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はじめに 

 

１．本計画の背景と目的 

森町では人口の減少や少子高齢化などの影響から、今後、行政サービスに対する需要

に変化が生じてくることが考えられます。当町の公共施設等は、1970 年（昭和 50年）

代に小中学校､公営住宅等の公共施設等を重点的に建設してきましたが、施設等の老朽

化が進み､2024年には築 30年以上の公共施設等が 70％を超える状況にあり、修繕･更新

等に多額の費用が必要になると見込まれます｡ 

一方､財政面は､人口減少による町税収入の伸び悩みにより､財政状況が厳しくなるこ

とが予想され､公共施設等の更新に係る費用の確保が課題となっています｡ 

このように公共施設等の老朽化対策が大きな課題となる中、総務省より公共施設等総

合管理計画の策定にあたっての指針が平成 26年 4月 22日に示されました。この指針で

は「今後の人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されてい

ることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更

新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化すると

ともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要」とされています。 

 森町においても長期的な視点をもって公共施設等の更新･統廃合･長寿命化等の施策

を計画的に行うことにより､公共施設等の更新等に係る財政負担の軽減･平準化を図り、

行政サービスの水準を確保するため、公共施設等の最適な配置の実現を目的とする、公

共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）の策定が必要になっています。 

 

 

２．森町の最近の動き 

森町は、平成 27年度に合併 60周年の記念すべき年を迎えました。 

平成 26年 10月には静岡県の内陸フロンティア推進区域に指定され、新東名高速道路

の森掛川ＩＣ、遠州森町ＰＡに設置されたスマートＩＣなど交通の利便性を生かし、「遠

州の小京都」と呼ばれる美しい自然景観や、歴史・文化等の地域資源を活用した観光拠

点機能の向上等により、新たな交流を創出する魅力ある地域づくりを推進しています。  

また災害発生時は、町民や高速道路利用者の迅速な避難・救援活動等の拠点としての多

様な防災機能の確保、人口減少対策に対する対応や、新交通アクセスを活かす企業誘致

の推進、地場産業の再生と創造などの取組みも必要とされています。 

このように森町は地理的にも観光や防災面からも重要な拠点としての位置づけがさ

れています。 
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３．これまでの森町の取組み 

森町では、平成 25 年 3月に「森町橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、橋長 15m 以上

の橋梁 55 橋を対象に合理的な維持管理を実施するための計画を策定しています。 

また浜松市近隣の市町が、公共施設の利用等の広域的連携を図る「遠州広域行政推進会

議」や、静岡県が主催し県内市町が公共施設等総合管理計画の勉強会や情報交換等を行

う「ファシリティマネジメント研究会」にも参加し、公共施設等の管理における方向性

を検討しています。 

 

４．本計画の概要 

本計画は、総務省より示された「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（平

成 26年 4月 22日）」に基づいて作成しています。 

前半は、森町の「公共施設等の現況や将来の見通し」として、公共施設の状況（数、

延床面積等）、財政状況、人口動態などを明らかにします。 

後半は、森町の公共施設等における課題を明確にすると共に「公共施設等の総合的か

つ計画的な管理に関する基本的な方針」として、統合・更新・長寿命化等に関する基本

的な考え方、目標など管理に関する基本方針を示しています。 

 

５．公共施設等総合管理計画の位置付け 
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※「森町公共施設等総合管理計画」は、国から示された「インフラ長寿命化基本計

画」により、町が策定すべきインフラ長寿化計画（行動）の位置づけになります。 

※「森町総合計画」、「森町新行財政改革プラン」は、平成 28年度を初年度とする計

画の見直しを予定しています。 

※「森町町営住宅長寿命化計画」は、平成 27年度～平成 36年度（10年間）を計画

期間としています。 

※「森町水道事業基本計画（予定）」は、事業年度を平成 29年度～平成 48年度（10

年毎に見直し）としています。 

 

 

６．公共施設等の調査対象抽出条件 

 

ア．公共施設 

対象とする公共施設は森町「建物用途別集計表」に名称が記載されている、平成 26

年 3月末時点の学校教育施設、文化施設、庁舎等です。また公営企業会計の森町病院関

係施設（森町病院、森町家庭医療センター等）も対象にしています。 

延床面積は施設の敷地内にある建物の総延床面積です。建物以外の敷地面積は含めて

いません。例えば公園の場合は、公園内の公衆トイレ、管理棟など建物のみを対象にし

ています。 

 

イ．インフラ 

インフラは、平成 26 年 3月末時点における、下水道施設（浄化センター、下水道管）、

道路（町道である一般道路、自転車歩行車道）、橋りょうを対象にしています。また公

営企業会計の上水道施設（配水池、ポンプ場、水道管）を対象にしています。但し簡易

水道に関連する施設及び水道管は除きます。 
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一 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（１）森町における公共施設等の状況 

