東郷地域の保育所・幼稚園在り方検討委員会のなかで方向性を検討中。

・現行のどおり。

・夜間警備については、警備員で対応済。
・中央公民館、分館及び地区公民館も含めた公民館体制のあり方の中で検討中。
【H22公民館のあり方検討】
・9/7町公民館運営審議会開催
・9/22町公民館運営審議会へ諮問
・10/15　11/24   12/24町公民館運営審議会開催
・12/27町公民館運営審議会より諮問に対する答申あり
・1/18町教育委員会開催
・答申内容の検討及び答申内容４項目の図式化資料作成

・中央公民館、分館及び地区公民館も含めた公民館体制のあり方の中で検討中。

・平成２１年４月より庁舎として使用のため、アロハホールに移転済。
・中央公民館、分館及び地区公民館も含めた公民館体制のあり方の中で検討中。

・直営継続実施（平成19年7月から土日祝日は、羽合庁舎警備員で対応）

・平成２０年度資料館として継続維持
・鳥取県立公文書館の調査により、収蔵されている漁具が全国的にも貴重なものであるこ
とが判明。今後の取り扱いを検討する必要あり。

・利用料の見直（平成19年～平成20年方針決定予定）
・職員勤務体制の見直（土、日曜日3人ローテイにより実施）
・平成２０年１１月よりプラザを中央公民館羽合分館として、公民館管理に変更。

・吸収合併済

・保育所・幼稚園の在り方検討委員会で統
廃合の検討した。

統廃合方針の内
部調整及び耐震
診断の実施。

羽合幼稚園

・平成２０年度＝町民意見交換会で「幼稚園・保育所の再編計画」の概要説明。羽合地域
３施設は統廃合し、羽合東コミュニテイ跡地に幼保一体施設として新設を決定。
・平成２１年度＝羽合地域の幼保一体施設整備の検討委員会設置。羽合東コミュニテイを
解体撤去。存続の田後保育所園庭拡張事業を実施。東郷地域の保育所一部を耐震診断
調査実施。東郷地域についての保育所・幼稚園のあり方について保護者アンケートを実
施。
・平成２２年度＝羽合地域の新施設について基本設計、地質調査、実施設計実施。東郷
地域の幼保のあり方検討委員会を設置。東郷地域についての統廃合を含めた保育所・幼
稚園のあり方についての検討に入った。

・平成２０年度＝土曜日開設試行。
・平成２１年度＝土曜日開設、羽合第１を新設（小学１年生を対象）。
・平成２２年度＝利用料の減免規定を制定。利用児童数が増加したため狭小だった東郷
第２放課後児童クラブの移転を決定(平成23年度より)。

・実質、児童館機能休止。

・実質、児童館機能休止。廃止の方向で調整。

・土曜保育の廃止実施
・幼保施設の在り方について町民意見交換会で説明
・羽合東コミュニティー施設を活用し幼保一体施設を整備する（平成２４年４月開園予定）。

・「幼保一体施設整備推進検討委員会」の場で鍵〔廃止〕を共通の理解とする。

・羽合地域統
廃合の方針
決定
・一部施設の
耐震診断実
施

平成23年3月末現在進捗状況

・庁舎の統合（平成２１年４月実施）

・分庁舎廃止後、泊支所として、窓口業務を実施。
（1階スペースについては、多目的スペースとして活用。）

・分庁舎廃止後、東郷支所として、窓口業務及び地籍調査班で実施。
・2階の空スペースを町内団体が使用出来るように整備。４月より5室の貸出開始。
・5室の貸出に対し、1室使用(女性団体H22.5～)
・募集の呼びかけ(町報8月号掲載)

　　　　⑤公　共　施　設　在  り  方  検  討  一　覧
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番号 施 設 名 称 （ 愛 称 ) 直営・廃止等方向性 担当課 ～H20 H21 H22 平成23年3月末現在進捗状況

