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第１章 計画の目的 

 

１．計画の目的 

 近年、全国的に公共施設及びインフラ基盤施設の老朽化対策が大きな課題となっていま

す。そのため、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」を策定し、

平成 26 年 4 月には各地方公共団体に対して「公共施設等総合管理計画の策定にあたって

の指針」を示し、計画の策定を求めています。 

 本町においては、昭和 40 年代から本格的に公共施設の整備が進められましたが、経年

に伴い、老朽化によるリスクや維持費の増大、今後予想される多額の改修費など、多くの

課題を抱えています。また、人口減尐と尐子高齢化の進展に伴う税収の減尐と社会保障費

の増加、施設ニーズの変化など、公共施設の管理に影響を与える社会環境も大きく変化し

ています。 

 これらの課題を単なる財政上の問題としてしまうのではなく、経営的視点から今後の公

共施設等の老朽化対策とまちづくりが連携し、持続可能で全体として最適化された安心・

安全なまちを形成し維持していかなければなりません。 

 そのため、公共施設等を総合的かつ計画的に管理し公共施設等に求められる安全性・機

能を十分確保しつつも、将来に過度な負担を負わせない効果的、効率的で最適な配置を実

現するため、公共施設等総合管理計画を策定します。 

 

 

２．計画の位置づけ 

 平成 25年 11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において取り纏

められた「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、国土交通省が管理・所管するあらゆる

インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかに

する計画として、平成 26 年 5 月、国土交通大臣を議長とする「社会資本の老朽化対策会

議」において取り纏められた「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」のうち、地

方公共団体の策定するものが「公共施設等総合管理計画」と位置づけられています。 

 また、本計画は本町の最上位計画である第 2 次大紀町総合計画の基本理念の下、各種計

画やビジョンと連動した公共施設等の今後のあり方についての基本的な方向性を示す横断

的な計画となります。 

 

 

３．計画の期間 

 本計画の計画期間は、人口動向、財政動向等、中長期的な視点が不可欠であることから

平成 29 年度からの 15 年間を計画の対象期間とします。 
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４．計画の対象施設 

 本計画において対象とする施設は、原則として本町が保有する全ての公共施設等とし、

その分類は次のとおりとします。 

 

公共施設等の分類 

 類型 施設名 主な施設 

公共

施設 

市民文化系施設 
集会所施設 集会所、公民館 

文化施設 ホール 

社会教育系施設 博物館等施設 郷土資料館 

スポーツ･レクリエ

ーション系施設 

スポーツ施設 体育館、プール 

レクリエーション

施設・観光施設 
観光施設、宿泊施設、公衆トイレ 

産業系施設 産業系施設 
菌床椎茸培養・栽培施設、転作促進技術

センター、直売施設 

学校教育系施設 
学校 校舎、給食室、体育館 

その他教育施設 スクールバス車庫 

子育て支援施設 
幼稚園・保育園・

子ども園 
保育所 

保健・福祉施設 

高齢者福祉施設 老人福祉センター 

障がい者福祉施設 作業所 

児童福祉施設 児童館等 

保健施設 保健福祉センター、ふれあいセンター 

行政系施設 庁舎等 本庁舎、支所 

行政系施設 

公営住宅 

消防施設 消防詰所、ポンプ庫、避難所 

公営住宅 公営住宅、団地 

その他 その他 廃・休止施設・校舎 

 

イン

フラ 
道路等、橋りょう、上水道 
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第２章 公共施設等の現状と将来見通し 

 

１．公共施設等の現状 

（１） 公共施設の状況 

本町の公共施設の延べ床面積を類型ごとにみると、学校施設最も多く、全体の

28.6%と約 3 割を占めます。次いで、レクリエーション施設・観光施設が 14.5%、

集会施設が 10.6%で続きます。 

公共施設のうち、学校が最も多くの面積を占めているのは、全国の市町村に共通

する傾向です。 

 

 

＜図 1 公共建築物の内訳（分類別・延べ床面積）＞ 
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（２） 公共施設の整備年度別の状況 

 本町の公共施設を整備年度別の延べ床面積でみると、まず昭和 50 年代に集中し

て建築がされており、施設の老朽化が進行しています。これらの施設を現状のまま

維持していくと、大規模改修や建替えといった更新時期を同一時期に迎えることが

予想されます。 

 また、その後の平成５年からの約 10 年間にも多くの施設が建築されており、更

新時期の集中が再度訪れることが予想されます。 

 

