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１ 計画策定の趣旨 

 

（１）計画策定の趣旨 

公共施設等（公共建築物、インフラ資産）の多くは、昭和 40 年代後半まで続いた高度経済

成長期とその後 10 年間を中心に整備し、人口増加による施設の需要増や市民ニーズの多様化、

サービス向上への対応を図ってきました。 

   その結果、現在では、施設の老朽化が進んでおり、今後、施設の更新（大規模改修、建替）

に莫大な費用が必要となることから、その対策が全国的な課題となっています。一方で、社会

環境や市民ニーズが施設の建設当時とは大きく変化しており、人口減少や少子高齢化が進むに

つれ、施設の運営や利用需要にも大きな影響を与えると予想されます。 

そこで、国においては、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」（基本計画）を策

定し、平成 26 年 4 月には、総務省からすべての地方公共団体に対して、「公共施設等の総合

的かつ計画的な管理を推進するための計画（公共施設等総合管理計画）」を策定するよう要請が

なされています。 

 

 

（２）本市の取組状況 

本市においては、公共建築物の老朽化や機能的に重複した施設の解消に向けて検討を進め、

「たつの市公共建築物再編基本方針」（以下「再編基本方針」という。）を平成 27 年 3 月に策

定し、施設の再編や長寿命化による健全で持続可能な施設運営を推進しています。 

この度、国の要請を踏まえ、再編基本方針を改定し、本市が保有しているすべての公共施設

等を対象とした「たつの市公共施設等総合管理計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 

本計画は、公共施設等を総合的かつ計画的に管理していく上での行動計画として位置づけ、

公共施設等の現状や今後必要となる更新費用を把握し、人口、財政状況を踏まえて、長期的な

視点を持って施設の適正配置と長寿命化、有効活用を図るものです。 

そして、財政負担の軽減、平準化を進め、次世代に負担を先送りすることのない持続可能な

まちづくりを推進していきます。 

なお、本計画の策定に伴い、従前の「たつの市公共建築物再編基本方針」は廃止するものと

します。 

 

 

（３）対象施設 

本計画では、本市が保有する公共建築物（庁舎、学校、公民館等）とインフラ資産（道路、

橋りょう、水道、下水道等）を対象としています。 

 

【図１－１ 公共施設等全体】 

 

※再編基本方針の対象施設（庁舎、学校、公民館、図書館、体育館、保健センター等）に、  

市営住宅、消防施設、公衆トイレ、病院、宿舎、道路、橋りょう、水道、下水道等を追加 

 

公共施設等 

公共建築物 
庁舎、学校、公民館、図書館、体育館、保健センター、 
市営住宅、消防施設、公衆トイレ、病院、宿舎等 

インフラ資産 道路、橋りょう、水道、下水道等 
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２ 本市の人口と財政の状況 

 

（１）人口推移 

①将来人口の見通し 

本市の人口は、平成 7 年（1995 年）の 83,431 人をピークに減少に転じており、平成 27

年（2015 年）には 77,419 人に減少しています。 

今後、人口はさらに減少するものと予想され、国立社会保障・人口問題研究所が示す将来推

計人口（平成 25 年 3 月推計）によると、平成 52 年（2040 年）には 63,467 人（対平成

27 年▲18.0％）まで大きく減少することが見込まれています。 

また、人口構成割合は、平成 52 年には年少人口（0～14 歳）が 10.7％（対平成 27 年▲

33.5％）、生産年齢人口（15～64 歳）が 54.9％（▲23.0％）に減少する一方で、老年人口

（65 歳以上）が 34.4％（▲0.5％）に増加し、少子高齢化が進行することが予想されます。 

 

