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１ 基本的考え方 

  この計画は、民営化や民間委託を導入する判断基準等を定めた「民間委託等に関する基本方針」に基づき、公の施設の管理の実施内容及びスケジ

ュールを明確にし、公の施設の計画的な管理運営を図るため策定するものである。 

        この計画は、本年度から平成１９年度まで３カ年を推進期間とし、計画に登載されている施設については、本計画決定後においても、民間委託等

の推進を図る。 

  「民間委託等に関する基本方針」にあるように、推進期間途中であっても民間委託等の可能性を求めていき、必要に応じ本計画に随時盛り込み等

をしながら、進行管理に努める。 

２ 推進計画 

条例 

No 

施設 

No 
施設名 現管理受託団体 実施内容 実施年度 備考 

１ １ 矢吹町多目的研修会館条例  廃止 平成１７年度 条例廃止（H17.9） 

２ ２ 
矢吹町三城目集落センター設置条例 自治会（三城目総区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 条例を廃止し、条例 No

３に追加（H17.9） 

矢吹町集会施設条例【１６施設】    条例 No４～１９施設を

追加（H17.9） 

３ 大林集会所 自治会（第１区） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

４ 小池会館 自治会（２区小松第二区） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

５ 大久保集会所 自治会（大久保区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

６ 東郷運動広場 自治会（６区総区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

７ 六区集会センター 自治会（６区総区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

８ 文京地区集会所 自治会（文京区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

９ 滝八幡地区集会所 自治会（滝八幡区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

10 大池集会所 自治会（２区善郷内区） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

11 五区集会所 自治会（５区） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

12 大町集会所 自治会（１区北区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

３ 

13 中野目集会所 自治会（中野目区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  



  

14 新町集会所 自治会（３区総区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

15 田町集会所 自治会（３区総区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

16 弥栄集会所 自治会（弥栄区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

17 西原集会所 自治会（西原区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

18 平鉢集会所 自治会（平鉢区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

４ 19 
矢吹町柿之内集落農事集会所設置条例 自治会（柿之内区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 条例を廃止し、条例 No

３に追加（H17.9） 

５ 20 矢吹町田内集落農事集会所設置条例 自治会（田内区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

６ 21 矢吹町高齢者若者センター設置条例 自治会（４区東区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

７ 22 矢吹町南沢多目的集会所設置条例 自治会（南沢総区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

８ 23 矢吹町明新多目的集会所設置条例 自治会（明新区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

９ 24 矢吹町神田多目的集会所設置条例 自治会（神田区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

10 25 矢吹町鍋内多目的集会所設置条例 自治会（鍋内区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

11 26 矢吹町根宿集落農事集会所設置条例 自治会（根宿区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

12 27 矢吹町大畑多目的集会所設置条例 自治会（大畑区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

13 28 
矢吹町松倉転作定着化総合研修施設設置条

例 

自治会（松倉区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

14 29 矢吹町長峰多目的集会所設置条例 自治会（長峰区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

15 30 矢吹町寺内地域農業推進拠点施設設置条例 自治会（寺内区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

16 31 
矢吹町須乗本田水田営農活性化対策推進研

修施設設置条例 

自治会（須乗本田区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

17 32 矢吹町須乗新田多目的集会所設置条例 自治会（須乗新田区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

18 33 矢吹町原宿多目的集会所設置条例 自治会（原宿区長） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

19 34 矢吹町第一区自治会館設置条例 自治会（第１区） 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度 〃 

20 35 矢吹町営火葬場条例  直営   

21 36 矢吹町町営墓地条例  直営   



  

22 37 矢吹町コミュニティプラザ条例  直営   

矢吹町健康センター施設条例  指定管理者制度 【公募】 平成１８年度  

38 矢吹町老人福祉センター     

39 矢吹町あゆり温泉     

40 矢吹町屋内ゲートボール場     

41 矢吹町温水プール     
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42 矢吹町あゆり温泉スタンド     

24 43 矢吹町福祉会館条例  指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

25 44 
矢吹町在宅介護支援センター設置及び管理

運営に関する条例 

 廃止 平成１７年度 条例廃止（H18.3） 

26 45 
矢吹町保健福祉センターの設置及び管理運

営に関する条例 

 直営   

27 46 
矢吹町デイサービスセンターの設置及び管

理運営に関する条例 

 直営   

28 47 矢吹町農民健康増進施設条例  廃止 平成１７年度 条例廃止（H18.3 以降） 

29 48 矢吹町農村環境改善センター設置条例  直営   

30 49 矢吹町ふれあい農園設置条例 矢吹町老人クラブ連合会 指定管理者制度 【非公募】 平成１８年度  

矢吹町農村公園設置条例  No32「矢吹町公園条例」に統合 平成１７年度 条例廃止（H18.3 以降） 

50 矢吹町三城目農村公園     

51 矢吹町神田農村公園     
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52 矢吹町田内農村公園     

矢吹町公園条例  指定管理者制度 【公募】 平成１９年度  

53 大池公園     

54 三角点公園     

55 小松公園     
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56 小池公園     



  

57 ひまわり公園     

58 大林公園     

59 新町公園     

60 赤沢中央公園     

61 三十三観音史跡公園     

33 62 矢吹町営住宅等条例  直営   

矢吹町営駐車場の設置及び管理に関する条例  直営   

63 駅前東口第１駐車場     

64 駅前東口第２駐車場     

65 駅前西口駐車場     
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66 大林駐車場     

矢吹町農業集落排水処理施設設置条例  直営   

67 矢吹町大和久地区排水処理施設     

68 矢吹町本村地区排水処理施設     

69 矢吹町三城目地区排水処理施設     

70 矢吹町寺内地区排水処理施設     
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71 矢吹町松倉地区排水処理施設     

矢吹町立小学校及び中学校条例  ― ―  

72 矢吹町立矢吹小学校     

73 矢吹町立善郷小学校     

74 矢吹町立中畑小学校     

75 矢吹町立三神小学校     
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76 矢吹町立矢吹中学校     

矢吹町立幼稚園条例  （仮）幼稚園・保育園に関する基本

方針策定 

平成１７年度  
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77 矢吹町立矢吹幼稚園     



  

78 矢吹町立中央幼稚園     

79 矢吹町立中畑幼稚園     

80 矢吹町立三神幼稚園     

矢吹町保育所条例  （仮）幼稚園・保育園に関する基本

方針策定 

平成１７年度  

81 あさひ保育園     
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82 ひかり保育園     

矢吹町公民館条例  直営   

83 矢吹町中央公民館     

84 矢吹町矢吹東公民館     

85 矢吹町矢吹西公民館     

86 矢吹町中畑公民館     
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87 矢吹町三神公民館     

矢吹町体育施設条例  指定管理者制度 【公募】 平成１９年度  

88 矢吹球場     

89 町民プール     

90 町営相撲場     

40 

91 農村広場夜間照明施設（大池）     

41 92 矢吹町三城目運動広場設置条例 自治会（三城目総区長） 廃止 平成１７年度 条例廃止（H17.9） 

42 93 矢吹町勤労者体育施設条例  指定管理者制度 【公募】 平成１９年度  

43 94 矢吹町図書館設置条例  指定管理者制度 【公募】 平成１９年度  

44 95 矢吹町ふるさとの森芸術村条例  指定管理者制度 【公募】 平成１９年度  

45 96 矢吹町文化センター条例  指定管理者制度 【公募】 平成１９年度  

 