 

＜図 2 建築年度別の公共建築物整備状況（延べ床面積）＞ 
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（３） 公共施設の耐震化の状況 

 本町の公共施設の耐震化についてみると、昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法改正

後に整備された「新基準」の施設の延べ床面積が全体の 74.0%を占め、「耐震補強

済み」が全面積の 10.1%、旧耐震基準で整備された施設の内 38.4%が耐震補強済み

となっています。なお、学校施設の耐震化については、すべて完了しています。 

 

 

＜図 3 耐震化の実施状況＞ 
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２．人口推移と将来人口 

本町の人口は、国勢調査によると年々減尐を続け、平成 22 年には 9,846 人と昭和

55 年の 14,144 人に対して 30.4％減尐しています。住民基本台帳では平成 28 年 9 月

末には 9,169 人となっており、近年は毎年約 180 人のペースで人口減尐が続いていま

す。その内訳をみると、自然動態で 120 人程度の減尐、社会動態で 60 人程度の減尐

となっています。また社会動態における世代別の動態をみると、15～24 歳における減

尐数が多く、高校や大学卒業時期及び就職時期に町外に流出していることが分かりま

す。転出先としては都市部への転出が多いことからも、進学や新卒者の就職に関わる

転出とみられます。 

また、近年は 20 代後半から 30 代の減尐も多く、特に女性で転出者数が転入者数を

大きく上回っており、結婚や職場近くへの居住などのために転出しているものとみら

れます。この出産年齢期の女性の転出は出生数にも影響してきます。 

さらに現状の人口動態が今後も続いた場合、国勢調査及び国立社会保障・人口問題

研究所の調査をもとに推計すると、2040 年には現在のほぼ半数の 5,000 人程度にま

で人口が減尐すると予測されます。その際の高齢化率（65 歳以上の人口割合）は

52.7％に達し、現在の高齢化率である 40.0％（2010 年（平成 22 年）国勢調査）を大

きく上回ります。 

 

＜表 1 大紀町・三重県の 5 年毎の人口及び将来推計人口の推移＞ 

 

単位（総人口：人・指数：％） 

※2010 年までは実績値（国勢調査）、2015 年以降は社会保障・人口問題研究所（以下社人

研）推計 

 

 

 

(人）

大紀町（総人口） 大紀町（指数） 三重県(総人口） 三重県（指数）
1980 14,144 100 1,686,936 100
1985 13,521 95.6 1,747,311 103.6
1990 12,580 88.9 1,792,514 106.3
1995 11,921 84.3 1,841,358 109.2
2000 11,333 80.1 1,857,339 110.1
2005 10,710 75.7 1,866,963 110.7
2010 9,820 69.4 1,854,724 109.9
2015 8,955 63.3 1,821,273 108.0
2020 8,098 57.3 1,773,233 105.1
2025 7,253 51.3 1,714,523 101.6
2030 6,458 45.7 1,649,474 97.8
2035 5,733 40.5 1,580,118 93.7
2040 5,078 35.9 1,507,656 89.4
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＜図 4 大紀町・三重県の総人口の推移、及び、将来推計（1980年＝100）＞ 

 

※2010 年までは実績値（国勢調査）、2015 年以降は社人研推計 

 

＜図 5 年齢 3区分別人口の推移と将来推計＞ 

 

※2010 年までは実績値（国勢調査）、2015 年以降は社人研推計 
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＜図 6 年齢階層別（5歳階級別）人口の変化（人口ピラミッド）＞ 
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※2010 年までは実績値（国勢調査）、2015 年以降は社人研推計 

 

＜図 7 出生数・死亡数、転出数・転入数の推移と総人口の推移・将来推計＞ 

 

※総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 
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３．財政の状況 

 本町の平成 27 年度の歳入総額は約 77.5 億円です。平成 18 年度からの 10 年間をみ

ると、約 70 億円から 80 億円の間で推移しています。内訳では、地方交付税が最も高

い割合を占めています。 

 今後、人口の減尐に伴う町税収入の減尐や、交付税の合併特例期間の終了に伴う地

方交付税の減尐や高齢化の進展に伴う扶助費の増加が見込まれ、財政規律の強化に努

めていく必要があります。 

 

＜図 8 歳入の状況＞ 

 

 