　　　　⑤公　共　施　設　在  り  方  検  討  一　覧

36 羽合学校給食センター ・統合の方向で検討中。 教育総務課 統廃合の検討

37 東郷学校給食センター ・統合の方向で検討中。 教育総務課 統廃合の検討

38 羽合東コミュニティ施設
・幼稚園・保育所一体化の施設用地として
検討中。

子育て支援課
・利用料の見直
・跡地利用検討
委員会開催

・条例改正
・解体工事

・新施設の設
計

39 羽合西コミュニティ施設
・給食センター用地として検討中。
・体育館は存続し、その他売却。

教育総務課
・利用料の見直
・跡地利用検討
委員会開催

40 桜コミュニティ施設 ・売却の方向で検討。 教育総務課
・利用料の見直
・跡地利用検討
委員会開催

・条例改正
・解体改築工
事

41 花見コミュニティ施設
・給食センター用地として検討中。
・体育館は存続し、その他は売却で検討。

教育総務課
・利用料の見直
・跡地利用検討
委員会開催

・条例改正

42 湯梨浜学園 ・現行のとおり。 教育総務課

43
湯梨浜町立温泉ふれあい会館
（ハワイゆ～たうん）

・指定管理者制度導入。 産業振興課
H18.9
指定管理者

指定管理更
新

44
湯梨浜町多目的温泉保養施設
（ゆアシス東郷龍鳳閣）

・指定管理者制度導入。 産業振興課
H18.9
指定管理者

指定管理更
新

45 はわい温泉観光案内所 ・指定管理者制度導入。 産業振興課
H18.9
指定管理者

指定管理更
新

46 とまりグラウンドゴルフのふるさと公園 ・指定管理者制度導入。 産業振興課
H19.4
指定管理者

指定管理更
新

47 湯梨浜町ふれあいセンターあじさい ・施設間の利用料の調整を行う。 産業振興課 検討 新条例制定

48 湯梨浜町活性化センターはまなす ・施設間の利用料の調整を行う。 産業振興課 検討 新条例制定

49 湯梨浜町ふれあい施設農産物加工所 ・施設間の利用料の調整を行う。 産業振興課 検討 新条例制定

50 はわいふれあい農園 ・泊体験農園との均衡を図る。 産業振興課 検討

51 泊体験農園 ・はわいふれあい農園との均衡を図る。 産業振興課 検討

52 湯梨浜町羽衣石交流センター ・地区への業務委託・管理運営を進める。 産業振興課 実施

53 道の駅はわい ・現行のとおり。 産業振興課

54 めぐみのゆ公園 ・現行のとおり。 産業振興課

55 ハワイ海水浴場トイレ ・期間を限定して開放する。 産業振興課 実施

56 松崎駅舎

・返却するから委託時間を変更し継続す
る。
（JRから借受け、シルバー人材センターへ
委託。）

産業振興課 検討 現行どおり

57
湯梨浜町保健福祉センター
（つわぶき荘）

・地域包括支援センターがある間は直営と
する。
・平成22年度から指定管理者制度導入予
定

健康福祉課
町民課

社協へ譲渡検討
指定管理者
制度導入検
討

指定管理者
制度導入

58 老人福祉センター東湖園 ・指定管理者制度導入。 健康福祉課

59 東郷デイサービスセンター ・指定管理者制度導入。 健康福祉課

60 ハワイ元気村 ・県へ返還する。 健康福祉課

・平成19年度利
用料改定
・平成２０年度浴
場廃止

平成2１年度
末返還予定

県への返還
完了

61 湯梨浜町漁村センター ・地区への業務委託・管理運営を進める。 町民課 日直の廃止 直営 直営

62 浜児童館 ・現行のとおり。 生涯・人権課 実施 実施 実施

63 文化会館 ・現行のとおり。 生涯・人権課 実施 実施 実施

64 老人憩の家 ・当分の間直営。 生涯・人権課 実施 実施 実施

・当面直営（継続実施）
・利用者数が低迷しており、改善策が必要。

・当面直営（継続実施）

・当面直営（継続実施）
・行政懇談会において、地元に移管できないか問題提起した。

・19/4月～9月委託済（月～金10：00～15：00）
・19/10月～20/3月委託済（月～金10：00～17：00）
・平成20年度返還予定（ＪＲに半年前通告予定）
・（現在関係者と協議中）→結論が出ず契約更新（H２１．４．１～H２４．３．３１）