◆将来人口の見通し 

区分 総数 年少人口 生産年齢人口 老年人口 

平成 27 年（2015 年） 77,419 人 10,219 人 45,266 人 21,934 人 

平成 52 年（2040 年） 63,467 人   6,791 人 34,849 人 21,827 人 

増減数（対平成 27 年） ▲13,952 人 ▲3,428 人 ▲10,417 人 ▲107 人 

増減率（対平成 27 年） ▲18.0％ ▲33.5％ ▲23.0％ ▲0.5％ 

 

【図２－１ 本市の将来推計人口】 

 

 

【図２－２ 人口構成割合、増減率（対平成 27 年）】 

 

資料：H27 以前は総務省統計局「国勢調査」 

H32 以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」 
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②人口減少への対応 

本市においては、人口減少対策として、平成 27 年 10 月に「たつの市人口ビジョン」及び

「たつの市まち未来創生戦略」を策定し、平成 72 年度（2060 年）人口 6 万人を目指して定

住促進や雇用創出といった施策の展開に取り組んでいます。 

 

【図２－３ たつの市人口ビジョンにおける将来推計人口】 

 

資料：H27 は総務省統計局「国勢調査」、H32 以降は「たつの市人口ビジョン」 

 

 

③公共施設等に与える影響 

既に、人口減少や少子高齢化の進行により、学校等の児童生徒数の減少が進んでいるように、

公共施設等の運営や利用需要にも影響が出ていることから、状況に応じて施設のあり方を見直

す等の対応が必要となっています。 
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（２）財政状況 

①歳入 

普通会計の歳入総額は、平成 18 年度から徐々に増加し、平成 27 年度決算では 367.0 億

円となっています。 

主な収入である市税は 105 億円前後、地方交付税は 100 億円前後で推移しています。 

今後、市税のうち個人市民税は、生産年齢人口（15～64 歳）の減少に伴い、減収となって

いくことが予想されます。 

また、地方交付税のうち普通交付税は、「市町村の合併の特例に関する法律（平成 17 年 4

月 1 日施行）」に基づき、平成 18 年度から平成 32 年度までは普通交付税の算定の特例（合

併算定替）による加算がありますが、平成 33 年度から特例による加算がなくなることから、

大幅な減収が見込まれます。 

 

【図２－４ 普通会計の歳入決算額、構成割合】     （上段数値：歳入決算額、下段数値：構成割合） 

 

 

 

 

  
普通会計：総務省が定める統計上の会計区分で、一般会計と特別会計のうち公営事業会計を除くものの

合計 →本市では、一般会計、学校給食センター事業特別会計、土地取得造成事業特別会計、揖龍広

域センター事業特別会計（平成 25 年度で廃止）、揖龍公平委員会事業特別会計 

地方交付税：地方財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障するために、国から一定の割合  

で交付される税 

市債：市が資金調達のため一会計年度を超えて行う借入れによって負担する債務  

その他収入：地方譲与税、地方消費税交付金、使用料、手数料、財産収入等 
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②歳出 

  普通会計の歳出総額は、歳入と同様に平成 18 年度から徐々に増加し、平成 27 年度決算で

は 353.0 億円となっています。 

義務的経費については、人件費、公債費は減少傾向にあるものの、扶助費は増加傾向にあり

ます。 

投資的経費は、平成 22 年度をピークに減少し、現在は 26 億円前後で推移しています。 

今後、扶助費は、高齢化の進行に伴い、さらに増加していくことが考えられます。 

また、投資的経費は、公共施設等の老朽化対策に係る更新費用の増加に伴い、大幅に増加し

ていくことが予想されます。 

 

 

 

【図２－５ 普通会計の歳出決算額、構成割合】     （上段数値：歳出決算額、下段数値：構成割合） 

 

※消防職員の人件費は平成 25 年度からその他経費（西はりま消防組合への負担金）に計上 

 

 