＜図 9 歳出の状況＞ 
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４．公共施設等に係る中長期的な経費の見込み 

 本町が現有する公共施設をそのまま持ち続けた場合の更新費用と、インフラ資産に

対し長寿命化対策等を実施しないと仮定した場合の更新等費用を合算すると、平成 28

年度からの 40 年間で約 683.8 億円が必要となることが見込まれ、1 年当たりでは約

17.1 億円となります。 

 また、公共施設、インフラ資産の別では、公共施設においては、大規模改修や建替

えといった更新費用が 40 年間で約 359.5 億円、1 年当たりにすると約 9 億円が必要と

なります。これは、直近 5 年間（平成 23 年度から平成 27 年度）の公共施設に係る投

資的経費の平均額である約 6.22 億円の 1.4 倍程度にあたります。 

 インフラ資産においては、更新及び新規整備費用が 40 年間で約 324.4 億円、1 年当

たりにすると約 8.1 億円が必要となる見通しです。 

 

＜図 10 将来更新費用の推計（公共施設＋インフラ）＞ 
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＜図 11 将来更新費用の推計（公共施設）＞ 

 

 

 

＜図 12 将来更新費用の推計（インフラ）＞ 
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第３章 公共施設等の基本方針 

 

１．公共施設等の適正管理に関する基本的な考え方 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

今後、公共施設等の老朽化は一斉に進行し、次々に大規模な修繕や建替えの時

期を迎えることになります。また、道路、上水道等のインフラ施設も同様に、こ

れまで整備してきた施設の老朽化対策、耐震対策等、これまで以上に計画的な補

修、更新等が必要とされます。  

同時に、今後人口減尐と高齢化が進むことから、税収の伸びを期待することは

できず、また、高齢化等に伴う社会保障費が増大すると見込まれるため、将来の

町財政状況は一層厳しくなると予想されます。  

そのため、公共施設等をこれまでと同じ規模・手法で整備・維持管理していく

ことは、現実的とは言えません。住民の暮らしを守りながら未来に繋げるために

も、将来の人口動向や財政状況、住民ニーズの変化等を的確に捉え、現在及び将

来の町民にとって真に必要であり、身の丈にあった規模となるよう、各々の施設

のあり方を見極めていく必要があります。また、公共施設等の全体の最適化を実

現する施設マネジメントについても、着実に実行していくことが求められていま

す。  

これからのまちづくりにおいては、施設重視から機能重視へ、総量維持から機

能維持へと、思考を転換することが求められます。また、施設の長寿命化や、民

間活力の導入、民間サービスの積極的な活用など、効果的な手法で効率的に管理

していくと同時に、持続可能な公共施設等の実現に向け、施設総量を削減する必

要があります。そのためにも、年度を越えた総合調整のみならず、施設整備財源

となる公債費償還（後年度負担）への配慮、個別施設計画等の見直しなど、中長

期的な計画期間と視点が不可欠となります。 

なお、実施の段階においては、住民との合意形成に向け、情報や認識の共有化

を進めていくことが求められています。 
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（２） 公共施設等の基本的方針 

① 施設機能の最適化 

 人口構造・財政規模・財政力に見合った施設保有に向けて、時代の変遷によっ

て公共施設のニーズが変化したもの、又は縮小したものについては、機能の移転

や統合、廃止を含めた施設の再配置を進めることを基本とします。  

また、公共施設の更新・新規整備等を進めるときは、従前からの機能に限定し

た整備計画を前提とするのではなく、将来を見据えた機能に着目し、施設の複合

化と多機能化を進めることを基本とします。 

 

② サービス提供の最適化 

公共施設等の維持・管理運営・更新・新規整備等については、適切なコストで

の公共サービスの提供に向けて、指定管理者制度の導入等を事前に検討すること

を基本とします。 

また、民間活力活用の考えの下、行政・民間・町民等の役割分担を明確にし、

公共施設の目的、利用状況等に応じた受益者負担の適正化を図ることを基本とし

ます。 

 