・平成21年9月　定例議会指定管理者制度への移行提案。
・平成21年12月　議会条例改正予定。
・平成22年4月　社会福祉協議会指定し３年間の契約締結

・指定管理者制度導入済
・平成２０年１１月１９日実態追跡調査実施（継続）　＊施設の老朽化による大型修繕が増
加。次期契約時も引き続いて社会福祉協議会を指名による指定管理者導入とする方向を
確認したが、社会福祉協議会の本部拠点の決定を踏まえ、早期に双方で協議する必要が
ある。
・東湖園改修工事設計監理業務委託実施。12月改修工事を発注し殆どの修繕を完了させ
平成22年4月引き続き社会福祉協議会を指名し３年間の契約締結。

・指定管理者制度導入済
・平成２０年１１月１９日実態追跡調査実施（継続）
・上記58番の東湖園と同様平成21年度中に改修工事を行い平成22年4月引き続き社会福
祉協議会を指名し３年間の契約締結。

・県からの無償貸与契約期間終了後の取り扱いを検討するため、検討会議を発足し、10
月に第１回会議を開催した。
・21年3月には方向性を決定。県に対し、継続か廃止か、町方針を報告。
・廃止した場合の代替施設について協議。受け皿確保についても協議。
・検討委員会の「鳥取県からの無償貸与期間が終了する平成２１年度末をもって返還す
る。」との検討結果を受け、利用者の活動の場を確保するため、公民館活動等を含めて協
議
・22年4月県へ返還し、今後の活動継続について中央公民館（羽合分館）に移行。

・他施設（舎人会館、羽衣会館）との調整が必要。他施設の取り扱いの方向性及び考え方
が決まった時点で、地元区との協議を再開する予定。

・補助事業の制約を勘案し検討
・使用料、利用の制限等統一済み

・補助事業の制約を勘案し検討
・使用料、利用の制限等統一済み

・管理移管（実施）

・現行のどおり。

・現行のどおり。

・継続実施
・夜間閉鎖（7月下旪～8月）
・期間閉鎖（１月～２月閉鎖）

・指定管理者制度導入済、平成22年4月更新
・平成22年4月1日から平成27年3月31日まで5年間、(財)ゆりはま温泉公社が、ハワイゆ
～たうんと併せて指定管理者として一体管理・運営

・指定管理者制度導入済、平成22年4月更新
・平成22年4月1日から平成27年3月31日まで5年間、はわい温泉・東郷温泉旅館組合が、
指定管理者として管理・運営

・指定管理者制度導入済、平成22年4月更新
・平成22年4月1日から平成27年3月31日まで5年間、株式会社　チュウブ　が、指定管理者
として管理・運営

・平成21年4月　利用料一部統一（全体について継続検討中）
・平成22年4月　湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例を制定し施設
間の利用料を統一済み

・平成21年4月　利用料一部統一（全体について継続検討中）
・平成22年4月　湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例を制定し施設
間の利用料を統一済み

・平成21年4月　利用料一部統一（全体について継続検討中）
・平成22年4月　湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例を制定し施設
間の利用料を統一済み

