
施設カルテ 基本情報

施設名 24 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 12,434.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 - -

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 20 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 3,202.00 ㎡ 供用開始年度 1980 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 不要

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、職員室等

健全な計画修繕ができていないため、建物・設備とも等級化が著しい。修繕や改善が急がれるが学校統廃合に向けた学校再編計画
が審議中のため、計画的には進められない。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

小学校運営

小川町駅より約4㎞

無指定調整区域

学校教育施設 小学校 一般会計

八和田

町 単独

八和田小学校

校舎・EV棟

学校児童

上横田527

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無しプロパン

6.0ｍ

有り 上水道 農業集落排水

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 24 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 145.00 ㎡ 供用開始年度 1990 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 719.00 ㎡ 供用開始年度 1972 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 73.00 ㎡ 供用開始年度 1999 年度

構造名 コンクリートブロック 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 65.00 ㎡ 供用開始年度 1989 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号５

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 40.00 ㎡ 供用開始年度 1979 年度

構造名 木造 耐用年数 15 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号６

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 14.00 ㎡ 供用開始年度 1987 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

プール棟

体育館

体育小屋

便所

学校教育課

指定無し

指定無し

特別教室棟

指定無し

指定緊急避難所・指定避難所

指定無し

指定無し

倉庫

八和田小学校
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 24 施設所管課

施設の劣化状況　 【 校舎・EV棟】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2009 30,978

2014 16,416

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2014 4,375

2019 640

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2009 2,700 2019

2009 7,800 2029

2013 393 2023

2014 12,281 2029

2017 2,133 2032

2018 5,100 2033

2019 1,936 2029

特記事項

学校再編が審議されているため長寿命化改修工事については未定とする。

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

八和田小学校屋内運動場耐震補強事業

八和田小耐震補強事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校トイレ改修事業

八和田小学校プールろ過機更新工事

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（普通教室空調））

補助名

C D D C C

八和田小学校屋内運動場耐震補強工事 体育館（耐震補強）

小川町立小・中学校空調設備設置工事（八和田小学校） 校舎・EV棟（空調設備）

起債事業

学校教育課八和田小学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 24 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

37,147 39,686

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -37,147 -39,686

減価償却費 26,322 27,220

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

10,048 11,694

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

八和田小学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 25 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 24,230.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 60% 150%

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 34 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 3,910.00 ㎡ 供用開始年度 1977 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、特別活動教室

健全な計画修繕ができていないため、建物・設備とも等級化が著しい。修繕や改善が急がれるが学校統廃合に向けた学校再編計画
が審議中のため、計画的には進められない。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

小学校運営

小川町駅より約1.2㎞

第一種中高層住居専用市街化区域

学校教育施設 小学校 一般会計

小川

町 単独

小川小学校

普通教室棟

学校児童

小川377

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無し都市ガス

9.0ｍ

有り 上水道 公共下水

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 25 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 2,252.00 ㎡ 供用開始年度 1977 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 69.00 ㎡ 供用開始年度 1977 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 1,457.00 ㎡ 供用開始年度 1978 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 105.00 ㎡ 供用開始年度 1979 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 38 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号５

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 99.00 ㎡ 供用開始年度 1980 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号６

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 19.00 ㎡ 供用開始年度 1984 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号７

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 37.00 ㎡ 供用開始年度 1992 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

体育館

渡廊下

指定無し

学校開放用倉庫

便所

プロパン庫

学校教育課

指定無し

指定無し

管理棟

指定無し

指定無し

指定緊急避難所・指定避難所

指定無し

プール棟

小川小学校
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 25 施設所管課

施設の劣化状況　 【 普通教室棟】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2011 79,538