  
義務的経費：任意に削減できない極めて硬直性が強い経費（人件費、公債費、扶助費）  

扶助費：医療、老人、児童、障害、生活保護等の福祉関係の給付費で、主に法令により支出が義務づけ 

られている経費 

公債費：市の借入金に係る元利償還に係る経費 

投資的経費：公共施設等の新設、改修等の整備に係る経費（普通会計では、道路、橋りょう、市営住宅、 

学校等が対象。上下水道、病院、宿舎等の特別会計、企業会計に係るものは除く。）  

その他経費：物件費、維持補修費、補助費、繰出金等 
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③収支状況 

普通会計の収支状況は、平成 27 年度決算では 13.2 億円の黒字決算となっています。 

歳入は市税等の収入確保に努め、歳出は人件費や投資的経費等を抑制することにより、毎年

度 12 億円前後の歳計剰余金を計上しています。 

なお、歳計剰余金は、次年度予算の財源とするとともに、将来に向けた貯金として基金への

積立てを行っています。 

公共施設等の整備等に使用可能な基金は、財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金の 3

基金があり、平成 27 年度末現在の残高が 131.3 億円となっています。 

また、普通会計において公共施設等の整備等を行う際に借り入れた市債は、平成 27 年度末

現在の残高が 372.1 億円となっています。 

 

【図２－６ 普通会計の歳計剰余金、市債残高、公共施設等整備に係る基金残高】 

 

 

今後、歳入は大幅な減収、歳出は大幅な増額が見込まれることから、収支状況はかなり厳し

くなることが予想されます。 

歳出では、公共施設等の更新費用である投資的経費の増額が大きく見込まれるため、施設を

更新する際は、施設の必要性や更新方法等を検討し、可能な限り投資的経費を抑制していく必

要があります。 
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３ 公共施設等の保有状況と更新費用の見込み 

 

（１）公共建築物の保有状況 

①施設種類別の保有状況 

本市が保有している公共建築物は、329 施設、延床面積 345,401 ㎡となっています。 

（上下水道施設等は P.10 インフラ資産に含めています。） 

施設種類別の延床面積は、小中学校（129,801 ㎡、37.5％）が最も多く全体の約 3 分の 1

を占めています。 

 

◆公共建築物の施設数、延床面積      （平成 28 年（2016 年）3 月時点） 

施設種類 施設数 延床面積 構成割合 

小学校 17 施設 85,780 ㎡ 24.8％ 

中学校 5 施設 44,021 ㎡ 12.7％ 

幼・保・こども園 28 施設 16,146 ㎡ 4.7％ 

給食センター 3 施設 4,549 ㎡ 1.3％ 

庁舎 6 施設 16,352 ㎡ 4.7％ 

保健センター 4 施設 8,160 ㎡ 2.4％ 

文化会館等 9 施設 30,393 ㎡ 8.8％ 

集会施設 38 施設 19,078 ㎡ 5.5％ 

図書館 4 施設 4,061 ㎡ 1.2％ 

スポーツ施設 6 施設 17,853 ㎡ 5.2％ 

資料館等 14 施設 6,859 ㎡ 2.0％ 

道の駅・観光売店 4 施設 2,068 ㎡ 0.6％ 

農業作業所 7 施設 2,159 ㎡ 0.6％ 

資材等倉庫 6 施設 899 ㎡ 0.3％ 

市営住宅 34 施設 44,413 ㎡ 12.9％ 

消防施設 51 施設 5,122 ㎡ 1.5％ 

公園等付帯施設（トイレ等） 71 施設 2,145 ㎡ 0.6％ 

その他施設（病院、宿舎等） 20 施設 34,659 ㎡ 10.0％ 

用途廃止施設 2 施設 684 ㎡ 0.2％ 

合計 329 施設 345,401 ㎡ 100.0％ 

   ※再編基本方針の対象施設に、市営住宅、消防施設、公園等付帯施設、病院、宿舎等を追加 

 

【図３－１ 公共建築物の施設種類別延床面積の構成割合】 
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②公共建築物の整備状況 