① 町が保有する公共施設の一覧       

施設名称　(大分類） 施設数 延床面積 施設名称（中分類） 施設数

学校教育系施設 8 34,875㎡ 小学校 5

中学校 3

医療施設 2 10,723㎡ 病院 1

家庭医療センター（複合施設） 1

公営住宅等 8 10,038㎡ 町営団地 8

文化系施設 11 9,339㎡ 文化会館 1

総合センター等集会施設 7

歴史民俗資料館等 2

元農協三倉倉庫 1

行政系施設 26 4,056㎡ 役場 1

消防器具置場 25

保健・福祉施設 5 4,009㎡ デイサービスセンター 3

保健福祉センター（複合施設） 1

授産所（もみの木） 1

3 3,244㎡ アクティ森(複合施設） 1

キャンプ場 1

宿泊施設 1

子育て支援施設 9 2,977㎡ 幼稚園 5

児童ｸﾗﾌﾞ 3

院内保育所 1

社会教育系施設 1 510㎡ 図書館 1

スポーツ系施設 3 3,485㎡ 中央体育館 1

グランド及び管理棟 2

公園等 13 144㎡ 公園 11

町民の森 1

遺芳塔 1

その他 26 1,434㎡ 遊休施設 7

電話ボックス 7

公衆トイレ 12

合計 115 84,834㎡ 115

レクリエーション系
施設

※下水道の浄化センター、上水道の配水池、ポンプ場は、分析においてインフラとして扱

うのが適当であるため、公共施設（ハコモノ）としての対象施設から除いています。 
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② 町が保有するインフラの概要 

名称

道路

橋りょう

導水管　L=　9km
送水管　L=　4km
配水管　L=　186km
関連施設　配水地　ポンプ場

※簡易水道の管、関連施設は上記に含まれていません。

浄化センター　1施設　延床面積　1,631m2
下水道

下水道　L=　27km

施設概要

一般道路（町道）　　　　L＝368km
自転車歩行車道（町道）　L=3km

287橋（15m未満：230橋、15m以上：57橋）

上水道

配水池　　3施設　延面積　600m2

ポンプ場　2施設　延床面積　100m3
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（参考）森町が加入する一部事務組合の施設の概要 

本町は以下の一部事務組合に加入しています。施設の保有は一部事務組合ですが、

施設の維持管理・修繕・更新等の財源の一部を負担金として毎年度拠出しています。 

構成団体
施設整備

年度

延床面積

(m
2
)

森町負担金
拠出割合

（平成25年
度実績）

袋井消防署 本署 S47 826

倉庫兼車庫 S53 99

庁舎増築 S61 290

浅羽分署 H5 735

山梨分遣所 H25 509

森分署 H14 952

袋井衛生センター 第1プラント S60 2,071

第2プラント H9 2,782

中遠聖苑 S58 1,448

【中遠広域事務組合】
磐田市、袋井市、森町

中遠クリーンセンター H19 7,797 8.0

【中東遠看護専門学校組合】
磐田市、掛川市、袋井市
御前崎市、菊川市、森町

H4 6,786 6.0

S45 2,464

H7 293

H17 133

H4 781

H9 312

【養護老人ホームとよおか管理組合】
磐田市、浜松市、森町

S41 2,106 11.4養護老人ホーム豊岡

【東遠学園組合】
菊川市、掛川市、御前崎市

浜松市、森町

東遠学園 8.3

生活支援センター

通所施設「和」

こども発達センター「めばえ」

生活寮

施設名

【袋井市森町広域行政組合】
袋井市、森町

20.5

東海アクシス看護専門学校
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③ 用途別の建物総床面積の内訳及び比率 

 全施設数は 115施設です。下水道の浄化センター、上水道の配水池、ポンプ場は、分

析はインフラとして扱うのが適当であるため、公共施設（建物）としての対象施設から

除いています。 

「学校教育系施設(41.1%)」及び「医療施設(12.6%)」で全施設延床面積の 50％を超え

ています。 

 行政系施設 26施設には、役場庁舎 2,787m2、消防関連の 25 施設（消防器具置場やコ

ミュニティー消防センター）1,269m2が含まれます。 

 その他の 26施設には、電話ボックス 7箇所 14m2、公衆トイレ 12箇所 182m2、遊休施

設 7施設 1,237m2が含まれます。 

施設名称(大分類） 施設数 延床面積 割合 施設名称(大分類） 施設数 延床面積 割合

学校教育系施設 8 34,875㎡ 41.1% スポーツ系施設 3 3,485㎡ 4.1%

医療施設 2 10,723㎡ 12.6% レクリエーション系施設 3 3,244㎡ 3.8%

公営住宅等 8 10,038㎡ 11.8% 子育て支援施設 9 2,977㎡ 3.5%

文化系施設 11 9,339㎡ 11.0% 社会教育系施設 1 510㎡ 0.6%

行政系施設 26 4,056㎡ 4.8% 公園等 13 144㎡ 0.2%

保健・福祉施設 5 4,009㎡ 4.7% その他 26 1,434㎡ 1.7%

 