2012 64,144

2012 29,941

2012 64,144

2015 48,427

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2011 54,701

2012 74,455

2019 676

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2010 6,500 2022

2011 23,100 2026

2012 84,300 2022

2013 1,179 2023

2015 36,300 2030

2017 2,133 2032

2019 2,288 2029

特記事項

学校再編が審議されているため長寿命化改修工事については未定とする。

学校施設環境改善交付金（地震補強（管理棟、渡り廊下、体育館）・大規模改造（体育館））

小川小学校耐震補強事業

小川小学校耐震補強事業

小川小学校耐震補強事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校トイレ改修事業

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

安全・安心な学校づくり交付金（地震補強（校舎））

補助名

C D C C C

小川小学校普通教室棟耐震補強工事 普通教室棟（耐震補強工事）

小川小学校管理棟・渡り廊下・屋内運動場耐震補強工事 体育館（耐震補強工事）

小川小学校管理棟・渡り廊下・屋内運動場耐震補強工事 渡廊下（耐震補強工事）

管理棟（耐震補強工事）

普通教室棟（空調設備）

起債事業

小川小学校管理棟・渡り廊下・屋内運動場耐震補強工事

小・中学校空調設備設置工事(小川小学校)

学校教育課小川小学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 25 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

102,052 85,551

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -102,052 -85,551

減価償却費 88,429 70,631

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

12,847 14,149

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

小川小学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 26 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 13,447.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 60% 200%

ハザードマップ 警戒区域（土石流） 前面道路 駐車場 18 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 3,579.00 ㎡ 供用開始年度 1991 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、特別活動教室

築25年を経過し、建物・設備を大規模改善する時期に来ている。学校統廃合に向けた学校再編計画が審議中のため、大規模改善
が計画的に進められない。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

小学校運営

東武竹沢駅かた約0.5㎞

第一種住居市街化区域

学校教育施設 小学校 一般会計

竹沢

町 単独

竹沢小学校

校舎

学校児童

木部90

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無しプロパン

6.0ｍ

有り 上水道 浄化槽

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 26 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 1,070.00 ㎡ 供用開始年度 1992 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 128.00 ㎡ 供用開始年度 1992 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 38 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 64.00 ㎡ 供用開始年度 1992 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 7.00 ㎡ 供用開始年度 1992 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

学校開放用倉庫

プール棟

学校教育課

体育館

指定緊急避難所・指定避難所

指定無し

指定無し

指定無し

プロパン庫

竹沢小学校
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 26 施設所管課

施設の劣化状況　 【 校舎】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2014 19,440

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2014 4,836

2019 575

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2013 393 2023

2014 14,544 2029

2016 3,460 2031

2017 2,700 2032

2017 2,133 2032

2019 1,936 2029

特記事項

学校再編が審議されているため大規模改修工事については未定とする。

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

小中学校空調設備設置

小中学校空調設備設置事業

小学校改修事業（プールろ過機更新）

竹沢小学校屋根防水工事

小中学校トイレ改修事業

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（普通教室空調））

補助名

B B C B B

小川町立小・中学校空調設備設置工事（竹沢小学校） 校舎（空調設備）

起債事業

学校教育課竹沢小学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 26 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

39,207 40,434

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -39,207 -40,434

減価償却費 29,350 29,350

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

9,080 10,312

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

竹沢小学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 27 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 20,499.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 60% 200%

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 16 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 3,179.00 ㎡ 供用開始年度 1981 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、特別活動教室

改修を受けているが、現存する県内で最も古い木造校舎建築であり（『埼玉県近代和風建築総合調査報告書』平成29年）、施設の維
持管理・保存活用のあり方が課題。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

小学校運営

小川町駅から約2㎞

第一種住居市街化区域

学校教育施設 小学校 一般会計

大河

町 単独

大河小学校

教室棟

学校児童

腰越209

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無し都市ガス

9.0ｍ

有り 上水道 浄化槽

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 27 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 283.00 ㎡ 供用開始年度 1981 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 3階 床面積 2,055.00 ㎡ 供用開始年度 1982 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 1,400.00 ㎡ 供用開始年度 1983 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 79.00 ㎡ 供用開始年度 1983 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号５

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 19.00 ㎡ 供用開始年度 1984 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号６

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 29.00 ㎡ 供用開始年度 1983 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号７

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 12.00 ㎡ 供用開始年度 1988 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