公共建築物の多くは、昭和 43 年（1968 年）から昭和 61 年（1986 年）にかけて整備し

ており、昭和 54 年（1979 年）前後が整備のピークとなっています。また、旧耐震基準（建

築基準法施行令（昭和 56 年 6 月改正前）に基づく耐震基準）により建築した施設は全体の

54.2％あり、耐震性能を有する施設（新耐震基準及び旧耐震基準で耐震診断結果又は耐震補強

実施により耐震性あり）は全体の 78.1％となっています。 

そのため、建築後 30 年を経過する施設は、平成 28 年（2016 年）時点で全体の 67.5％

に及び、老朽化が大幅に進んでおり、計画的に老朽化対策をしていく必要があります。 

さらに 15 年後の平成 42 年（2030 年）には建築後 50 年を経過する施設が 53.1％とな

り、施設の建替等の対応が必要となってきます。 

 

【図３－２ 公共建築物の年度別延床面積】 

 

 

【図３－３公共建築物の年度別延床面積に係る経過年数】 

  

  

旧耐震基準 

54.2％ 

新耐震基準 

45.8％ 

30 年以上経過 

67.5％ 

30 年以上経過 

86.2％ 
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（２）インフラ資産の保有状況 

①施設種類別の保有状況 

   生活や産業の基盤として必要不可欠な道路、橋りょう、上下水道施設等のインフラ資産につ

いては、整備計画等をもとに整備を進め、充実を図ってきました。 

現在のインフラ資産の保有状況は、下記のとおりです。 

 

◆インフラ資産の保有数等             （平成 28 年（2016 年）3 月時点） 

施設種類 保有数等 備考 

道路 

市道延長 758,820ｍ  

林道延長 16,026ｍ  

農道延長 91,552ｍ  

橋りょう 
橋りょう数 779 橋 市道橋等 

整備面積 40,830 ㎡  

トンネル 2 箇所  

河川 
準用河川 6 本  

普通河川 90 本  

漁港 
漁港 1 箇所  

海岸保全施設 1 箇所  

公園 74 箇所 都市公園等 

駐車場 13 箇所  

水道施設 
施設数 37 施設 浄水場及び水源地、配水池、加圧場 

管路延長 422,440ｍ  

下水道施設 
施設数 20 施設 処理場、中継ポンプ場 

管渠延長 756,224ｍ  

 

 

②橋りょうの整備状況 

橋りょうの整備数は、779 橋、整備面積 40,830 ㎡となっています。 

昭和 41 年（1966 年）から昭和 60 年（1985 年）にかけて多くを整備し、昭和 50 年（1975

年）前後に整備が集中しています。 

そのため、整備後 30 年を経過するものは、平成 28 年時点で全体の 64.6％に及び、老朽

化が進んでおり、計画的に老朽化対策をしていく必要があります。 

 

【図３－４ 橋りょうの年度別整備面積】             （平成 28 年（2016 年）3 月時点） 

 

  

30 年以上経過 

64.6％ 
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③水道（管路）の整備状況 

 水道管の整備延長は、422,440ｍとなっています。 

昭和 59 年（1984 年）から平成 18 年（2006 年）にかけて多くを整備し、平成 12 年（2000

年）前後に整備が集中しています。 

そのため、水道管は比較的新しく、整備後 30 年を経過するものは、平成 28 年時点で全体

の 12.1％ですが、既に更新時期を迎えているものもあり、今後の維持更新が大きな課題とな

ってきます。 

 

【図３－５ 水道管の年度別整備延長】              （平成 28 年（2016 年）3 月時点） 

 

 

 

