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第１章 篠栗町行財政改革大綱 

１ 策定の背景 

本町では、昭和60年（1985年）に第１次行政改革大綱を策定し、以後第

2次と改定を行い、平成18年（2006年）には新行政改革大綱（第３次）を

策定しました。それにより事務事業の見直しや組織・機構の改編をはじめ行政

サービスの向上等を主眼にさまざまな行政改革に取り組み、一定の成果を上げ

てきたところです。  

しかし、今後想定される人口減少・少子高齢化社会、公共施設老朽化等に伴

う財政負担の増加及び高度化・多様化する住民ニーズへの対応など、今後町政

を取り巻く環境及び財政状況は厳しい状況にあり、改善する必要があります。 

そこで、更なる行政の効率化、経費削減そして新たな歳入確保を図るため、

また「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「第６次篠栗町総合計画」の

完遂のために、今まで取り組んだ行政改革を更に進め、今後対応すべき政策を

明確にして、新たな歳入財源の確保や歳出削減施策を実践することが必要で

す。 

本大綱の策定期間である2018年度には、電力供給の自由化による施設の

電力契約の見直しを行い、年間で約15％(1200万円)以上の削減を行うな

ど、さまざまな削減努力をしてきましたが、更なる削減策が必要と考えます。 

このような観点に立ち、「篠栗町行財政改革大綱」を策定することによりそ

の方向性を示し、具体的な実施計画を原則３箇年（協議調整などに時間を要す

るものについては、計画期間を含めて10年程度）以内に実施完了していくこ

ととします。 

策定にあたっては、「篠栗町行政改革推進委員会」の提言や意見を踏まえ、

「篠栗町行政改革推進本部」において、総合的な検討を行った結果として、こ

こに「篠栗町行財政改革大綱（第４次）」を策定するものです。 
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２ 基本方針 

 次に掲げる基本方針に基づき行財政改革に取り組みます。 

（１） 施設資産の見直し（施設の統廃合） 

   町が保有する施設は、建築後一定期間が経過し、建物の老朽化や維持管

理に多額の費用を要している状況です。そのうち昭和56年以前に建築さ

れた建物は旧建築基準に準拠したものであるため、現基準に適合していな

い建物については、耐震補強工事が必要になっています。 

   また、社会福祉法人などに貸与している施設についても、耐震化が必要

な建物も多くあり、同様に早急な対応が必要です。 

   これらの施設の老朽化に対応することもさることながら、これからの人

口減少や高齢化する環境のなかで、施設の存続も含めて検討することも必

要であることから、統廃合や運営方法の再検討を行っていきます。 

ただし、社会体育施設などについては、利用、運営等の見直しも必要

で、用途廃止になると、今後の維持管理経費、補修工事等の費用削減は出

来ますが、現在の利用者への配慮や今後の施設の運営、他目的利用（避難

所や投票所等）なども含めて、慎重に検討をする必要があります。 

役場庁舎については、建築後３８年が経っており、耐震基準を満たして

いない状況で対応が必要です。建築方法や建築場所を選定するとともに、

官民一体での建築等を考慮し、出来るだけ安価で、多種多様な要素で検討

を行います。 

   また、町内には現在使用用途のない町有地も多数存在することから、そ

の利活用や売却も併せて検討し、維持管理費の削減や売却による歳入増加

を目指します。 

（２） 組織の見直し（更なる行政効率化） 

  高度化・多様化する住民ニーズへの対応やサービスの向上、事務の効率化

のために行政組織の枠組みの見直しを行います。また施設や組織の運営方法

についても見直しを行い、民営化や民間委託、指定管理者制度など多面的な

検討を行うことで行政の効率化を図ります。 

  それらにより効率的な人員配置を行い、人件費の削減を目指します。 
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３ 計画期間 

この大綱の計画期間は、2019年度から2021年度までの３年間とし、原

則として計画期間内に実施完了させることとします。 

なお、協議調整などに時間を要するものについては、計画期間を含めて10

年程度を目途に実施するものとします。 

４ 策定及び推進体制 

基本方針に基づき、篠栗町行財政改革推進プロジェクトチームで行財政改革

大綱の素案を作成し、篠栗町行政改革推進本部で大綱案を決定し、篠栗町行政

改革推進委員会に諮問し答申を得て、大綱の決定を行います。 

町 長 

篠栗町行政改革推進本部 

構成：本部長：町長  副本部長：副町長・教育長 

本部員：課長・局長 

役割：プロジェクトチームで作成した素案を協議検討する。 

篠栗町行財政改革推進プロジェクトチーム 

構成：課長補佐または係長で構成する２０人程度 

役割：行財政改革大綱及び同実施計画の素案を作成する。 

事務局 総務課 
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５ 行財政改革の推進項目 

 基本方針に基づき、施設資産の見直し（施設の統廃合）及び組織の見直し

（更なる行政効率化）を達成するため、以下の７つの項目を推進します。 

（１）行政施設の効率的な運営 

役場庁舎、社会体育施設などの行政施設については、建築後一定期間が経過

し、老朽化がかなり進んでいます。これらの施設を運営していくためには、修繕

や耐震補強工事等に多大な費用が必要となるため、統廃合や運営方法の再検討

が不可欠です。効率的かつ効果的な事業展開を行うため、必要性、緊急性、優先

性、費用対効果等の様々な角度から分析を行い、今後の運営計画を策定します。 

町営住宅は、住宅困窮者対策のために建築されて以降 48 年が経過し、その

間、適宜維持補修を行ってきましたが、老朽化が進んでいます。 

耐震補強工事や大規模改修には、構造上の制約があるため工事には至ってお

らず、早急な対策が必要です。2019 年度からの 10 年間を計画期間とする長

寿命化計画に沿って対応を進めます。 

浄水場は町内3箇所にあり、第1浄水場は建築後50年、第2浄水場は45

年、城戸浄水場は46年経っており、いずれも機械設備も含めて老朽化がかなり

進んでいます。また、耐震診断、耐震補強工事等も行っていない上、土砂災害地

域や浸水想定区域に建築されていることから、有事の際は多大なる影響が出る

ことが懸念されます。 

そのため、長寿命化のための大規模改修工事、更新工事等の検討が急務となっ

ています。篠栗町全体の水道事業の今後の対応について、更新計画策定のための

調査を実施した上で、2020 年度以降に基本計画の策定を行い、順次更新計画

を進めていきます。 

社会体育施設のうち町民体育館は老朽化が進んでおり、耐震基準も満たして

いない状態となっております。武道館や幼児プールも同様に老朽化が進んでい

ます。その他にも屋外プールや各体育館においても、運営の整理検討が必要な状

況となっています。 

各施設とも早急な改修工事が必要な施設状況であります。また町内に３つの

体育館や武道館が篠栗町の人口規模で必要かという問題もあることから、利用、
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運営等の見直しも必要となっています。 