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）
・平成２０年度＝幼保一体施設として活用を予定。
・湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例から削除済。
・平成２１年度＝幼保一体施設建設地として解体撤去。
・平成２２年度＝幼保一体施設基本設計、地質調査の実施及び実施設計着手。３月に
は、新築工事着手。
・24年4月開園予定。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）
・跡地利用検討委員会で今後の利活用を検討され、売却して処分するなど一定の方向性
が示された。（H２０．１１報告）
・研修室棟及びグラウンドの大半は、当面、（株）センコーが占用状態で利用（実質、コミュ
ニティ施設としては体育館のみ）。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）
・跡地利用検討委員会で今後の利活用を検討され、工芸品の工房として活用。
・湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例から研修室棟は削除済み（コ
ミュニティ施設としては体育館及びグラウンドのみ）。

・平成19年度利用料見直し（平成19年7月実施）
・跡地利用検討委員会で今後の利活用を検討され、売却して処分するなど一定の方向性
が示された。（H２０．１１報告）
・平成２２年度は、研修室棟の1階部分は、鳥取短期大学附属幼稚園が占用状態で使用し
ているが、平成23年2月で退去予定。
・平成23年度4月から、研修室棟の1階一部分を放課後児童クラブが使用。
・平成24年４月には、民間誘致企業がオープン予定で、製造工場としての活用も予定。

・現行のどおり。

・指定管理者制度導入済、平成22年4月更新
・平成22年4月1日から平成27年3月31日まで5年間、(財)ゆりはま温泉公社が、ゆアシス東
郷龍鳳閣と併せて指定管理者として一体管理・運営

・統廃合（検討中）

・統廃合（検討中）
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番号 施 設 名 称 （ 愛 称 ) 直営・廃止等方向性 担当課 ～H20 H21 H22 平成23年3月末現在進捗状況

　　　　⑤公　共　施　設　在  り  方  検  討  一　覧

65 湯梨浜町浜地区会館 ・当分の間直営。 生涯・人権課 実施 実施 実施

66 青尐年の家
・H21は現行のとおり。
・耐用年数（平成24年度）が到来するまで
継続。

生涯・人権課 実施 実施 実施

67 湯梨浜町立図書館 ・現行のとおり。 生涯・人権課 実施 実施

68 羽合図書室 ・羽合小学校へ移転する。 生涯・人権課 実施
規模縮小で実
施

実施

69 しおさいプラザとまり
・職員体制は泊分館職員を併任とし職員
減とする。

生涯・人権課 実施
規模縮小で実
施

実施

70 東郷運動公園
・平成２２年度以降指定管理者制度導入
予定

生涯・人権課 利用料見直し
平成２２年度
指定管理者
導入検討

指定管理

71 東郷運動場
・東郷中が存続する間は現行どおりとす
る。
・トイレの管理方法を見直す。

生涯・人権課 利用料見直し 実施 実施

72
湯梨浜町農林漁業者トレーニングセン
ター　（はわいトレーニングセンター)

・大規模修繕が必要なときは廃止とする。 生涯・人権課 利用料見直し 実施 実施

73 羽合体育館 ・当分の間直営。 生涯・人権課 利用料見直し 実施 実施

74 泊体育館
・直営。
・平成１９年度改修工事を実施する。

生涯・人権課
利用料見直し
改修

実施 実施

75 泊第2体育館 ・平成２１年度解体撤去予定。 生涯・人権課 廃止 撤去

76 羽合野球場 ・他の活用策を検討し廃止する。 生涯・人権課 利用料見直し 実施
活用策
検討中

77 泊野球場 ・他の活用策を検討し廃止する。 生涯・人権課 利用料見直し 実施
活用策
検討中

78 泊テニス場 ・地区・団体への管理委託を検討。 生涯・人権課 利用料見直し 実施
管理方法
検討中

79 泊相撲場 ・地区・団体への管理委託を検討。 生涯・人権課 利用料見直し 実施
管理方法
検討中

80 泊ゲートボール場 ・地区・団体への管理委託を検討。 生涯・人権課 利用料見直し 実施
管理方法
検討中

81
湯梨浜町花見地区多目的活動施設
(花見地区公民館・羽衣会館)

