
１－１ 松浜
コミ施設(北地区コミセン、北地区公民館）
の2施設から1施設への集約案
※B案は北地区コミセンを濁川地域の施設で評価

北地区コミセンは、濁川地区に所在するが、松浜地
区に近接し、実態は松浜地区の利用が主であること
から、A案については松浜地域の施設として評価

短期

１－２ 南浜 小学校（太夫浜小、南浜小）の統合案 短期

１－３ 濁川
コミ施設（濁川公民館）の集約案
※B案は北地区コミセンを濁川地域の施設で評価

北地区コミセンは、濁川地区に所在するが、松浜地
区に近接し、実態は松浜地区の利用が主であること
から、A案では松浜地域の施設として評価している
が、B案で、松浜地域の施設として評価し、濁川公民
館を北地区コミセンに集約する案を作成

短期

１－４ 葛塚 実行計画策定済

１－５ 木崎 実行計画策定済

１－６ 岡方 小学校（岡方第一小、岡方第二小）の統合案
２小学校の規模が似通っており、
相互に統合の２案を作成

短期

１－７ 早通 中長期

１－８ 光晴
コミ施設（長浦コミセン、長浦農村公園）の
2施設から1施設への集約案
※長浦農村公園の地域移管案

豊栄南小は地域検討会を経て存続の要望書を教育委
員会に提出済

中長期

２－１ 東新潟
コミ施設（木戸コミセン、木戸公民館）の2施設から1施設
への集約案

笹口小は小規模校だが、施設規模上統合困難 短期

２－２ 山の下
コミ施設（山の下まちセン、臨空船江会館）の
2施設から1施設への集約案
※臨空船江会館の地域移管案

山の下小は小規模校だが、施設規模上統合困難 短期

２－３ 大形
老人憩いの家（大形荘、岡山荘、松崎荘）および大形地区
図書室の廃止

中長期

２－４ 石山
コミ施設（シルバーピア石山、石山南まちセン、石山地区
公民館）の3施設から2施設への集約案

短期

２－５ 藤見 老人憩いの家じゅんさい池の廃止のみ 中長期

２－６ 木戸
牡丹山幼稚園を廃止後、牡丹山ひまわりクラブへ用途変更
案

既存幼稚園の所在地が、既存ひまわりクラブより小
学校に近いため

中長期

２－７ 東石山 中長期

２－８ 下山 現状維持が妥当

３－１ 関屋
コミ施設（関屋コミハ、関屋地区公民館）の2施設から1施
設への集約案

地域内の3小学校とも小規模校だが、
施設規模上統合困難

短期

３－２ 鳥屋野 中長期

３－３ 白新
コミ施設（白山コミハ、白新コミハ）の2施設から1施設へ
の集約案

地域内の2小学校とも小規模校だが、
施設規模上統合困難

中長期

３－４ 寄居 コミハ・ひまわり複合施設整備予定

３－５ 新潟柳都
コミ施設（北部総合コミセン、二葉コミハ、二葉コミハ分
館）の3施設から2施設への集約案

二葉コミハ分館は、R2年度開設のため、直近の利用
率で評価

中長期

３－６ 宮浦
コミ施設（駅南コミセン、東新潟コミセン、東地区公民
館）の3施設から2施設への集約案

コミ協活動拠点を優先的に存続させる１案と
なっている
万代長嶺小は小規模校だが、施設規模上統合困難

短期

３－７ 上山 老人憩いの家鳥屋野荘の廃止 中長期

３－８ 山潟 老人憩いの家山潟荘の廃止 中長期

４－１ 大江山
コミ施設（大江山コミセン、（大江山農改センター）、蔵
岡集会所、西野集会所、丸山集会所、茗荷谷集会所）の6
（5）施設から1施設への集約案　※4集会所は地域移管案

大淵小は小規模校だが、施設規模上統合困難 短期

４－２ 曽野木 実行計画策定済

４－３ 両川 老人憩いの家両川荘および両川地区図書室の廃止 B案で中学校と公民館の複合化案を作成 短期

４－４ 横越

コミ施設（小杉地区コミセン、二本木コミセン、横越地区
公民館、横越農改センター、木津地域研修センター、横越
地区勤労者総合福祉センター）の6施設から2施設への集約
案
※木津地域研修センターは地域移管案

短期

４－５ 亀田
コミ施設（亀田地区コミセン、亀田あけぼの会館）の2施
設から1施設への集約案

短期

４－６ 亀田西
コミ施設（亀田市民会館、亀田駅前地域交流センター）の
2施設から1施設への集約案

早通小は小規模校だが、統合は施設規模上困難 短期

江南区
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区 地域 再編案作成の要点 特記事項（事業方針と再編案の相違点など）
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地域別再編案の概要
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実施時期区 地域 再編案作成の要点 特記事項（事業方針と再編案の相違点など）