現在、耐震改修工事が必要な施設を利用している定期利用団体については、既

存施設の利用規約を再整備し、利用団体との調整を行い、町民体育館、武道館、

幼児プールの用途廃止を検討します。 

用途廃止により、現在の利用者の安全確保や今後の維持経費削減、必要となる

工事等の費用削減は出来ますが、今後の社会体育施設の運営や利用者配慮、他利

用（避難所や投票所等）の課題を早急に解決する必要があるため、利用者への周

知や協議を行うとともに、町としての社会体育施設の運営方針検討や各施設の

利用規約の再整備を行い、状況が整い次第、随時対応します。 

役場庁舎は、昭和54年に建築され、現在の耐震基準も満たしていない上、近

年では設備系の老朽化に伴う維持補修工事費の増大や行政組織等の変更、シス

テム設置に伴う配線設置等、多種多様な問題が発生しています。 

今後の方針として庁舎建築は、耐震改修工事による現庁舎の長寿命化を図る

だけでなく現位置での建て替え、他施設との併用利用、移転などでの様々な形態

での建築が考えられます。 

現庁舎での長寿命化については、大規模改修及び耐震改修工事で合計約８億

９千万円もの費用が必要であると試算されているほか、工事中の事務所や業務

スペースの対応が必要となります。 

現位置での建て替えの場合は、解体及び建築の費用、工事期間中の仮設庁舎の

対応が必要となることから多額な費用が見込まれます。また、JR隣接地である

ことから工事面での考慮も必要です。 

他施設との併用利用については、クリエイト篠栗やオアシス篠栗付近での可

能性はありますが、上記と同じように長期間施設利用が不可能ということを考

慮すると適切ではないと考えられます。 

よって、他の土地への移転建築が費用的、業務の効率性を考えると最も望まし

いものと考えられます。 

新庁舎の建築費用は、国の基準による算出でも概算で約 24 億円と算出され

ます。新たな土地の購入を考えない場合、町有地での可能な土地は、交番裏町有

地、用途廃止検討中の町民体育館用地を含む付近一帯など候補に挙げられます

が、町民体育館や幼児プール解体後の付近一帯での建築が、他と比べて費用負担

も少なく、交通の便も比較的よいと考えられます。また、敷地面積も十分にあり、

建築形態や運営利用等、多様的な建築が可能であることから、町民体育館一帯で

の建築移転を前提に検討します。 

現庁舎の跡地は売却することとし、他の各施設の廃止に伴う売却費とともに

庁舎建築のための基金を設置し建築資金とすることも検討します。 
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建築については、民間の様々なアイディアを活かすことも考慮に入れ、出来る

だけ安価で、多様的要素で検討を行い、2021年度までに計画策定を行います。 

歴史民俗資料室は、昭和43年に当初中央公民館として建築され、現在は資料

室として運営しています。民俗、考古資料だけでなく文献や蔵書も多数あります。

展示ケースでの展示も行っているほか、多くの資料などの保管庫としての利用

もしています。 

旧建築基準法基準での建築物であり、老朽化も進んでいるため、今後も現在の

運営を続けるのであれば、耐震診断が必要となる上、その対応工事等にも多額の

費用が見込まれます。 

よって資料等の整理を行い、展示はクリエイト篠栗と図書館で展開し、各小中

学校への分配、貯蔵等を行い、現建物は用途廃止し、今後の利用検討を行います。 

し尿中継槽は、平成 14 年に建築され、平成 20 年に須恵町外二ヶ町清掃施

設組合 酒水園での処理を開始するまで使用されていた施設でしたが、その後、

現在まで使用されていません。 

現在、除草委託費用がかさんでいる状態であることから、3年以内に防草処理

を施し、災害廃棄物等の多目的仮置場として利用します。 

（２）老朽化施設の効率的な運営 

既存施設の転用や多用途的利用により、できる限り既存施設の有効活用を図

るとともに、住民サービスの向上につながるような公共施設の運営に努め、状

況に応じて廃止することも検討します。 

 社会福祉法人などに貸与している施設について、建物は老朽化しているため

現在の借受人に譲渡を促し、法人による耐震改修工事等により、継続的に使用

できるようにし、土地については無償貸与する方向で協議を行います。 

 また統廃合できる施設や現在使用していない施設については、廃止や用途変

更などを行います。  

旧庄公民館（現こもれび）は昭和54年に建築され、新しい庄公民館が建築さ

れた後、現在は社会福祉法人へ無償貸与を行い、障がい児のための放課後等デイ

サービスが運営されています。老朽化が進んでおり、耐震補強工事や改修工事が

必要な状況です。 

建物を現法人に無償譲渡し、適切な時期に法人の自助努力による耐震化を含
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めた改修を促し、継続的に建物を使用できるようにします。 

土地については、売却すればある程度の売却収入を得ることができるものの、

町が行う業務を担っていること及び社会福祉法人ということで固定資産税は免

除であることから、将来的な税収は見込めないため、法人への無償貸与を行いま

す。 

旧やまばと児童館（現篠栗町シルバー人材センター）は、昭和53年に児童館

として建築され、新しい児童館が建築された後、現在はシルバー人材センター事

務所として無償貸与されています。他施設と同様に耐震補強工事等に多額の費

用が掛かるため、近隣の武道館や児童遊園、借地運営中の下町健康広場を含めた

用地を有効利用する計画策定を行います。 

シルバー人材センターには、他施設や空き家等への事務所移転を促し、解体後

は武道館用地とともに一体利用で下町健康広場とするなど、多面的な検討を行

います。 

旧社会福祉協議会（現トライアングル）は昭和35年に建築され、オアシス篠

栗に移転した後、障がい者福祉施策として、社会福祉法人に無償貸与を行い、就

労継続支援事業が実施されています。 

今後は、適切な時期に法人の自助努力による耐震化を含めた改修等について

協議を行います。土地については、社会福祉法人のため、法人への無償貸与を行

います。 

旧老人福祉センター（現ゆうあい三つ葉）は、昭和49年に建築され社会福祉

法人へ無償貸与を行い、障がい者のための多機能型事業所の運営、生活介護、就

労支援が実施されています。 

旧建築基準法基準での建築物ですが、法人で耐震診断・工事を行っており、耐

震性を有していると判定されています。 

今後は、現法人へ建物の無償譲渡を促し、継続的に建物を使用できるようにし、

土地については社会福祉法人のため、法人への無償貸与を行います。 
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（３）事業運営の見直し 

現行の事務事業について、その内容や仕組み、費用、効果等を見直し、行政の

果たすべき役割や効率等を勘案し、事業の見直しを進めます。 

 また、施設の利用方法については、地域と協同し様々な利活用の可能性を模

索し、固定観念に捉われない今後の幅広い有効活用を図ります。 

萩尾分校は、平成4年に校舎落成、平成5年に体育室及びへき地集会室が完

成し、現在、分校行事及び地域行事で使用するほか、涼しさや自然の豊かさを生

かし、町内外から社会教育団体等の合宿（宿泊所）受け入れ等が行われています。 

また、分校と地域が一体になり入学式、卒業式、運動会などをとり行い、その

他にも「わくわく農業体験事業」や「コンサート」等が企画運営され、積極的に

地域外へも発信しています。  

将来的な人口（児童数）を考慮し、今後の在り方を検討するとともに、学校機

能としてはもちろん、様々な利活用の可能性を模索し、施設の有効活用を図るも

のとします。 

地域と官民一体となり、今後の幅広い有効利用を検討するために、利用者及び

関係者との協議を進め、運営計画を策定します。   

（４）町有地の有効活用及び未利用地の方針検討   

現在の町所有地の有効活用を図るとともに、受益と負担の公平の確保、行政

効率等を勘案した運営に努め、状況に応じて売却することも検討します。 

 施設利用者のための駐車場については、有料化を行い、時間外の時間帯でも

収益が上げられるような運営方法を検討します。 

また使用用途がない未利用地については、早期に公売などで売却を行い、狭

小な土地においても、維持管理費削減のために積極的に財産の処分を行います。 

役場庁舎やクリエイト篠栗、オアシス篠栗、交番裏町有地等の各駐車場は、無

料で運営を行っています。現在、立体駐車場は料金設定を行っていますが、近年、

行政施設駐車場の有料化は、福岡市や飯塚市のほか、粕屋町の図書館等で導入さ

れています。いわゆる青空駐車場であっても、除草作業や施錠、地盤整備等の維

持管理費用や人的対応が必要であるため、経費削減と業務改善を考慮した対策

が必要です。 

各駐車場等の有料化を行うことによる収益の増加や、維持管理方式の再検討
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により経費削減を行います。 