体育館

管理棟

指定無し

プロパン庫

プール便所

便所

学校教育課

指定無し

指定無し

渡廊下

指定無し

指定無し

指定緊急避難所・指定避難所

指定無し

体育小屋

大河小学校
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 27 施設所管課 学校教育課大河小学校

棟番号８

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 20.00 ㎡ 供用開始年度 1985 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号９

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 20.00 ㎡ 供用開始年度 1985 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

プール更衣室２

プール更衣室１

指定無し

指定無し
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 27 施設所管課

施設の劣化状況　 【 教室棟】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2015 35,650

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2019 676

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2013 786 2023

2015 26,700 2030

2016 6,200 2031

2017 2,133 2032

2019 2,112 2029

特記事項

学校再編が審議されているため長寿命化改修工事については未定とする。

小中学校空調設備設置事業

小中学校空調設備設置事業

小学校改修事業（南棟防水工事）

小中学校トイレ改修事業

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

補助名

C D D C C

小・中学校空調設備設置工事（大河小学校） 教室棟（空調設備）

起債事業

学校教育課大河小学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 27 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

56,511 57,797

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -56,511 -57,797

減価償却費 43,469 43,410

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

12,265 13,615

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

大河小学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 28 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 24,895.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 50% 80%

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 32 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 3,022.00 ㎡ 供用開始年度 1982 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、特別活動教室

健全な計画修繕ができていないため、建物・設備とも老朽化が著しい。修繕や改善が必要だが令和4年3月に廃校が予定されている
ため大規模な修繕は行えない。

施設の課題

× △ △

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

小学校運営

小川町駅から約3.7㎞

第一種低層住居専用市街化区域

学校教育施設 小学校 一般会計

東小川

町 単独

東小川小学校

普通教室棟

学校児童

東小川2-21

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無し集中プロパン

7.0ｍ

有り 上水道 公共下水

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 28 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 3階 床面積 1,651.00 ㎡ 供用開始年度 1988 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 727.00 ㎡ 供用開始年度 1983 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 52.00 ㎡ 供用開始年度 1983 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 39.00 ㎡ 供用開始年度 1983 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号５

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 31.00 ㎡ 供用開始年度 1988 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号６

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 35.00 ㎡ 供用開始年度 1999 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号７

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 15.00 ㎡ 供用開始年度 1986 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

プール管理棟

体育館

指定無し

倉庫１

陶器焼物小屋

倉庫２

学校教育課

指定無し

指定無し

特別教室棟

指定無し

指定緊急避難所・指定避難所

指定無し

指定無し

体育小屋

東小川小学校
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 28 施設所管課 学校教育課東小川小学校

棟番号８

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 21.00 ㎡ 供用開始年度 1984 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

便所

指定無し
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 28 施設所管課

施設の劣化状況　 【 普通教室棟】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2014 16,200

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2014 4,382

2019 640

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2013 393 2023

2014 12,120 2029

2017 2,133 2032

2019 2,112 2029

特記事項

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

小中学校空調設備設置事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校トイレ改修事業

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（普通教室空調））

補助名

C D D C C

小・中学校空調設備設置工事（東小川小学校） 普通教室棟（空調設備）

起債事業

学校教育課東小川小学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 28 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

44,034 44,217

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -44,034 -44,217

減価償却費 34,675 34,583

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

8,583 8,862

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

東小川小学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 29 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 31,420.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 50% 80%

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 32 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 2階 床面積 4,791.00 ㎡ 供用開始年度 1993 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、特別活動教室

築25年を経過し、建物・設備を大規模改善する時期に来ている。学校統廃合に向けた学校再編計画が審議中のため、大規模改善
が計画的に進められない。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

小学校運営

小川町駅から約2.8㎞

第一種低層住居専用市街化区域

学校教育施設 小学校 一般会計

みどりが丘

町 単独

みどりが丘小学校

校舎

学校児童

みどりが丘4-21-1

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無し集中プロパン

10ｍ

有り 上水道 公共下水

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 29 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 1,113.00 ㎡ 供用開始年度 1991 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 68.00 ㎡ 供用開始年度 1991 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 63.00 ㎡ 供用開始年度 1990 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 32.00 ㎡ 供用開始年度 1992 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号５