５－１ 新津第一 現状維持が妥当

５－２ 新津第二 市之瀬幼稚園の廃止 中長期

５－３ 新津第五
コミ施設（新関コミセン、新津地区勤労青少年ホーム、新
津地域学園）の3施設から1施設への集約および小学校（阿
賀小・新関小）の統合案

B案でコミ協活動拠点確保補正（新関コミセン） 短期

５－４ 小合 小学校（小合小、小合東小）の統合案 短期

５－５ 金津 金津地区図書室の廃止 中長期

５－６ 小須戸

コミ施設（小須戸まちセン、（小須戸地区公民館）、鎌倉
地域研修センター、小須戸地区ふれあい会館、新保地域研
修センター）の5（4）施設から1施設への集約案および小
学校（小須戸小、矢代田小）の統合案

B案でコミ協活動拠点確保補正
（小須戸地区ふれあい会館）

短期

６－１ 白南

コミ施設（茨曽根地域生活センター、庄瀬地域生活セン
ター、新飯田地域生活センター）の3施設から1施設への集
約案および小学校（茨曽根小、庄瀬小、新飯田小）の統合
案

圏域が広く、再編について詳細な検討が必要
B案でコミ協活動拠点確保補正
（庄瀬地域生活センター、新飯田地域生活セン
ター）

短期

６－２ 白根第一
コミ施設（小林地域生活センター、白根地域生活セン
ター、白根地区勤労者福祉センター）の3施設から1施設へ
の集約案および小学校（小林小、白根小）の統合案

B案でコミ協活動拠点確保補正
（小林地域生活センター）

短期

６－３ 臼井 臼井地域生活センターの臼井小への複合化案
B案で利用率の低いコミ施設と小規模小学校の複合化
する案を作成

短期

６－４ 白根北

コミ施設（大通地域生活センター、大郷地域生活セン
ター、鷲巻地域生活センター、根岸地域生活センター）の
4施設から1施設への集約案および小学校（大鷲小、根岸
小）の統合案

圏域が広く、再編について詳細な検討が必要
B案でコミ協活動拠点確保補正
（根岸地域生活センター）

短期

６－５ 味方
コミ施設（味方地区公民館、味方公民館、七穂公民館、西
白根公民館、味方地区千日運動施設）の5施設から1施設へ
の集約案

短期

６－６ 月潟
コミ施設（月潟地区公民館、月潟農改センター）の2施設
から1施設への集約案およびコミ施設の中学校への複合化
案

B案でコミ系2施設を中学校へ複合化する案を作成 短期

７－１ 坂井輪 実行計画策定済

７－２ 内野
コミ施設（内野まちセン、西コミセン、西地区公民館）の
3施設から2施設への集約案

公共施設の配置バランスに配慮して、1案のみ作成 短期

７－３ 赤塚 小学校（赤塚小、木山小）の統合案 短期

７－４ 中野小屋 老人憩いの家明和荘の廃止
小瀬小、笠木小、中野小屋中は地域検討会を経て存
続の要望書を教育委員会に提出済

中長期

７－５ 小針 老人憩いの家小針荘および青山地区図書室の廃止 青山小は小規模校だが、施設規模上統合困難 中長期

７－６ 五十嵐 老人憩いの家寺尾荘および真砂地区図書室の廃止 中長期

７－７ 小新 小針地区図書室の廃止 中長期

７－８ 黒埼

コミ施設（黒埼地区公民館、黒埼南部公民館、黒埼北部公
民館、黒埼農改センター、木場農村集落多目的共同利用施
設）の5施設から2施設への集約案
※木場農村集落多目的共同利用施設は地域移管案

黒埼南小は小規模校だが、施設規模上統合困難 短期

８－１ 岩室

コミ施設（岩室地区公民館、間瀬公民館、岩室すこやかセ
ンター、岩室農改センター）の4施設から1施設への集約案
および岩室民俗資料館のコミ施設への複合化案、小学校
（岩室小、和納小）の統合案

災害時の孤立化による避難所機能を確保するため、
間瀬公民館を存続補正

短期

８－２ 西川
コミ施設（西川地域コミセン、西川学習館、（西川地区公
民館）、貝柄地区集会所）の4（3）施設から1施設への集
約案および小学校（曽根小、升潟小）の統合案

鎧郷小も小規模校だが、3校を1校に統合するのは、
施設規模上困難

短期

８－３ 潟東 実行計画策定済

８－４ 中之口

コミ施設（中之口地区コミセン、中之口地区公民館）の2
施設から1施設への集約案および中之口先人館のコミ施設
への複合化案、小学校（中之口西小、中之口東小）の統合
案

２小学校の規模が似通っており、相互に統合の２案
作成

短期

８－５ 巻

コミ施設（角田地区コミセン、松野尾地区コミセン、漆山
公民館、峰岡公民館、巻ふるさと会館、巻やすらぎ会館、
ほたるの里交流館、巻農改センター）の8施設から1施設へ
の集約案および角田山自然館、巻郷土資料館の巻地区公民
館への複合化案、小学校（巻南小と漆山小、巻北小と松野
尾小）の統合案

※巻地域のみ2中学校区で検討
災害時の孤立化による避難所機能を確保するため、
巻ふるさと会館を存続補正
B案でコミ協活動拠点確保補正
（角田地区コミセン、松野尾地域コミセン、漆山公
民館）
越前小は地域検討会を経て存続の要望書を教育委員
会に提出済

短期

西蒲区

秋葉区

南区

西区