なお、交番裏町有地については、隣接する角地に交番があり一体的に売却、利

用するには交番の移転が不可欠になります。移転には、協議を含め長期の期間を

要するため、役場新庁舎の建築時に移転をするなど、移転先の検討をしている間

は駐車場としての運営を検討します。 

民間委託も考慮に入れた検討や改定を行い、有料化の検討を行います。 

津波黒地区旧テニスコートは平成15年までは社会体育施設、その後平成25

年までは学校施設として利用されていたもので、現在は利用されておらず、草刈

等の維持補修のみ行われています。面積は2,591㎡であり利用検討を行い、利

用が見込まれない場合には、早期に売却を行います。   

大勢門公民館西側町有地は、道路改良工事後の残地ですが、現在は利用されて

おらず、草刈等の維持補修のみ行われています。面積は415㎡であり、今後利

用検討を行い、利用が見込まれない場合には、早期に売却を行います。  

乙犬小林池東側町有地は、寄附により町有地となり、現在は利用されておらず、

草刈等の維持補修のみ行われています。面積は1,724㎡であり、今後利用検討

を行い、利用が見込まれない場合には、早期に売却を行います。ただし、寄附内

容も考慮し、詳細調査の上で実施します。  

九大演習林正門東側町有地は、現在単年度契約にて賃貸借契約中ですが、県道

からの乗り入れも出来るため立地は良好です。市街化調整区域の山林で、面積は

10,002 ㎡であり、今後利用検討を行い、利用が見込まれない場合には、賃貸

借契約終了後、早期に売却を行います。  

（５）組織の合理化  

 社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や住民の多様なニーズに即応

した施策を総合的・機能的に展開できるよう、効率的な組織の整備を進めます。 

 また、統廃合などにより組織改編を行い、人員配置の適正化により、人件費の

抑制を図ります。 

組織（課・係）の改編の検討を行い、事務の効率化及び住民サービスの向上の

ため、効率的な行政体制を整備します。 
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現状の問題点として、複数課に分散されている各公共施設の維持管理等に係

る業務について、建築専門職でない（専門知識を有していない）職員が業務を行

っていることから、効率的な事務が行えていないことが挙げられます。他にも、

係の業務内容が他課と重複したり、関連が強いものもあることから、より効率的

な行政体制を整備する必要性があります。 

例えば、施設管理に関係する部署を統合した課を創設することができれば、事

務の効率化が図れることのほか、集約した一括発注を行うことでスケールメリ

ットによる効果が期待できます。併せて、関連する課・係の統廃合を行うことで、

結果として人件費の削減が期待できます。 

組織見直し検討委員会を立ち上げ、改編に向けた検討を行い、その後も将来に

わたり人件費の増額とならないよう、組織改編後の事務効率及び人件費検証を

行います。 

（６）指定管理者制度の導入及び民間委託等の推進検討  

施設の管理のあり方について検証し、指定管理者制度の導入を検討します。

また、現在民間委託により運営している施設についても、より効果的・効率的で

あると判断されるものについては、積極的に見直しを行い、人員配置の適正化

を図ります。 

クリエイト篠栗は平成 5 年に竣工した中央公民館・大ホール・図書館の機能

を有する複合文化施設です。現在は、事業運営以外のメンテナンス関係の施設管

理委託については、複数年度の一括委託を行っている状況です。 

社会教育施設については、指定管理者制度を導入している自治体もあり、国の

公表資料によると導入率は上昇傾向にあります。しかし、本来の目的である「コ

ストの削減」「利用者満足度の向上」「住民サービスの向上」等が図れないといっ

た理由から制度をとりやめた自治体もありますが、民間手法の導入による住民

サービスの向上なども期待できることから、指定管理者制度導入の是非を含め、

今後の運営について、検討を行います。 

また、隣接するオアシス篠栗が指定管理者制度を導入していることから、一体

化した検討も併せて行います。図書館については、図書の販売から図書館運営ま

で一体的に行っている業者もあり、そのような民間業者に運営委託することで

事務の効率化が期待できることから、検討を行います。 

カブトの森運動公園事務所では、社会体育施設の管理及び運営を職員が行い、
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受付業務を委託業者が行っています。 

社会教育施設を含めて、管理及び運営のうち軽微なものについては受託業者

が行うよう委託内容の見直しを行い、カブトの森公園事務所で従事している職

員を社会教育課（クリエイト篠栗）に配置し、効率的な施設運営及び職員配置が

できるかを検討します。 

（７）施設の民営化等の推進検討 

施設について、効率的な運営を行うとともに、幅広い住民ニーズに応えるた

め、施設の民営化の検討を行います。また運営形態についても、社会状況の変化

や住民ニーズにあった形態を調査するとともに、財政的に有利な方法を検討し

ます。   

町立幼稚園は、篠栗幼稚園・勢門幼稚園・北勢門幼稚園があり、3歳～5歳児

の幼児教育を行い、幼稚園教育時間終了後は、預かり保育事業を実施しています。

保育ニーズに対応していますが、在園児数は減少しています。一方、保育園や認

定こども園などは、核家族化の進行、子育て世代の共働きの増加等により、待機

児童が増え、特に3歳未満児の利用希望者が増加傾向にあります。 

 また、各施設において、建築後、篠栗幼稚園は16年、勢門幼稚園は13年、

北勢門幼稚園は 35 年を経過しており、光熱水費や施設の安全点検等の経常経

費に加え、老朽化による修繕などの施設維持費の財政負担が年々増加しており、

効率的な運営が課題です。 

 幼稚園を認定こども園化することで、3歳未満児の受け入れが可能になり、保

育の待機児童を解消することができることから、3 園のうち 1 園を認定こども

園化（民営化）、１園を町立幼稚園として維持（篠栗町幼児教育の拠点機能を持

たせる）、残りの１園は先の２園のいずれかに統合する方向で検討を行います。

民営化とした場合、施設整備に加えて、運営費についても国・県の補助対象とな

ります。 

 待機児童の解消及び効率的な運営を行うため、既存幼稚園の認定こども園化

（民営化）に向けた検討を行います。   

天空会館は、平成14年に民間業者が所有していた建物を購入し、大規模な改

修工事を行い葬祭場としたものです。改修後、約15年を経過し、施設や附帯施

設が老朽化していることから、今後、屋根や外壁、内装から電気系統に至るまで、

大きな補修工事が必要になると想定されます。 
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施設の民営化又は売却を行うことで今後の修繕、大規模改修、建替えに町費が

不要となり、施設・用地取得者の事業による地域活性化も期待できます。そのた

め、施設の運営方針について指定管理者及び関係者と協議、検討を行います。 

現在２０２３年度までの指定管理者の指定があるため、指定期間終了時に民

営化ができるように協議、検討を行います。
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６ 主な施策による各費用一覧 

施設名 現収入（円） 建築年
土地面積
(㎡)

延床面積
(㎡)

土地価格
（円）
（※1）

解体価格
（円）
（※2）

耐震診断
（円）
（※3）

新築費用
（円）
（※4）

旧庄公民館（こもれび） 0 現経費 0 Ｓ５４ 511.00 404.00 25,837,620 11,967,692 1,000,000 -

旧やまばと児童館
（シルバー人材センター）

0 現経費 0 Ｓ５３ 1,266.00 203.00 57,273,840 6,013,469 500,000 -

旧社会福祉協議会 0 現経費 0 Ｓ３５ 343.00 219.00 21,197,890 6,487,437 600,000 -

旧老人福祉センター（※5）
（ゆうあい三つ葉）

0 現経費 0 Ｓ４９ 1,703.00 502.00 23,328,667 14,870,746 1,200,000 -

し尿中継槽 26,892 委託料 0 Ｈ１５ 1,426.00 ‐ - 5,500,000 - -

1,130,187 光熱費

128,860 需用費

1,339,930 委託料

138,672 賃貸借

2,737,649 【小計】

1,275,712 光熱費

4,014,959 委託費

176,040 修繕費

5,466,711 【小計】

町民体育館横駐車場（※5） - - 0 - 1,472.00 - 77,282,103 - - -

321,243 光熱費

1,030,289 委託費

331,560 需用費

1,683,092 【小計】

-

武道館

118,480

Ｓ５３ 1,993.00 721.00 90,163,320 21,358,183 - -

町民体育館 Ｓ４８ 3,639.00 2,117.00 172,816,110 110,838,131

歴史民俗資料室 Ｓ４４ 1,913.00 999.00 105,225,931 29,593,377 2,500,000 -

現経費(円）

-

0

1,061,768
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施設名 現収入（円） 建築年 土地面積 延床面積 土地価格（※1） 解体価格（※2） 耐震診断（※3） 新築費用（※4）