④下水道（管渠）の整備状況 

 下水道管（農業集落排水、前処理に係るものを含む。）の整備延長は、756,224ｍとなって

います。 

一般汚水（農業集落排水に係るものを含む。）の管については、平成 2 年（1990 年）から

平成 17 年（2005 年）までの短期間で、一斉に整備を進めています。また、皮革汚水管につ

いては、昭和 50 年代後半（1980 年代）から整備しています。 

そのため、一般汚水管は、新しいものが多く、整備後 30 年を経過するものは、平成 28 年

時点で全体の 3.1％ですが、整備が集中している分、更新時期を迎えれば、一斉に対応が必要

となるため、計画的な維持更新が求められます。また、皮革汚水管は、多くが 30 年を経過し、

更新時期がきています。 

 

【図３－６ 下水道管の年度別整備延長】             （平成 28 年（2016 年）3 月時点） 

 

  

30 年以上経過 

3.1％ 

30 年以上経過 

12.1％ 
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（３）公共施設等の更新費用の見込み 

①更新費用の見込み 

公共施設等の老朽化が進む中で、施設を維持更新していくには、莫大な更新費用が生じるこ

とが見込まれるため、これに対する財政措置が大きな課題となってきます。 

  現在保有する施設について、下記の推計条件をもとに今後 40 年間の更新費用を算出すると、

3,356 億円（1 年当たり 83.9 億円）が必要となる見込みです。 

 このうち、普通会計等（病院事業会計、国民宿舎事業会計を含む。）に係る施設は、1 年当た

り 50.6 億円の更新費用を要し、現在の投資水準 35.7 億円（平成 18～27 年度における投資

的経費の平均）を仮に維持しても、さらに 14.9 億円が必要となります。 

水道事業会計に係る施設は、1 年当たり 12.1 億円の更新費用を要し、現在の投資水準 5.1

億円（平成 18～27 年度平均）を仮に維持しても、さらに 7.0 億円が必要となります。 

下水道事業特別会計等（農業集落排水事業特別会計、前処理場事業特別会計を含む。）に係る

施設は、1 年当たり 21.2 億円の更新費用を要し、現在の投資水準 10.7 億円（平成 18～27

年度平均）を仮に維持しても、さらに 10.5 億円が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後 40 年間及び 1 年当たりの更新費用（推計）と現在の投資水準 

施設区分 
40 年間の 

更新費用 

1 年当たりの 

更新費用  
会計区分 

現在の 

投資水準  

公共建築物（病院、宿舎含む。） 1,316 億円 32.9 億円 
50.6 億円 普通会計等  35.7 億円 

インフラ資産 

道路、橋りょう等 706 億円 17.7 億円 

水道 484 億円 12.1 億円 水 道 会 計 5.1 億円 

下水道 850 億円 21.2 億円 下水道会計等 10.7 億円 

合計 3,356 億円 83.9 億円  51.5 億円 

 

 

②今後の更新費用の見通し（普通会計等に係る施設） 

普通会計等に係る施設は、学校や集会施設等、既に更新を迎えている施設もあり、継続して

大きな更新費用が必要となる見込みです。 

 

【図３－７ 普通会計等に係る施設の今後 40 年間の更新費用（推計）】 

 

不足 

1 年当たりの更新費用 50.6 億円 

現在の投資水準 35.7 億円 

【推計条件】一般財団法人自治総合センターの「公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に

推計する方法に関する調査研究」（平成 23 年 3 月、総務省監修）に基づき算出する。 

・更新は、更新年数経過後に現在と同規模で行う。（更新年数：公共建築物、上下水道施設等 65 年 

（35 年で大規模改修）、道路 15 年、橋りょう 60 年、水道管 40 年、下水道管 50 年等） 

・更新費用は、延床面積又は管延長に自治総合センターが示す更新単価を乗じて算出する。  
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③今後の更新費用の見通し（水道事業会計に係る施設）  

水道事業会計に係る施設は、老朽化している施設もありますが、平成 50 年代（2040 年代）

に更新のピークを迎え、大きな更新費用が必要となる見込みです。 

 

【図３－８ 水道事業会計に係る施設の今後 40 年間の更新費用（推計）】 

 

 