・地区への業務委託・管理運営を進める。 生涯・人権課
関係区と協議
中。

協議中 協議調整

82
湯梨浜町舎人地区多目的集会施設
（舎人地区公民館・舎人会館）

・地区への業務委託・管理運営を進める。 生涯・人権課
関係区と協議
中。

協議中 協議調整

83 ハワイ風土記館 ・管理委託時間を縮減する。 教育総務課 実施

84 ふるさと陶芸館
・現行のとおり直営。
・東郷庁舎の電気釜を移設する。

生涯・人権課 実施 実施 実施

85 松崎駅前駐車場
・空きスペースの売却等有効活用を勧め
る。

町民課 検討中 検討中 検討中

86 町営住宅
・耐用年数経過建物は廃止の方向で検討
を行う。

町民課
旫第１団地の入
居停止

旫第１団地取
り壊し予定

検討中

87 国民宿舎水明荘 ・現行のとおり。 水明荘

88 羽合図書室（羽合小学校内） ・現行のとおり。 生涯・人権課 実施 実施

89 桜づつみ公園 ・現行のとおり。 建水課

90 親水公園（南谷、上橋津） ・現行のとおり。 建水課

91 東郷湖畔公園 ・現行のとおり。 建水課

92 東公園 ・現行のとおり。 建水課

93 中央公園 ・現行のとおり。 建水課

94 JR松崎駅舎 ・駅舎の有効活用を検討中。 産業振興課
H13
シルバーに委託

・東郷地区（平成１９年度廃止）
・羽合、東郷地区は統一して陶芸館で実施（統一）
・泊地区（設備に多額な修繕等が必要になれあば廃止について検討する。）

・民間企業進出も含め、有効活用を検討中（現在使用49区画、募集32区画）
・使用料金の減額を行い、利用拡大を図る。

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

【H22.公民館のあり方について公運審へ諮問】
・9/7町公民館運営審議会開催
・9/22町公民館運営審議会へ諮問
・10/15　11/24   12/24町公民館運営審議会開催
・12/27町公民館運営審議会より諮問に対する答申あり
・1/18町教育委員会開催
・答申内容の検討及び答申内容４項目の図式化資料作成

・平成22年3月に解体撤去完了。

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・現行のどおり。

・羽合小学校への移転は完了
・当面、施設を存続し運営することに決定。

・羽合図書室と同様
・当面、施設を存続し運営することに決定。

・平成22年4月1日から株式会社チュウブによる指定管理者制度に移行。

・当面、施設を存続し運営することに決定。

・継続検討（入居者への払下げも含む。）
・旫第１団地跡地を駐車スペースとして町社協に貸し出す。

・現行のどおり。

【H22.公民館のあり方について公運審へ諮問】
・9/7町公民館運営審議会開催
・9/22町公民館運営審議会へ諮問
・10/15　11/24   12/24町公民館運営審議会開催
・12/27町公民館運営審議会より諮問に対する答申あり
・1/18町教育委員会開催
・答申内容の検討及び答申内容４項目の図式化資料作成

・継続実施（管理委託時間短縮）

・当面直営（継続実施）
・行政懇談会において、地元に移管できないか問題提起した。

・国の交付金により修繕を実施したこともあり当面現行どおり
・耐用年数が到来する平成24年度まで継続し、到来の時点で結論を出す。
・当面必要な修繕を実施し、その他の整備は町財政との関係で検討する。

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・町内利用無料を見直（平成19年7月から有料）

・施設を存続し運営する。

・施設を存続し運営する。

・施設を存続し運営する。

・施設を存続し運営する。

・施設を存続し運営する。

・平成13年7月　駅舎の無人化に伴い、乗車券発行業務並びにトイレ清掃をシルバーに委
託
・新商品開発に伴う駅舎の有効活用を検討中。
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