30,000 委託費

1,183,020 土地賃貸借

1,213,020 【小計】

1,691,280 委託費

10,584 手数料

10,330 需用費

1,712,194 【小計】 - - - - - - -

2,709,720 委託費

42,336 手数料

523,622 需用費

3,275,678 【小計】

庁舎 - - - Ｓ５４ 4,903.00 4,633.00 248,252,899 137,243,359 - 2,200,000,000

交番裏駐車場 161,460 委託費 ‐ 2,601.68 ‐ 126,887,650 ‐ ‐ ‐

庁舎駐車場 1,712,836 委託費 0 ‐ 庁舎に含む ‐ 庁舎に含む ‐ ‐ ‐

クリエイト、オアシス駐車場 0 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

津波黒地区旧テニスコート（※6） 0 0 ‐ 2,591.00 ‐ 55,864,551 ‐ ‐ ‐

大勢門公民館西側町有地 0 0 ‐ 415.81 - 12,550,334 - - -

乙犬小林池東側町有地 0 0 ‐ 1,724.00 - 21,318,491 - - -

九大演習林正門東側町有地（※7） 0 9,289 ‐ 10,002.00 - 8,417,747 - - -

-町民プール Ｓ45 1,878.00 1,692.00 86,194,834 - -

-

勢門幼児プール

0 - - - - - - -

下町健康広場 - 1,945.00 - - -

0

-

現経費(円）

0
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（※1）土地価格（円）＝固定資産評価額（円/㎡）×土地面積（㎡）×10/7 にて計算する。

（※2）解体価格     

公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成 25 年 12 月 総務省自治財政局地方

債課）において、１施設あたりの平均については、延床面積が 1,114 ㎡、築年数は 40 年、

解体費用は、3,300万円となっている。と記載されており、3,300万円/1,114㎡＝29,623

円/㎡となる。よって、解体金額（円）=29,623（円/㎡）×延床面積（㎡）にて計算する。

町民体育館アスベスト処理費用     

篠栗町耐震診断及び耐震補強設計業務委託図面Ｐ14より1604.208㎡が屋根の面積であ

る。また、（社）建築業協会調べによる平成19年の1年間における施工実績データによると

アスベスト処理面積 1,000 ㎡以上の場合、10 千円/㎡～30 千円/㎡となる。よって、

1604.208㎡×30,000円/㎡＝48,126,240円となる。 

（※3）耐震診断費     

平成 27年度実施 篠栗町耐震診断及び耐震補強設計業務委託（篠栗町役場庁舎、町民体育

館）委託費：15,984,000 円（消費税など含む）、庁舎延床面積：4,633 ㎡+体育館延床面

積：2,117 ㎡=合計：6,750 ㎡であり、15,984,000 円/6,750 ㎡＝2,368 円/㎡となる。

よって、耐震診断費（円）＝2,368（円/㎡）×延床面積（㎡）（10 万円単位とする。）にて

計算する。     

（※4）庁舎建築費     

他自治体の実績による平均単価 43 万円/㎡を利用する。建築面積を 5,000 ㎡と仮定する

と、430,000円/㎡×5,000㎡=2,150,000,000円≒2,200,000,000円となる。 

（※5）土地面積については、分筆が必要な土地が含まれているため、GISにおける測定値とす

る。  

（※6）工作物撤去が発生するため、土地価格（円）＝固定資産評価額（円）×10/7×70%と

する。   

（※7）固定資産評価額による17.1095（円/㎡）×10,002（㎡）×10/7=244,470円とな

るが、平成27年度における購入金額8,417,747（円）を参考にするものとする。 
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第２章 篠栗町行財政改革実施計画 

１ 行政施設の効率的な運営 

役場庁舎、社会体育施設などの大規模行政施設については、建築後一定期間が

経過し、老朽化がかなり進んでいます。これらの施設を運営していくためには、

修繕や耐震補強工事等に多大な費用が必要となるため、統廃合や運営方法の再

検討が不可欠です。効率的かつ効果的な事業展開を行うため、必要性、緊急性、

優先性、費用対効果等の様々な角度から分析を行い、今後の運営計画を策定しま

す。

２ 老朽化施設の効率的な運営 

 既存施設の転用や多用途的利用により、できる限り既存施設の有効活用を図

るとともに、住民サービスの向上につながるような公共施設の運営に努め、状況

に応じて廃止することも検討します。 

 社会福祉法人などに貸与している施設について、建物は老朽化しているため

現在の借受人に譲渡を促し、法人による耐震改修工事等により、継続的に使用で

きるようにし、土地については無償貸与する方向で協議を行います。 

担当課 2018 2022～2028

町営住宅長寿命化計画実施 福祉課 計画策定

浄水場の更新計画策定 上下水道課 実施

社会体育施設の運用整理
社会教育課
学校教育課

庁舎建築 総務課 実施

町民体育館 社会教育課

武道館 社会教育課

勢門幼児プール 社会教育課

歴史民俗資料室 社会教育課

し尿中継槽 都市整備課

2019

協議、検討、実施

検討

2021

基本計画、詳細計画策定

協議、検討、計画策定

方針検討や各施設の利用規約整備

2020

長寿命化計画に基づく事業を実施

協議、調整

協議、検討、実施

協議、検討、実施

協議、検討、実施

用途廃止
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 また統廃合できる施設や現在使用していない施設については、廃止や用途変