③ 持続可能な行財政運営 

公共施設等の維持等については、計画的な長寿命化を行うとともに、ライフサ

イクル全体を通じたトータルコストを縮減することを基本とします。  

公共施設の更新等については、既存施設の有効利用と機能統合、近隣施設との

広域連携、民間との連携による対応など、施設整備を伴わない手法を検討するこ

とを基本とします。このような対応が難しく、又は喫緊の対応が必要なときは、

中長期的な視点から他施設を含めた施設総量の削減を図ることを基本とします。  

用地（インフラ施設の整備のために取得する用地及び企業誘致のため一時的に

取得する用地を除く。）については、新たな取得を抑制し、農地等の保全に配慮す

ることを基本とします。  

未活用資産等については、売却（借受け資産の返却を含む。）・貸付け等を行い、

処分等による積極的な有効活用と実質保有量を削減することを基本とします。  

インフラ施設については、個別施設計画（長寿命化計画）等に基づき、計画的

な修繕・更新等を行うことを基本とします。また、新規投資を厳選し、老朽化す

る既存の都市基盤施設の維持管理・更新を効率的に行うことを基本とします。 
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２．公共施設等の管理に関する実施方針 

（１） 点検・診断等の実施方針 

公共施設の機能を、最尐の経費で長期間維持することができるように、施設特

性、自然環境、保全優先度等を考慮した上で、定期的な点検・診断等を実施し、

施設状態を把握します。  

インフラ施設については、インフラ長寿命化基本計画（個別施設計画を含む。）

等、国から示される技術基準等に準拠し、適正に点検・診断等を実施します。 

 

（２） 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公共施設等にかかるトータルコストの縮減・平準化を図るため、点検・診断等

の結果を踏まえ、適切に維持管理を行います。更新予定がない施設、規模が小さ

い施設等については、原則、適切な維持管理により対応します。また、機器等の

エコ化を進め、維持管理費の削減を進めます。  

施設の整備手法については、建設コストや運営経費の削減に努めます。  

インフラ施設については、劣化状況等を把握しながら、効率的な維持管理・修

繕・更新を行います。また、新しい技術や考え方を積極的に取り入れ、合理的に

行います。 

なお、更新等にあたっては、既存町有地での整備を基本とし、土地の新規取得

の抑制と農地等の保全に配慮します。 

 

（３） 安全確保の実施方針 

公共施設の安全性を確保するため、学校施設や保育所等、公共サービスと建物

が密接に関連する施設等については、優先的に安全対策を実施します。その他の

施設については、施設状況を把握の上、計画的な安全対策を講じます。 また、老

朽化が激しく、著しい危険性が認められる施設については、施設状況を把握の上、

速やかに利用を停止するなど、早急な対処を行います。 

インフラ施設については、その多くがライフラインとして町民生活に密接に関

係することから、計画的な安全対策を進めます。 

 

（４） 統廃合や廃止の推進方針 

① 公共施設の集約と再配置 

公共施設の更新、新規整備等を行うときは、類似する機能の共有と規模の効率

化を図るための機能集約を行い、施設をコンパクト化することを前提とします。  

また、必要な機能を確保しつつ、更新前と同等以下の施設規模とすることを基

本とし、複合化等による総量削減を進めます。  

このほか、近隣との広域連携による施設の共有化や民間との協働による建替え
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に頼らない手法についても、積極的に検討していきます。 

 

② 不要資産の処分 

使用していない、又は将来使用予定のない資産については、売却処分等による

積極的な有効活用が求められます。そのため、利活用計画のない資産については、

普通財産化し、貸付け等を行うことにより、町の実質保有量を最小化します。  

このほか、施設機能を維持したまま、民間・地区への移譲を行うなど、公共サ

ービスの維持と歳出抑制に取り組みます。 

 

（５） 体制の構築方針 

① 施設マネジメント体制の整備 

公共施設全体の最適化を図るためには、中長期的、かつ、総合的な視点に立ち、

施設マネジメントを着実に実行する必要があります。 

また、施設に関する情報の一元管理、更新施設の選定と順位付け、本計画と個

別施設計画との整合性の確保など、庁内横断的な取り組みが必要となります。そ

のため、施設マネジメントを一体的に推進できる体制づくりを進めます。 

 

② 職員の技術・意識向上 

施設マネジメントの実行にあたっては、職員一人ひとりが従来の個別施設ごと

の管理思考から抜け出し、経営的視点を持って全体の最適化を目指す必要があり

ます。そのため、技術面及びマネジメントに関する研修等を実施し、職員の技術

と意識向上を図ります。  

 

 