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 33.00 ㎡ 供用開始年度 1996 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

体育小屋

プール管理棟

倉庫２

学校教育課

指定無し

体育館

指定緊急避難所・指定避難所

指定無し

指定無し

指定無し

倉庫１

みどりが丘小学校
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 29 施設所管課

施設の劣化状況　 【 校舎】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

1993 312,889

2014 27,000

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2014 5,275

2019 640

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2013 471 2023

2014 20,200 2029

2016 3,440 2031

2017 2,133 2032

2018 7,200 2033

2019 1,500 2029

2019 2,112 2029

特記事項

学校再編が審議されているため大規模改修工事については未定とする。

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

小中学校空調設備設置事業

小中学校空調設備設置事業

小学校改修事業（プールろ過機更新）

小中学校トイレ改修事業

みどりが丘小学校エレベーター更新事業

みどりが丘小学校空調設置事業

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（普通教室空調））

補助名

B C C B B

みどりが丘小学校校舎増築工事 校舎（増築分）

小・中学校空調設備設置工事（みどりが丘小学校） 校舎（空調設備）

起債事業

学校教育課みどりが丘小学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 29 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

45,881 46,871

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -45,881 -46,871

減価償却費 35,176 35,176

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

9,928 10,923

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

みどりが丘小学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 30 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 47,304.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 - -

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 26 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 2,823.00 ㎡ 供用開始年度 1969 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、特別活動教室

健全な計画修繕ができていないため、建物・設備とも等級化が著しい。修繕や改善が急がれるが学校統廃合に向けた学校再編計画
が審議中のため、計画的には進められない。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

中学校運営

小川町駅から約2.9㎞

無指定調整区域

学校教育施設 中学校 一般会計

小川

町 単独

東中学校

普通教室棟

学校児童

小川1767-1

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無し都市ガス

6.5ｍ

有り 上水道 公共下水

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 30 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 1,431.00 ㎡ 供用開始年度 1969 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 299.00 ㎡ 供用開始年度 1982 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 3階 床面積 1,106.00 ㎡ 供用開始年度 1985 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 1,486.00 ㎡ 供用開始年度 1970 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

備考

棟番号５

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 34.00 ㎡ 供用開始年度 1969 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 34 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 実施済 耐震改修 実施済

備考

棟番号６

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 33.00 ㎡ 供用開始年度 1983 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号７

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 150.00 ㎡ 供用開始年度 1999 年度

構造名 木造 耐用年数 15 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

特別教室棟２

特別教室棟１

指定無し

渡廊下

部室棟２

倉庫

学校教育課

指定無し

指定無し

管理棟

指定無し

指定無し

指定無し

指定緊急避難所・指定避難所

体育館

東中学校
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 30 施設所管課 学校教育課東中学校

棟番号８

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 79.00 ㎡ 供用開始年度 1999 年度

構造名 木造 耐用年数 15 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号９

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 37.00 ㎡ 供用開始年度 1971 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号１０

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 16.00 ㎡ 供用開始年度 1972 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号１１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 38.00 ㎡ 供用開始年度 1973 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

便所

体育館便所

部室棟１

プール管理棟

指定無し

指定無し

指定無し

指定無し
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 30 施設所管課

施設の劣化状況　 【 普通教室棟】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2010 124,257

2010 16,170

2010 840

2010 14,186

2015 40,024

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2010 96,142

2010 11,928

2019 575

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2009 2,200 2019

2010 45,400 2029

2010 4,200 2025

2013 943 2023

2015 30,000 2030

2017 2,133 2032

2019 1,760 2029

特記事項

学校再編が審議されているため長寿命化改修工事については未定とする。

安全・安心な学校づくり交付金（地震補強（管理棟））

東中学校耐震補強事業

東中耐震補強事業

東中耐震補強事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校トイレ改修事業

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

安全・安心な学校づくり交付金（地震補強（校舎、体育館）、地デジ設備）

補助名

C C C D C

東中学校普通教室棟耐震補強工事 普通教室棟(耐震補強)