更などを行います。  

３ 事業運営の見直し 

 現行の事務事業について、その内容や仕組み、費用、効果等を見直し、行政の

果たすべき役割や効率等を勘案し、事業の見直しを進めます。 

 また、施設の利用方法については、地域と協同し様々な利活用の可能性を模索

し、固定観念に捉われない今後の幅広い有効活用を図ります。 

４ 町有地の有効活用及び未利用地の方針検討   

 現在の町所有地の有効活用を図るとともに、受益と負担の公平の確保、行政効

率等を勘案した運営に努め、状況に応じて売却することも検討します。 

 施設利用者のための駐車場については、有料化を行い、時間外の時間帯でも収

益が上げられるような運営方法を検討します。 

また使用用途がない未利用地については、早期に公売などで売却を行い、狭小

な土地においても、維持管理費削減のために積極的に財産の処分を行います。 

担当課 2018 2022～2028

旧庄公民館（現こもれび）
総務課
福祉課

旧やまばと児童館（現シル
バー人材センター）

総務課
福祉課

旧社会福祉協議会(現トライア
ングル）

総務課
福祉課

旧老人福祉センター（現ゆう
あい三つ葉）

総務課
福祉課

協議、検討、実施

協議、検討、実施

協議、検討、実施

協議、検討、実施

202120202019

担当課 2018 2022～2028

萩尾分校の運営
まちづくり課
学校教育課

2021

計画策定

2019

協議、調整

2020
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５ 組織の合理化  

 社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や住民の多様なニーズに即応

した施策を総合的・機能的に展開できるよう、効率的な組織の整備を進めます。 

 また、統廃合などにより組織改編を行い、人員配置の適正化により、人件費の

抑制を図ります。 

６ 指定管理者制度の導入及び民間委託等の推進検討    

 施設の管理のあり方について検証し、指定管理者制度の導入を検討します。ま

た、現在民間委託により運営している施設についても、より効果的・効率的であ

ると判断されるものについては、積極的に見直しを行い、人員配置の適正化を図

ります。 

担当課 2018 2022～2028

各駐車場等の有料化
総務課　健康課
社会教育課

津波黒地区旧テニスコートの
売却

総務課

大勢門公民館西側町有地の
売却

総務課

乙犬小林池東側町有地の売
却

総務課

九大演習林正門東側町有地
の売却

総務課

実施

実施

実施検討

検討

検討

協議、検討

2020 2021

実施

実施検討

2019

担当課 2018 2022～2028

行政組織の改編 関係課
関連例規
整備

予算編成 （適宜検証）実施検討

2019 2020 2021

担当課 2018 2022～2028

クリエイト篠栗・町立図書館の
運営方法の見直し

社会教育課
2022年度
実施

社会体育施設の運営方法の
見直し

社会教育課
2022年度
実施

2021

（行政組織再編方針をふま

えて）新体制への準備

検討（指定管理制度導入の場合は、2021年度末に議会上程）

2019 2020

検討
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７ 施設の民営化等の推進検討 

施設について、効率的な運営を行うとともに、幅広い住民ニーズに応えるため、

施設の民営化の検討を行います。また運営形態についても、社会状況の変化や住

民ニーズにあった形態を調査するとともに、財政的に有利な方法を検討します。

担当課 2018 2022～2028

町立幼稚園の認定こども園化
推進

学校教育課
こども育成課

天空会館 福祉課 ２０２３年度までに指定管理業者と民営化の協議、検討

認定こども園開園
【１園】受託法人に施設移

管

2019 2020 2021

施設改修
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

年度別計画

昭和45年から昭和48年に町営住宅として住宅困窮者対策のために建築、運用されている。

建築から48年が経過し、その間維持補修を行ってきたが建物自体の耐用年数超過に伴い、建物
の老朽化が進み、54戸中、42戸入居されているが、空き室について新規募集は行っていない状況
である。

建築年も古く、耐震補強工事や大規模改修には構造上の制約があるため、工事には至っていない
が、早急な対策が必要である。

2018年策定の2019年度から10年間を計画期間とする長寿命化計画に沿って事業を実施する。

１－１　（福祉課）

町営住宅長寿命化計画実施　　（金出3418番地1）

昭和45年から48年にかけて建築された町営住宅は、本年度中に全ての建物が耐用年限
を超過する。そこで、本年度中、2019年度から10年間を計画期間とする篠栗町公営住宅
長寿命化計画を実施する。

２０１８年度策定の長寿命化計画に基づく事業を実施
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画内容

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

年度別計画

浄水場の更新計画策定　　（篠栗3770番地1、和田129番地、篠栗888番地2）

第1浄水場（昭和44年建築）、第2浄水場（昭和49年建築）、城戸浄水場（昭和48年以前
建築）それぞれが建築から40年以上経過しており、老朽化が進み耐震補強もしていな
い。また土砂災害地域、浸水想定区域に設置されているため、更新計画を行う。

１－２　（上下水道課）

　現在、篠栗町にある浄水場は3箇所に分かれており、それぞれの建築経過年数は、第1浄水場
が50年、第2浄水場が45年、城戸浄水場が46年となっており、機械設備も含め老朽化がかなり進
んでいる。
　また、耐震診断、および耐震補強工事等も行っていない上、土砂災害地域や浸水想定区域に設
置されており、有事の際は多大なる影響が出ることが懸念される。
　浄水場すべての建物が、旧建築基準法での建築物であり、また老朽化が進んでいるため、耐震
診断、耐震補強工事、長寿命化のための大規模改修工事、更新工事等の検討が急務となってい
る。

　現在、更新計画をスムーズに行うため、2018年度に「新水道ビジョン」を策定、2020年度には、
「水道事業経営戦略」を順次策定予定である。

　上記のことより、篠栗町全体の水道事業の今後の対応について早急に検討することが必要なた
め、「更新計画」策定のための調査を2019年度に実施し、2020年度以降に「基本計画」策定を行
い、順次更新計画を進めていく。

調査、検討

2022年度～計画実施予定

基本計画策定

詳細計画策定

2022年度～計画実施予定

詳細計画策定

水道新料金実施

調査、検討

基本計画策定
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

年度別計画

社会体育施設の運用整理

現在、耐震基準を満たしていない建築物や旧建築基準法での建築物等の利用や運用の
整理検討及び町体育施設の運用整理を行う。

１－３　（社会教育課、学校教育課）

　町民体育館は老朽化が進んでおり、また、耐震基準も満たしていない状態となっている。武道館
も旧建築基準法での建築物であり、老朽化が進んでいる。また、幼児プールも老朽化による底面
シートの破損や剥がれが多く、ポンプや濾過機においては更新していない。危険な個所等は職員
により応急処置対応という状態である。その他にも屋外プールの近年の猛暑での運営や各体育館
の運営等において整理検討が必要な状況である。

　早急な補強工事や改修工事が必要な施設状況、一方では、３つの体育館や武道館が篠栗町の
人口規模で必要かという懸念もあり、利用、運営等の見直しも必要である。

　現在、耐震改修工事が必要な施設を利用している定期利用団体については、記念体育館や社
会体育館の利用規約を再整備し利用の調整を行い、町民体育館、武道館、幼児プールは用途廃
止を検討する。

　利用者の安全確保や今後の維持経費削減、必要工事等の費用削減は出来るが、体育施設の運
営や利用者配慮、他利用（避難所や投票所等）の検討を早急に解決する必要があるため、2019年
度から現利用者への周知や協議、並行し町としての体育施設方針検討や各施設の利用規約の再
整備を行い、状況が整い次第随時対応を行う。

周知周知、協議、利用規約整備、対応整備
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

昭和54年建築であり、建築から40年近くが経過している。本施設は、現在の耐震基準も満たしていない上、近年では設備
系の老朽化に伴う維持補修工事の増大や度重なる部署等の変更やシステム設置に伴う配線の混雑等、多種多様な問題
が発生している。また、業務においても電子化によるキャビネット廃止等でスペース確保を行っている。
対外的では、福岡県建築物改修促進計画にて防災拠点指定建築物に指定されており、早急な移転及び耐震改修が必要
である。

・現庁舎敷地面積　約4,903㎡（現庁舎及び車庫等含む）
・現庁舎延床面積　約4,633㎡

庁舎建築は、いくつかの方法が考えられる。耐震改修工事による延命や現場所での建て替え、他施設との併用利用、移
転での建築が考えられる。一昨年の係長会がいろいろな提案を行っているので、再度確認し検討を行った。
庁舎改修工事においては、大規模改修費約7億9千万円、耐震改修工事約1億円で合計約8億9千万円である。ただし他に
も工事中の事務所の検討対応（仮庁舎等の建設や引っ越し、設備設置等）や業務スペース検討対応（耐震工事に伴うス
ペース減少等）等、費用や業務が必要となる。
現地での建て替えの場合は、解体及び建設の費用はもちろん、上記のような仮設等の検討対応が必要となり、JR隣接地
での考慮も必要である。

他施設との併用については、現庁舎規模の併用建設利用の可能な施設はなく、クリエイト篠栗やオアシス篠栗付近で可能
ではあるが、上記と同じように長期間施設利用が不可能ということを考慮すると適切ではない。
よって、移転建築が費用的、業務の効率性を考えると一番適切であると判断される。