３．フォローアップの実施方針 

社会情勢の変化に対応し、個別施設計画との整合性を図るため、必要に応じて柔軟

に本計画を見直します。また、予算編成、予算見通しと連動させるとともに、ＰＤＣ

Ａサイクルによる進行管理を行い、本計画の実効性を高めます。 
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４．施設分類ごとの管理に関する基本的な方針 

 本町の公共施設等の状況、人口推移と将来人口、財政状況、公共施設等に係る中長

期的な経費の見込み等を踏まえ、施設類型ごとの管理に関する基本的な考え方は次の

とおりです。 

 

（１） 公共施設 

① 市民文化系施設 

 適切な管理が行われるよう、連絡体制を密にして予防的な維持管理を実施し、コ

ストの縮減に努めます。 

 設置時から社会背景が変化し、公共施設としての必要性が薄れ、且つ地域に密着

した施設については、地域への譲渡等を検討していきます。 

 施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 

 

② 社会教育系施設 

施設の更新にあたっては文化財や貴重な資料等を確実に保存可能である機能と

ともに、利用者の安全性を考慮し、利用状況、コストを含めた慎重な検討が必要

です。 

 施設の更新にあたっては、利用状況を勘案しながら、規模の適正化を検討する必

要があります。 

施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 

 

③ スポーツ･レクリエーション系施設 

 スポーツ施設については、公共施設としての必要性を考慮しつつ、利用状況、立

地地域バランス等を勘案し、適切な配置に努めます。 

 レクリエーション・観光施設については、地域の観光資源等の分布状況や地域活

性化の観点から必要性を考慮しつつ、利用状況を勘案し、適切な配置を行います。 

 施設の運営・維持管理については、指定管理者制度の導入も検討し、更なる効率

化を図ります。 

 

④ 産業系施設 

 日常的な点検を適切に実施し、施設の劣化や損傷を早期に発見するとともに、計

画的な維持補修により施設の長寿命化を図ります。 

 施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 

 

⑤ 学校教育系施設 

 学校施設については、児童生徒の学校生活での安全・安心が確保されるとともに
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地震、津波や大雨等の自然災害に対する地域の防災拠点としての強化が求められて

いることに十分考慮し整備を進めます。 

施設の更新にあたっては、尐子化による児童生徒数の減尐を考慮した適正配置や

施設の複合化についても検討していく必要があります。 

 施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 

 

⑥ 子育て支援施設 

 施設の更新にあたっては、人口分布、保育ニーズ、施設の態様、配置状況を勘案

した上で、多様な保育サービスを提供する機能を有する施設として整備することを

基本に適正配置を図ります。 

 施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 

 

⑦ 保健・福祉施設 

 高齢者福祉施設については、今後の高齢化の進展や地域ニーズを見定めた上で、

施設の適正配置を検討していきます。また、施設の更新にあたっては、集約化や複

合化を検討していく必要があります。 

 障がい者福祉施設については障害福祉サービス等の必要性やニーズを見定めた

上で、施設の適正規模、配置を検討していきます。また、施設の更新にあたっては、

機能移転や複合化等を検討していく必要があります。 

 保健施設については、施設の設置目的や住民ニーズを見定めた上で、施設の適正

規模、配置を検討していきます。 

 施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 

  

⑧ 行政系施設 

 庁舎等については、行政事務を行う施設であるあるとともに、災害時には災害対

策本部が設置され地域の防災拠点として重要な機能を担うことから、計画的な管理

に努めます。 

 消防・防災施設については、災害時の拠点となる重要な施設であることから、適

切な配置、機能、規模を考慮した更新、計画的な維持保全や長寿命化を図ります。 

 施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 

 

⑨ 公営住宅 

公営住宅については、施設の定期的な点検を適切に実施し、予防的な維持管理

を行います。 

施設の運営・維持管理については、更なる効率化を図ります。 
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（２） インフラ施設（道路等・橋りょう・上水道） 

 道路等については、定期的な点検を行い経年的な劣化に基づく適切な更新を実施

していきます。なお、新規に道路を整備する際には必要性を十分吟味し、整備を進

めます。また、必要に応じて事業計画を策定し、補助制度等を活用して整備を進め

ます。 

 橋りょうについては、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的に取り組みま

す。また、予防的な維持保全を行い、維持管理費の低減に努めます。 

 上水道施設については、老朽化による管路の漏水を未然に防ぎ、ライフラインの

強化に努めます。管路の耐震化を計画的に進めます。 