 

④今後の更新費用の見通し（下水道事業特別会計等に係る施設）  

一般汚水（農業集落排水に係るものを含む。）に係る施設は、比較的新しく、平成 60 年代

（2050 年代）に更新のピークを迎えますが、その時期に更新が集中し、大きな更新費用が必

要となる見込みです。 

皮革汚水に係る施設は、高濃度汚水により、腐食・損傷が激しく、計画的な修繕・更新を行

っていく必要があります。 

 

【図３－９ 下水道事業特別会計等に係る施設の今後 40 年間の更新費用（推計）】 

 

  

不足 

不足 
現在の投資水準 5.1 億円 

1 年当たりの更新費用 12.1 億円 

1 年当たりの更新費用 21.2 億円 

現在の投資水準 10.7 億円 
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４ 本計画（行動計画）の基本方針 

 

（１）基本方針 

人口減少、少子高齢化による利用需要の変化、厳しくなる財政事情、莫大な施設の更新費用

が見込まれる中で、施設を現状のまま保有し、維持更新していくことは将来困難になっていく

ものと考えられます。 

そのため、長期的な視点を持って、公共施設等のあり方や必要性を検討し、施設の長寿命化

や統廃合、有効活用等を進め、維持更新費用を抑制していくとともに、現在の投資水準以上の

財源を確保していく必要があります。 

 

そこで、公共施設等を計画的に管理運営、維持更新していくための基本方針を下記のとおり

定め、『人口規模にあった施設保有量の維持』と『市民ニーズにあった施設の有効的な活用』を

図り、『健全で持続可能な施設運営』を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①施設のあり方や必要性を検討し、機能的に重複した施設等の再編を行う。 

②施設の統廃合、複合化、用途見直し、施設規模の縮小・減築（ダウンサイジング）等を  

行い、保有量を縮減する。 

①施設ごとに使用目標年数を定め、施設を長寿命化し、計画的に維持更新する。  

②定期的な点検、診断を行い、施設の安全性を確保する。 

→施設の耐久性を高める長寿命化対策（本体・躯体の経年劣化の回復、耐久性に優れた材料等の 

使用、配管等設備の更新等）を行う。 

→施設の状態に応じて、設備改善や耐震補強等を行う。 

→施設の不具合が生じる前に、予防的に対策を行う。 

→計画的な更新を行い、更新時期の集中を避け、更新費用を平準化する。 

①民間の活力や資金、ノウハウを最大限活用する。 

②民間や地元等への移管も含め、施設の保有形態を見直す。 

→民間の活用を推進し、効率的な管理運営、維持更新を行う。 

→市民ニーズに合った効果的なサービスを提供する。 

→維持管理経費の節減を徹底し、適正な使用料を確保する。 

→施設を有効活用し、利便性の向上を図る。 

→近隣市町等との広域連携による相互利用等を図る。 

→人口、財政状況、市民ニーズ、費用対効果等を踏まえた検討を行う。 

→必要なサービス水準を確保する。 

→保有量縮減を行い、維持更新費用を抑制し、財政負担を軽減する。 

→遊休資産の有効活用や処分を行う。 
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（２）計画期間 

平成 27 年度から平成 42 年度までの 16 年間  

 

平成 27 年 3 月に策定した再編基本方針では、建築後 30 年以上経過する公共施設等の更新

が迫っており、さらに普通交付税の算定の特例（合併算定替）による加算がなくなることから、

中長期的な更新費用の縮減・平準化をすべく、計画期間を平成 27 年度から平成 42 年度まで

の 16 年間と定めています。 

本計画においても、再編基本方針を継続し、同期間と定めます。 

また、計画期間が満了する平成 43 年度以降も、市の状況に応じた検討を継続していきます。 

 

◆計画期間 

 

 

 

（３）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

   基本方針に基づき、公共施設等を管理していく上での実施方針を下記のとおり定めます。 

 