新庁舎の建築費用は約24億円。概算の数値であり建築方法や運用形態により変わるが、土地の購入を考えず町有地で
の可能な土地は、交番裏駐車場、用途廃止検討中の町民体育館である。旧焼却場は交通の便も悪く、地盤も不安であり、
交番裏では敷地的に若干狭く、ビル建設となり多様性に欠けるため、町民体育館や幼児プール解体後の付近一帯での建
築が、費用や造成、建築的にも行いやすく、交通の便も比較的よい。また敷地も十分にあるので建築形態や運用利用等、
多方面多様的な建設が可能である。よって町民体育館一帯での建築移転を行う。

跡地は売却する。土地評価額での見込みは、約2億5,000万円。庁舎解体と町民体育館解体が約2億5,000万円である。他
の各施設等廃止、売却においては、庁舎建築基金を設置し建築資金とすることも検討する。

建築については、民間のさまざまなアイディアを活かすことも考慮に入れ、出来るだけ安価で、多種多様的要素で検討を
行い、また、その方針を示す必要性があるため、コンサル等専門知識を含め、2021年度までに計画策定を行う。それと並
行し、体育施設運用方針を定める。

　建築から約40年が経過し、耐震基準も満たしていない現状で、平成28年度の係長会での検討資
料を再検討の結果、現庁舎の耐震化には、多大な費用が必要であり、設備系の老朽化、業務ス
ペースの縮小、工事期間の業務運用等の面から難しい。
　また、現地建て替えにおいても、仮設建設や引っ越し、利用形態等多額の費用等必要であること
や一等地の有効利用等考慮すると、他所への建築が良く、規模、運用、使用形態等考慮すると町
民体育館跡地が費用、運用等においても行いやすいと思われる。

年度別計画

庁舎建築　　（篠栗4855番地5）

１－４　（総務課）

この３年、調査、検討、計画策定。のち実施

-23-



計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

１－５　（社会教育課）

歴史民俗資料室のクリエイト篠栗、図書館と統合（用途廃止）　　（篠栗4754番地）

建築から約50年、老朽化が進んでおり、クリエイト篠栗、図書館に統合し用途廃止する。

年度別計画

昭和43年に当初中央公民館として建築されたが、現在は歴史民俗資料室として運営している。民
俗、考古資料だけでなく文献や蔵書も多数あり、展示ケースでの展示も行っている。また多くの資
料などの保管庫としての利用もしている。

旧建築基準法での建築物であり、また老朽化も進んでいるため建物運営形態からも早急な補強
工事や改修工事が必要な状況である。

今後も現在の運用を続けるのであれば、耐震診断が必要となるうえ、その対応工事等にも多額の
費用がかさむ。よって資料等の整理を行い、展示はクリエイト篠栗と図書館で展開し、保管は各小
中学校への分配、貯蔵等を行い現建物は用途廃止し、今後の利用検討を行う。

2019年度から利用検討と整理を行い、2021年度建物の用途廃止を行う。

検討、移転

2021年度用途廃止
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

１－６　（都市整備課）

平成14年に建築されたし尿中継槽は、現在使用されておらず除草委託費用のみがかさ
んでいる。既存工作物を撤去し防草処理を施した後、災害時等の廃材置場とする。

し尿中継槽の廃止および用途変更　　（若杉325番地2）

年度別計画

平成14年にし尿中継槽として建築され、平成20年に須恵町外二ヶ町清掃施設組合 酒水園での処
理を開始するまで使用されていた施設であり、その後現在まで使用されていない。

現在電気は切断され、電源を入れても不動状態である。草刈手数料として維持管理費用が毎年計
上されている。

酒水園が停止した場合、本施設へのし尿搬入は前述のとおり不動状態であるため困難である。受
け入れのためには、九電との再契約や若杉区との協定の再締結が必要となり時間と費用が掛か
る。そして、その間は他の処理施設へ搬送しなければならないが、本施設を稼働させるより町が相
互協定を結んでいる施設等へ搬送するほうが合理的である。このまま未利用施設に維持管理費
用を支出することは抑制すべきであり、用途廃止し売却との考えもあるが山中であるため後々どの
ような所有者に渡るかわからない等懸念もあることから、利用方法の検討を行う。

当該土地は町道若杉中町線に隣接し、運搬車両等の寄り付きも良好であるため、防草処理により
町有地として保有し、火災や風水害および他の災害時等の災害廃棄物等の仮置場・作業場（1,000
㎡）とすることが望ましい。また、場内の草木を除去し防草処理を施すことで今後10年間の維持管
理費用を抑制することができる。

2019年度に費用対効果等を検討し、2021年度までに整備を進めることで翌年度からの維持管理
費を無くす。

防草処理費用を見積もったところ約20万円ほどであった。しかし施設の一部撤去および全部撤去
については高額となったため今回は実施せず、2019年度からの3年間のうちに防草処理・場内整
理を行い、2022年度からは費用計上せずに維持管理を行っていくものとする。なお 防草処理費用
は、向こう10年分の維持管理費用と比較しても安価となる。なお施設撤去については、10年後をめ
どに目標としたい。

見積額　 防草処理費用：約20万円　なお草木撤去は、直営にて行う。
　　　　　  一部撤去費用：約70万円…費用過多のため、実施しない。
　　　　 　 全部撤去費用：約550万円…費用過多のため、実施しない。

現　 況 　維持管理実施額：26,892円/年（268,920円/10年間）

費用対効果の検討

防草処理除草業務委託の廃止

2020年度～災害廃棄物仮置場

費用対効果の検討

防草処理除草業務委託の廃止

2020年度～災害廃棄物仮置場
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

昭和54年に建築された旧庄公民館は、老朽化が進んでおり、補強工事が必要である。そ
こで建物を法人に無償譲渡し、適切な時期に施設の自主改修を行うよう促す。

年度別計画

昭和54年に庄公民館として建設され、現在は社会福祉法人糟屋中部会へ無償貸与し、障がい児
のための放課後等デイサービスが運営されている。

旧建築基準法での建築物であり、また老朽化も進んでいるため建物運用形態からも早急な補強工
事や改修工事が必要な状況である。

耐震補強工事や改修工事には多額の費用が掛かる。また現状での応急的な対応で行っても老朽
化に伴う部分で維持補修費用など多額となることから、今後の対応や対策が必要である。

今後、現運用でいくと耐震診断が必要となるうえ、その対応工事等にも多額の費用がかさむ。ま
た、移転代替地の見込みもないことから、現法人へ建物の無償譲渡を行い、法人の自助努力によ
る耐震化を含めた改修を促し、継続的に建物を使用できるようにする。

土地については、売却であれば511㎡×35,394円/㎡（固定資産評価証明書）×10/7＝25,837,620
円程度の収入を得ることができる。ただし町が行う業務を担っていること、社会福祉法人で固定資
産税免除であることから、無償貸与が望ましい。

現法人との協議が必要であるため、2019年度より協議を進め、協議が整い次第できるだけ早期に
町有建物として用途廃止を行う。

２－１　（総務課・福祉課）

旧庄公民館（現こもれび）の建物の用途廃止　　（尾仲121番地2）

法人との協議が整い次第譲渡
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

２－２　（総務課・福祉課）

年度別計画

昭和53年に児童館として建築され、現在はシルバー人材センター事務所として無償貸与されてい
る。

現運用でいくとその対応工事等に多額の費用が掛かるため、近隣の武道館や児童遊園、借地運
用中の下町健康広場を含めた用地を有効利用する計画策定が必要である。

例えば、シルバー人材センター事務所には移転（他施設や空き家等へ）を促し、解体後は武道館
用地とともに、下町健康広場とし、現健康広場は、地権者へ返還することで町の借地料負担を無く
すなども考えられる。