大分類別建物延床面積割合 
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30年以上経過した建物の内、66％が学校教育施設、7％が行政系施設で、両施設で全

体の 73％を占めています。 

30年以上経過した建物の大分類別延床面積 

 

  

30年以上経過した建物は、平成 25年（2014年）度末時点で全体の約 48％を占めて

います。10年後の平成 35年(2024年)度末には、約 66％の施設が 30年以上経過するこ

とになります。 

30年以上経過した建物比率 
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④ 築年別整備状況（延床面積） 

年度別の公共施設の整備状況は、1980 年前後に学校や町営住宅の整備によるピーク

があり、1996年前後にも文化会館、病院等の整備によるピークがあります。 

 

※上記データは、将来において更新が予定されていない公共施設（町営住宅城下団地、町営住宅

向天方団地、中央体育館、歴史民俗資料館、江間邸、遊休施設）、及びインフラとして扱う上下

水道施設を含みません。 

 

⑤ 耐震化実施状況 

旧耐震基準（1981 年以前）の整備は 26,526m2（33.8％）あり、主に学校教育系施設

が占めています。旧耐震基準のうち、耐震化未実施の施設は 3,041m2（3.9％）あります。 

新耐震基準（1982 年以降）で整備された施設は 52,036m2（66.2％）です。 

 

※上記データは、将来において更新が予定されていない公共施設（町営住宅城下団地、町営住宅

向天方団地、中央体育館、歴史民俗資料館、江間邸、遊休施設）、及びインフラとして扱う上下

水道施設を含みません。 

森町病院 

文化会館 

学校教育系施設 

 
新耐震基準 

 
新耐震基準 

保健福祉センター 
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⑥ 公共施設等の他自治体間比較 

公共施設等に関する森町の特徴を検討するため、近隣自治体である磐田市、掛川市、

袋井市との比較を行いました。比較データは、各自治体の Web サイトに掲載されている

公表資料のデータを使用しています（自治体毎の調査時期、公共施設の対象範囲等は必

ずしも一致していません）。また全国平均及び 10-30 千人未満の自治体データは、総務

省の調査データを使用しています。 

 

1) 全国平均、及び 10-30千人未満の自治体データ 

総務省が平成 24年 3月に公表した「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費

用の比較分析に関する調査結果」のデータを記載しています。 

 

2) 近隣自治体（磐田市、掛川市、袋井市）のデータ 

磐田市公共施設白書（平成 26年 7月 10日）、掛川市「平成 25 年度決算審査意見

書」等、袋井市公共施設白書(平成 27年 5 月)等、のデータを使用しています。 

人口は、上記データの対象年度に合せ、磐田市 171,539 人（平成 25 年 3月 31日）、

掛川市 118,022人（平成 25年 3月末）、袋井市 86,927 人（平成 26年 4月 1日）を

使用しています。 

磐田市、掛川市、袋井市のデータは webサイトで入手可能な場合のみ比較データ

を記載しています 

上水道管長は、平成 25年度静岡県の水道の現況（平成 26 年 3月 31 日現在、静岡

県）のデータ（水道管長は、管径 50mm 以下を除く）を使用しています。 

 

3) 森町のデータ 

総務省「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結

果」のデータの条件に合せ、50 m2未満の公共施設、病院関連施設、上下水道施設を

除いた数字（延床面積 71,972 m2）を使用しています。 

人口は、人口 19,677人（住民基本台帳：平成 25年 4月 1日）を使用しています。 

上水道管長は、近隣自治体との比較において、平成 25年度静岡県の水道の現況（平

成 26 年 3月 31日現在、静岡県）のデータを使用しています。 

 

参考； 

総務省「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果」は、

市区町村に調査協力を依頼し、回答があった 111市区町村の取りまとめを行ったものです。

調査協力市区町村の人口（1,802 万人）の全国の人口に占める割合は 14.2％である（人口

は平成 22 年３月 31 日現在の住民基本台帳人口）。公共施設は普通会計の延床面積が 50 ㎡

以上の建築物を対象とし、普通会計以外の会計の建築物である病院、競馬場等は含んでい

ない。なお、浄水場、下水処理施設等の上水道及び下水道の施設については、上水道及び

下水道の区分で上水道管及び下水道管と合わせて将来の更新費用を試算しています。 
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(ア) 人口一人当たり公共施設の延床面積（ｍ２／人） 