①点検・診断の実施方針 

施設を定期的に点検・診断し、劣化・損傷の程度や原因を把握するとともに、劣化・損傷が

進行する可能性や施設に与える影響を考慮し、施設間における修繕等の優先度についての判断

等を行います。 

 

②修繕・更新の実施方針 

施設の重要性や劣化状況に応じて優先度をつけ、効率的かつ効果的な修繕・更新を行い、施

設の状態を回復し、安全性を確保するとともに、修繕・更新費用の縮減や平準化を図ります。 

なお、本体・躯体、設備の劣化や損傷は、大規模な修繕・更新に繋がるため、劣化等が軽微

な早期段階に予防的な修繕等を行います。 

また、点検結果や修繕・更新履歴を蓄積し、今後の修繕・更新時期の判断等に活用するとい

うメンテナンスサイクルにより、計画的な修繕・更新を図ります。 

新設・更新の際は、維持管理費の縮減を図るため、維持管理が容易な構造や省エネルギー設

備等の導入を検討します。 

 

③安全確保の実施方針 

施設の点検・診断により、危険性が認められる施設は、早期に安全確保の修繕等を行います。 

また、既に役割を終え、今後も活用しない施設は、周辺環境に及ぼす影響や市民の安全・安

心を考慮し、除却等を行います。 

  

区分／年度 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 

たつの市 

公共施設等 

総合管理計画 

                

たつの市 

公共建築物 

再編基本方針 

                

                 

 普通交付税（合併算定替） 普通交付税（一本算定） 
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④耐震化の実施方針 

旧耐震基準の災害対策活動の拠点・避難所となる施設、ライフライン関連施設等は、計画的

に耐震診断を行い、優先的に耐震補強を行います。 

 

⑤長寿命化の実施方針 

老朽化の状態を点検・診断等により判断し、耐久性を高める長寿命化対策（本体・躯体の経

年劣化を回復、耐久性に優れた材料等の使用、配管等設備の更新等）を行います。 

これにより、施設自体をできるだけ長く利用し、施設のライフサイクルコスト（建設から維

持管理、解体までに係る施設の総費用）の縮減と平準化を図ります。 

施設の長寿命化を図る上では、公共建築物については、施設の使用目標年数を 65 年と定め

ます。また、インフラ資産については、施設種類ごとに使用目標年数を定めます。 

 

◆長寿命化対策の実施イメージ 

  

 

 

⑥統合・廃止の実施方針 

公共施設等の利用状況及び老朽化の状況等を踏まえ、施設の統廃合、複合化、用途見直し、

施設規模の縮小・減築等を行います。 

公共建築物については、施設種類ごとに統合や廃止の取組みの方向性を示し、検討を行った

上で、具体的な再編方法及び再編期間を決定します。 

インフラ資産については、修繕や更新の際に、施設種類ごとに統合や廃止、施設規模の縮小

等の検討を行います。 

  

健
全
度 

低 

高 

経過年数 

使用限界 

← 使用年数を延ばす → 

長寿命化 

対策 

長寿命化 

対策 

更新 

(長寿命化対策 

をした場合) 

更新 

(長寿命化対策 

をしない場合) 
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５ 個別施設計画（実施計画）の策定 

 

  基本方針に基づき、公共施設等を計画的に管理運営、維持更新していくために、施設ごとに

長寿命化、統廃合、有効活用等の対応方針を示した「個別施設計画」を策定していきます。 

  個別施設計画を実施する上では、市民の皆様と情報を共有し、検討を進めていきます。 

 

 

（１）公共建築物における個別施設計画 

①庁舎、学校、公民館等 

庁舎、学校、公民館等については、機能的に重複した施設が多くあるため、一体的な検討を

進め、平成 28 年 3 月に「たつの市公共建築物再編実施計画」（以下「再編実施計画」という。）

を策定しています。 

再編実施計画では、施設ごとの具体的な再編方法、再編期間及び縮減目標を示し、施設の統

廃合、有効活用を行うとともに、計画的な施設の長寿命化、維持更新を進めることで、更新費

用の抑制、平準化を図っていきます。 

 