2019年度から各方面との協議を始め、協議が整い次第できるだけ早期に町有建物として用途廃止
を行う。

旧やまばと児童館（現篠栗町シルバー人材センター）の建物の用途廃止　（篠栗4674番地1

昭和53年度に建築された建物で老朽化が進んでおり、補強工事が必要である。シルバー
人材センターに移転を促し、武道館、児童遊園を含めた土地の有効利用を行う。

シルバーとの協議が整い次第移転
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

年度別計画

２－３　（総務課・福祉課）

旧社会福祉協議会（現トライアングル）の建物の用途廃止　（篠栗4864番地3）

昭和35年に建築された旧社会福祉協議会は老朽化が進んでおり、補強工事が必要であ
る。そこで建物を法人に無償譲渡し、適切な時期に施設の自主改修を行うよう促す。

昭和35年に社会福祉協議会として建築され、建築後58年が経過、町内の公共施設としては最も古
い施設となっている。オアシス篠栗に社会福祉協議会が移転したあとは、障がい者福祉施策とし
て、社会福祉法人あけぼの会に無償貸し付けを行い、就労継続支援事業が実施されている。

普通財産として、土地建物ともに１年自動更新で無償にて賃貸契約を行っている。耐震診断は行っ
ていないが、旧建築基準法改正前の鉄骨造の建築物であることから、耐震基準を満たしていない
と考えられる。

建築年も古く、耐震補強工事には多額の費用が掛かるため、工事には至っていないが、現状として
未耐震の建物を無償とは言え、貸し出していることは問題であり、建物としての用途廃止が必要で
ある。ただし平成27年に現法人が自主事業として費用を掛けて厨房とトイレを改築しており、早急
な使用中止は難しい状況にある。今後は、適切な時期に法人の自助努力による耐震化を含めた改
修等について協議を行う。

土地については、売却であれば343㎡×43,261円/㎡（固定資産評価証明書）×10/7＝21,197,890
円程度の収入を得ることができる。ただし町の行う業務を担っていること、社会福祉法人で固定資
産税免除であることから、無償貸与が望ましい。

現法人との協議が必要であるため、2019年度から協議を進め、協議が整い次第できるだけ早期に
町有建物として用途廃止を行う。

法人との協議が整い次第、譲渡
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

２－４　（総務課・福祉課）

昭和49年に老人福祉センターとして建設され、現在は社会福祉法人糟屋中部会へ無償貸与し、障
がい者のための多機能型事業所を運営、生活介護、就労支援が実施されている。

旧建築基準法での建築物であるが、平成２７年に借主である糟屋中部会で耐震診断・工事を行っ
ており、耐震性を有していると判定されている。

現状では多額の改修費用は必要ないが、今後経年劣化で維持補修費用などが掛かることも予想
されることから、今後の対応や対策が必要である。

そこで、現法人へ建物の無償譲渡を行い、土地については、売却であれば1,703㎡×9,589円/㎡
（固定資産評価証明書）×10/7＝23,328,667円程度の収入を得ることができる。ただし町の行う業
務を担っていること、社会福祉法人で固定資産税免除であることから、無償貸与が望ましい。

現法人との協議が必要であるため、2019年度から協議を進め、協議が整い次第できるだけ早期に
町有建物として用途廃止を行う。

　昭和49年に建築された旧老人福祉センターは、老朽化が進んでおり、補強工事が必要
である。そこで建物を法人に無償譲渡し、適切な時期に施設の自主改修を行うよう促す。

旧老人福祉センター（現ゆうあい三つ葉）の建物の用途廃止　　（篠栗4199番地2）

年度別計画

法人との協議が整い次第譲渡
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

建築から約25年、耐震基準も満たしており、今後の幅広い有効利用を検討し、計画策定
する。

年度別計画

３－１　（まちづくり課・学校教育課）

平成4年に分校新校舎落成、平成5年に体育室及びへき地集会室落成の運びとなり、現在、分校
行事及び地域行事で使用するほか、涼しさや自然の豊かさを生かし、町内外から社会教育団体等
の合宿（宿泊所）受け入れ等が行われている。

また、分校と地域が一体になり入学式、卒業式、運動会などをとり行い、その他にも「わくわく農業
体験事業」や「コンサート」等が企画運営され、積極的に地域外へも発信している。

将来的な人口（児童数）を考慮し、今後の在り方を検討し、学校機能としてはもちろん様々な利活
用の可能性を模索し、施設の有効活用を図る。

区での運用等では対応の限界があると思われるため、官民一体となり今後の幅広い有効利用を
検討し事業を行うことで、町内外へ更なるアピールを行う。

2019年度から利用者及び関係者との協議を進め、2021年度に計画を策定し事業展開を行う。

萩尾分校の運営検討　　（萩尾640番地1）

利用方針に沿った計画策定

2021年度計画策定

利用者及び関係所との運用協議や調整
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

役場庁舎、クリエイト篠栗、オアシス篠栗、交番裏町有地等の各駐車場を、民間委託も
考慮に含めた有料化の検討を行う。

４－１　（総務課、健康課、社会教育課）

年度別計画

現在、立体駐車場は料金設定を行っているが、役場庁舎、クリエイト篠栗、オアシス篠栗、交番裏
町有地等の各駐車場は無料で運営を行っている。近年、行政施設駐車場の有料化は、福岡市や
飯塚市のほか、粕屋町の図書館等で導入されている。また、クリエイト篠栗、オアシス駐車場では
施設利用者以外の駐車がある。

いわゆる青空駐車場であっても、除草作業や施錠、地盤整備等の維持管理費用や人的対応が必
要であるため経費削減と業務改善を考慮した対策が必要である。

現在の各駐車場等の有料化を行い、維持管理費用を削減し、運用によっては土日祝日解放での
収益、警備や管理での委託削減を行う。概算ではあるが、交番裏町有地約60台、庁舎駐車場36
台、クリエイト篠栗・オアシス篠栗143台の合計約279台で、１時間無料の60分100円程度とした場
合、基本運用費用を若干上回り、収益が出る見込みである。また、現在委託を行っている管理費
用（約160万円）は必要が無くなる。ただし現運営使用を行っている各行事やイベント時の対応、考
慮が必要である。

なお、交番裏町有地については、隣接する角地に交番があり一体的に売却、利用するには交番の
移転が不可欠になる。移転には協議を含め長期の期間を要するため、役場新庁舎の建築時に移
転をするなど、移転先の検討をしている間は駐車場としての運営を行う。

2019年度より民間委託も考慮に入れた検討や改定を行い、2021年度から実施する。

各駐車場等の有料化　　（篠栗4870番地1外）

検討、改定

2021年度実施
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

４－２　（総務課）

津波黒地区旧テニスコートの売却　　（津波黒333番地5）

年度別計画

昭和52年から平成15年までは社会施設として利用され、その後平成25年までは学校施設、現在
は普通財産となっており、利用はされておらず、草刈等の維持補修のみ行われている。面積は
2,591㎡。

現状として利用も予定もなく維持補修のみ必要な土地であるため売却を行う。評価額での収益見
込みは55,864,551円。

2019年度中検討を行い、2020年度売却する。

使用、利用考慮し、売却する。

検討

2020年度 売却

売却
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

　大勢門公民館西側町有地の売却　　（篠栗4641番地4）

使用、利用考慮し、売却する。

年度別計画

都市整備課が買収した道路用地であるが道路改良工事後、残地となり平成29年度に普通財産と
なった。現在は草刈等の維持補修のみの土地である。面積は415.81㎡。

現状として利用も予定もなく維持補修のみ必要な土地であるため売却を行う。評価額での収益見
込みは12,550,344円。

2019年度中検討を行い、2020年度売却する。

４－３　（総務課）

検討

2020年度 売却

売却
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

年度別計画

４－４　（総務課）

乙犬小林池東側町有地の売却　　（乙犬157番地）

使用、利用考慮し、売却する。

寄附により普通財産となり、現在は草刈等の維持補修のみの土地である。面積は1,724㎡。

現状として利用も予定もなく維持補修のみ必要な土地であるため売却を行う。ただし、寄附の時期
は不明であるが条件付き寄附も考慮し、詳細調査のうえで実施する。評価額での収益見込みは
21,318,491円。