東中学校管理棟耐震補強工事 管理棟(耐震補強)

東中学校渡り廊下耐震補強工事 渡廊下(耐震補強)

体育館(耐震補強)

普通教室棟（空調設備）

起債事業

東中学校屋内運動場耐震補強工事

小・中学校空調設備設置工事(東中学校)

学校教育課東中学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 30 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

34,456 35,281

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -34,456 -35,281

減価償却費 14,451 14,451

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

19,229 20,059

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

東中学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 31 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 40,430.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 - -

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 33 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 3,789.00 ㎡ 供用開始年度 2014 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー 〇

トイレ 〇 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定緊急避難所・指定避難所

普通教室、特別教室、特別活動教室

太陽光発電

特別教室棟が築25年を経過し、建物・設備を大規模改善する時期に来ている。学校統廃合に向けた学校再編計画が審議中のた
め、大規模改善が計画的に進められない。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

中学校運営

小川町駅から約2.6㎞

無指定調整区域

学校教育施設 中学校 一般会計

大河

町 単独

西中学校

校舎・体育館

学校児童

増尾250

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無し都市ガス

4.0ｍ

有り 上水道 浄化槽

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 31 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 1,176.00 ㎡ 供用開始年度 1993 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 45.00 ㎡ 供用開始年度 1995 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 80.00 ㎡ 供用開始年度 2013 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号４

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 38.00 ㎡ 供用開始年度 1973 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 旧基準 耐震診断 耐震改修

備考

棟番号５

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 床面積 20.00 ㎡ 供用開始年度 1985 年度

構造名 鉄骨造 耐用年数 31 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

部室棟

体育小屋

便所

学校教育課

指定無し

特別教室棟

指定無し

指定無し

指定無し

指定無し

プール管理棟

西中学校
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 31 施設所管課

施設の劣化状況　 【 校舎・体育館】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2015 23,749

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2013 286,280

2014 20,093

2019 575

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

2012 30,500 2032

2013 308,700 2038

2013 550 2023

2014 319,500 2039

2014 5,500 2029

2015 17,800 2030

2017 2,133 2032

2019 1,584 2029

特記事項

学校再編が審議されているため大規模改修改修工事については未定とする。

学校施設環境改善交付金（危険改築（取壊し）、不適格改築（取壊し））

西中学校改築事業

西中学校改築事業

小中学校空調設備設置事業

西中学校改築事業

西中学校改築事業（単独）

小中学校空調設備設置事業

小中学校トイレ改修

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

学校施設環境改善交付金（危険改築（校舎、体育館）、不適格改築（校舎））

補助名

A A A A A

小・中学校空調設備設置工事(西中学校) 校舎・体育館（空調設備）

起債事業

学校教育課西中学校

157



施設カルテ 維持管理 

施設名 31 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

47,783 45,289

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -47,783 -45,289

減価償却費 30,904 27,473

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

16,103 17,044

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

西中学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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施設カルテ 基本情報