②市営住宅 

市営住宅については、平成 25 年 3 月に「市営住宅長寿命化計画」を策定し、計画的な施設

の長寿命化、維持更新を進め、更新費用の抑制、平準化を図っています。 

 

③その他の建築物 

その他の建築物については、施設の状況に応じた管理計画を策定し、計画的な施設の長寿命

化、維持更新を進め、更新費用の抑制、平準化を図っていきます。 

 

 

（２）インフラ資産における個別施設計画 

①橋りょう 

橋りょうについては、平成 27 年 9 月に「道路橋長寿命化修繕計画」を策定し、計画的な施

設の長寿命化、維持更新を進め、更新費用の抑制、平準化を図っています。 

 

②水道施設 

水道施設については、施設を一体的に管理するため、「アセットマネジメント（資産管理）」

の実施に向けて取り組んでいます。また、平成 30 年度には健全経営を推進するため、「経営戦

略」の策定を予定しており、計画的な施設の長寿命化、維持更新、ダウンサイジングを進め、

更新費用の抑制、平準化を図っていきます。 

 

③下水道施設等 

下水道施設等（農業集落排水、前処理に係るものを含む。）については、施設ごとに「長寿命

化計画」を策定し、計画的な施設の長寿命化、維持更新を進め、更新費用の抑制、平準化を図

っています。今後、処理区ごとに管理する「ストックマネジメント計画」の平成 31 年度策定

に向けて取り組んでいきます。 

 

④その他のインフラ資産 

その他のインフラ資産については、施設の状況に応じた管理計画を策定し、計画的な施設の

長寿命化、維持更新を進め、更新費用の抑制、平準化を図っていきます。 
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６ 全庁的な取組体制の構築 

 

本計画を展開し、庁内組織の連携、協力を緊密にし、情報共有を図るために、下記のとおり

庁内の推進体制を確立し、実行していきます。 

 

 

（１）公共施設等総合管理計画推進委員会の設置 

全庁的な取組体制として、施設所管課を中心に構成する「たつの市公共施設等総合管理計画

推進委員会」（以下「委員会」という。）を平成 26 年度に設置し、検討を進めています。 

委員会は、本計画の策定・見直しに係る検討を行うとともに、本計画を効率的かつ機能的に

推進するために、庁内組織の横断的な調整を行っていきます。 

また、再編実施計画の策定・見直しに係る検討、進行管理を行うとともに、各施設の個別施

設計画の進行管理を行っていきます。 

   データを管理する上では、新地方公会計制度の導入に伴い整備する固定資産台帳等を活用し、

一体的な管理を図っていきます。 

 

 

（２）施設所管課の対応 

施設所管課は、委員会と連携を取り、施設台帳を整備するとともに、施設の長寿命化や方向

性、更新方法等を示した「個別施設計画」を策定し、取組みを実行していきます。 

施設を維持管理する上では、施設の安全性を確保するため、定期的な点検・診断を行い、適

切な維持更新を行っていくとともに、点検結果や修繕・更新の履歴を蓄積し、今後の修繕・更

新等に活用し、修繕・更新費用の縮減・平準化に繋げていきます。 

また、利用状況の把握、維持管理経費の節減や受益者負担による収入の確保に努め、適切な

管理運営を行っていきます。 

 

 

（３）他の計画との連携 

本計画を推進する上では、本市のまちづくりの最上位計画である「第２次たつの市総合計画」、

都市計画に係る基本的な方針である「たつの市都市計画マスタープラン」、「たつの市立地適正

化計画」、「たつの市土地利用計画」等の関連する計画と連携を図りながら、取り組んでいきま

す。 

 