2019年度中検討を行い、2020年度売却する。

検討

2020年度 売却

売却
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

使用、利用考慮し、売却する。

年度別計画

４－５　（総務課）

九大演習林正門東側町有地の売却　　（津波黒394番地69）　

九大演習林前の町有地（普通財産）であり、現在単年度契約にて賃貸借契約中である。面積は
10,002㎡、年賃借料は9,289円。現在は調整区域の山林であり、不動産鑑定額による平成27年度
の購入価格は8,417,747円。

現地は県道からの乗り入れも出来るため立地は良く、用途地域に編入されれば価値は飛躍的な
上昇が見込まれる。しかし現状では見込みであり、時期も見えないため、賃貸借契約終了後に売
却を行う。

2019年度中検討を行い、2020年度売却する。

検討

2020年度 売却

売却
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

５-１（関係課）

公有財産（施設）を管理する課の創設に伴う行政組織の見直し

行政組織の改編

事務の効率化及び住民サービスの向上に繋げるため、組織（課・係）の改編の検討を行
い、効率的な行政体制を整備する。

現状の問題点として、複数課に分散されている各公共施設の維持管理等に係る業務に
ついて、建築専門職でない（専門知識を有していない）職員が業務を行っていることか
ら、効率的な事務が行えていないことが挙げられる。他にも、係の業務内容が他課と重
複したり、関連が強いものもあることから、より効率的な行政体制を整備する必要性があ
る。

例えば、施設管理に関係する部署を統合した課を創設することができれば、事務の効率
化が図れることのほか、集約した一括発注を行うことでスケールメリットによる効果が期
待できる。併せて、関連する課・係の統廃合を行うことで、結果として人件費の削減が期
待できる。

2019年度に組織見直し検討委員会を立ち上げ、改編に向けた検討を行う。その後も将来
にわたり人件費の増額とならないよう、組織改編後の事務効率及び人件費検証を行う。

年度別計画

組織見直し検討委員会

において方向性を検討

（適宜、課長会で報告）
行政組織規則・課設置条例

の改正提案

2021年度施行

に向けて予算

編成

新体制実施
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

６-１（社会教育課）

指定管理者・民間委託などの検討を行い、効率的な施設運用及び職員配置を目指す。

クリエイト篠栗・町立図書館の運営方法の見直し　　（尾仲47番地1）

クリエイト篠栗は平成5年に竣工した中央公民館・大ホール・図書館の機能を有する複合
文化施設である。現在は、事業運営以外のメンテナンス関係の施設管理委託について
複数年度の一括委託を行っている。

社会教育施設については、指定管理者制度を導入している自治体もあり、文部科学省
の平成28年度公表資料によると導入率は上昇傾向にある。しかし、本来の目的である
「コストの削減」「利用者満足度の向上」「住民サービスの向上」等が図れないといった理
由から制度をとりやめた自治体もあるが、民間手法の導入による住民サービスの向上な
ども期待できることから、指定管理者制度導入の是非を含め、今後の運営について、検
討を行う。

また、隣接するオアシス篠栗が指定管理者制度を導入していることから、一体化した検
討も併せて行う。

図書館については、図書の販売から図書館運営まで一体的に行っている業者もあり、そ
のような民間業者に運営委託することで事務の効率化が期待できることから、検討を行
う。

※現在のクリエイト篠栗の施設管理委託及び舞台管理委託が2019年度まで、夜間警備
委託が2020年度までの契約期間をふまえて検討

年度別計画

現契約の満了時期に

合わせて、運営方法

の見直し検討

指定管理であれば

議決の準備

2022年度

新体制実施
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

６-２（社会教育課）

民間委託内容の見直しを行い、効率的な施設運営及び職員配置を目指す。

社会体育施設（カブトの森公園など）の運営方法の見直し　　（若杉1091番地）

カブトの森公園事務所では、社会体育施設の管理及び運営を職員が行い、受付業務を
委託業者が行っている。
　社会教育施設を含めて、管理及び運営のうち軽微なものについては受託業者が行うよ
う委託内容の見直しを行い、カブトの森公園事務所で従事している職員を社会教育課（ク
リエイト篠栗）に配置し、効率的な施設運営及び職員配置ができるかを検討する。

年度別計画

運営方法の見直し検討

課の統廃合の方針をふま

えて新体制への準備

2022年度

新体制実施
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

７-１（学校教育課・こども育成課）

待機児童の解消及び効率的な運営を行うため、既存幼稚園の認定こども園化（民営化）
に向けた検討を行う。

町立幼稚園の認定こども園化推進　　（金出3562番地1、尾仲875番地、津波黒537番地）

町立幼稚園は、篠栗幼稚園・勢門幼稚園・北勢門幼稚園があり、3歳保育を導入し、3歳
～5歳児の幼児教育を行い、幼稚園教育時間終了後～17時まで預かり保育事業を実施
して保育ニーズに対応しているが、在園児数は減少している。
一方、保育園や認定こども園などは、核家族化の進行、子育て世代の共働きの増加等
により、待機児童が増え、特に3歳未満児の利用希望者が増加傾向にある。

　また、各施設において、建築後、篠栗幼稚園は16年、勢門幼稚園は13年、北勢門幼稚
園は35年を経過しており、光熱水費や施設の安全点検等の経常経費に加え、老朽化に
よる修繕などの施設維持費の財政負担が年々増加しており、効率的な運営が課題であ
る。

　幼稚園を認定こども園化することで、３歳未満児の受け入れが可能になり、保育の待機
児童を解消することができることから、３園のうち１園を認定こども園化（民営化）、１園を
町立幼稚園として維持（篠栗町幼児教育の拠点機能を持たせる）、残りの１園はさきの２
園いずれかに統合する方向で検討したい。民営化とした場合、施設整備に加えて、運営
費についても国・県の補助対象となる。

年度別計画

【１園】

受託法人に施設移管

（施設整備に係る嵩あげ補助期間）

施設改修 認定こども園開園
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計画番号
（担当課）

実施計画名

計画概要

2019年度 2020年度 2021年度

計画内容

７-２　（福祉課）

葬祭場（天空会館）の運営について、２０１８年度中に２０１９年度から２０２３年度の指定
管理業者の指定を行い、民営化の協議、検討を行う。

天空会館の運営検討　　（篠栗3037番地）

天空会館は、町内に大規模な葬儀をできる葬祭場がなかったため、平成14年に豊鋼材
工業㈱が所有していた鉄閣寺を購入（建物は寄附）し、平成15年に大規模な改修工事を
行い葬祭場としたものである。改修後、約15年を経過し、施設や附帯施設が老朽化して
いることから、今後、屋根や外壁、内装から電気系統に至るまで、大きな補修工事が必
要になると想定される。（一般的な建築物とは違う構造と資材でつくられているため、補
修や修繕は高コストである。）また、空調機は交換時期を迎え、いつ壊れてもおかしくな
い状況である。その他として、１階の広い斎場の需要が減少することに伴う利用料収入
の減が懸念されている。

指定管理者の指定を2019年度から2023年度まで実施する予定である。施設の民営化は
今後の修繕、大規模改修、建替えに町費が不要となるし、施設・用地取得者の事業によ
る地域活性化も期待できる。そのため、施設の運営方針について指定管理者及び関係
者と協議、検討を行う。（土地・建物の貸付け形態（有償・無償）についても併せて検討す
る。）

年度別計画

２０２３年度までに指定管理業者と民営化又は売却を含め協議、検討２０２３年度までに指定管理業者と民営化の協議、検討
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