施設名 32 所管課

設置根拠

主な事業

敷地の状況

施設類型 施設種別 会計区分

所在地 地区 敷地面積 34,340.00 ㎡

土地所有者 施設配置 複合施設名

都市計画区域 用途地域 建蔽率・容積率 - -

ハザードマップ 指定無し 前面道路 駐車場 28 台

アクセス

ライフラインの状況

電気 給水設備 排水設備

ガス 公衆無線LAN

建物の状況　＊別棟がある場合、代表となる建物の状況を記載しています。

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

管理運営形態 直営 利用料金制度 無し レンタブル比

主な利用者 開館時間 休館日

階数 地上 3階 床面積 5,474.00 ㎡ 供用開始年度 1996 年度

構造名 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

部屋構成

複合形態 単独

バリアフリー 環境対応

エレベーター 〇 自動ドア × 再生可能エネルギー ×

トイレ △ 段差解消 △ 省エネルギー化 △

活用方針

暫定利用 貸付 売却

LED化

指定無し

普通教室、特別教室、特別活動教室

築25年を経過し、建物・設備を大規模改善する時期に来ている。学校統廃合に向けた学校再編計画が審議中のため、大規模改善
が計画的に進められない。

施設の課題

× × ×

学校教育課

小川町立小学校・中学校設置及び管理に関する条例

中学校運営

小川町駅から約2.0㎞

無指定調整区域

学校教育施設 中学校 一般会計

小川

町 単独

欅台中学校

校舎

学校児童

角山1192

8時15分～16時45分

鉄筋コンクリート

無し集中プロパン

10ｍ

有り 上水道 浄化槽

土日、祝祭日、年末年始、夏季休業
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施設カルテ 建物（棟）情報

施設名 32 施設所管課

棟番号１

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 2階 床面積 1,223.00 ㎡ 供用開始年度 1996 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 47 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号２

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 154.00 ㎡ 供用開始年度 1996 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 38 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

棟番号３

建物（棟）名称 財産区分 行政 建物所有者 町

階数 地上 1階 床面積 311.00 ㎡ 供用開始年度 1996 年度

構造名 鉄筋コンクリート 耐用年数 38 年 避難所指定

耐震基準 新基準 耐震診断 不要 耐震改修 不要

備考

部室棟

プール管理棟

学校教育課

体育館

指定緊急避難所・指定避難所

指定無し

指定無し

欅台中学校
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施設カルテ 改修・更新状況等

施設名 32 施設所管課

施設の劣化状況　 【 校舎】

内部 外壁 屋根 設備 消防設備 A：概ね良好である

B：局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上問題なし

C：随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上低下の兆しが見られる

D：劣化の程度が大きく、早急に対応する必要がある

E：確認できない箇所が多い

＊点検方法は、施設管理者による自主点検（簡易）による　消防は法定の消防点検結果による

大規模改修・更新の情報等 単位：千円

実施年度 工事名 金額 内容

2014 21,060

補助金 単位：千円

補助年度 金額

2014 4,940

2019 574

起債 単位：千円

起債年度 金額 最終償還年度

1996 262,900 2021

1996 70,100 2021

2013 393 2023

2014 15,756 2029

2017 2,133 2032

2019 1,760 2029

特記事項

学校再編が審議されているため大規模改修改修工事については未定とする。

学校施設環境改善交付金（大規模改造（特別教室空調））

欅台中学校校舎建設事業

欅台中学校校舎建設事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校空調設備設置事業

小中学校トイレ改修

小中学校空調設置事業

学校施設環境改善交付金（大規模改造（普通教室空調））

補助名

B C C B B

小・中学校空調設備設置工事(欅台中学校) 校舎(空調設備)

起債事業

学校教育課欅台中学校
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施設カルテ 維持管理 

施設名 32 所管課

１　町の収支　　＊町の歳入・歳出に計上するもの 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

２　指定管理者の収支 単位：千円

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

2018 年度 2019 年度 2020 年度

54,806 55,137

町の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

その他の収入

国・県支出金

特記事項

776 772

対象年度（３か年分）

町の収支　A－B -54,806 -55,137

減価償却費 39,669 39,669

町の支出合計　B

事業運営費用　※自主事業分

学校教育課

町の収入

対象年度（３か年分）

使用料・手数料（減免後）

町の収入合計　A

※　使用料・手数料の減免額

施設管理人件費

14,362 14,696

指定管理委託料

指定管理者
の支出

対象年度（３か年分）

施設維持管理費用

事業運営費用　※自主事業以外

利用料金収入

その他の収入

指定管理者の収入合計　C

自主事業収入

欅台中学校

指定管理者の収支　C－D

人件費

指定管理者の支出合計　D

指定管理者
の収入

対象年度（３か年分）

指定管理者委託料

対象年度（３か年分）
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