森町の人口一人当たり公共施設の延床面積 3.66m2／人は、全国平均に近く、いずれの

近隣市よりも森町が上回っていますが、10-30千人規模の自治体と比較すると約 1.6m2

（▲30％）少なくなっています。 

 

※ 掛川市のデータは「平成 25年度決算審査意見書」のデータを使用しています。 

 

(イ) 公共施設 老朽化の状況（％） 

全国平均及び 10-30 千人未満の自治体平均は、耐用年数まで 10年未満及び耐用年数

を超えたものの割合です。森町を含む各自治体のデータは築 30年以上を経過した公共

施設の割合を示しています。 

森町は老朽化の割合が 47.8％と、全国平均 43.1％、10-30千人未満の自治体平均

35.9％と比較し老朽化が進んでおり、近隣市との比較では約 6％老朽化施設が少なくな

っています。これは森町文化会館や森町病院など、規模が大きい施設が 1990 年代に整

備されたことが要因の一つであります。 
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(ウ) 公共施設 耐震改修の状況（％） 

森町は、全国平均や 10-30千人規模の自治体平均と比較して耐震改修が進んでいます。 

静岡県は以前から東海・東南海・南海地震の発生が想定されていることから、近隣市

においても耐震改修は高い状況と言えます。 

 

※ 袋井市は「袋井市耐震改修促進計画平成 19年 9月（平成 25年 3月修正）」の市有建築

物の耐震化率（平成 24年 3月 31日現在）のデータを使用しています。 

※ 掛川市は「市内公共施設の耐震化は進んでいますか。Q&A」のデータを使用しています。 

 

(エ) 人口一人当たり道路面積（m2／人） 

森町は、10-30千人未満の自治体平均と比べると、人口一人当たり道路面積は約 6.6 m2

（▲6%）小さく、近隣自治体との比較では 30％程上回っています。 

 
※ 掛川市は、「公共施設状況調経年比較表 2013年度(平成 25年度）)のデータを使用して

います。 

 

 

 



13 

 

(オ) 人口一人当たり橋りょう面積（m2／人） 

人口一人当たり橋りょう面積は、全国平均をはるかに上回り、10-30千人未満規模の

自治体や袋井市の約 2倍の面積となっています。 

 

 

(カ) 人口一人当たり上水道管長（m／人） 

近隣自治体との比較において、6.13m／人と、近隣自治体より 20%以上短くなってい

ます。（管径 50mm 以下を除く比較データ） 

 

全国平均、10-30 千人未満との比較では、10.3 m／人と、全国平均の 2倍、10-30千

人未満の 10.79m／人に近い数字になります。（管径 50mm以下を含む比較データ） 
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(キ) 人口一人当たり下水道管長（m／人） 

人口一人当たり下水道管長は、全国平均や 10-30千人未満規模の自治体平均及び、近

隣の自治体のいずれよりも短くなっています。 

これは森町の下水道の供用開始から 6 年目であり、平成 46 年までの整備途上である

ためと言えます。 

 

 

(ク) 森町と他の自治体比較について 

a)公共施設 

人口一人当たり公共施設の延床面積 3.66m2／人は、10-30千人未満の自治体平均より

3 割程少なく、50-100千人未満の自治体平均 3.56 m2／人に近い数字です。森町の人口

規模からみると、公共施設の延床面積は必ずしも大きいとは言えない状況です。 

また耐震改修済みの施設や新耐震基準対応施設の割合が高いものの、学校教育系施設、

行政系施設を中心に老朽化が進んでいます。公共施設の老朽化比率は、近隣自治体より

低いものの、全国平均、10-30千人未満の自治体平均より高くなっています。 

 

b)インフラ 

 人口一人当たり道路面積、人口一人当たり上水道管長は、いずれも全国平均より大き

いものの、10-30千人未満の自治体平均を下回っています。近隣自治体とでは道路面積

は 3割程大きいものの、上水道管長（管径 50mm以下を除く）は 2割以上下回っていま

す。 

 人口一人当たり橋りょう面積は、全国平均を大幅に上回り、10-30千人未満の自治体

平均及び、袋井市の約 2倍となっています。 

 逆に、人口一人当たり下水道管長は、下水道の供用開始から 6年目であり、全国平均、

10-30千人未満の自治体平均、磐田市及び、袋井市を大幅に下回る整備状況です。また

10-30千人未満の自治体平均と比較では、1/4以下の整備状況です。 
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（２）総人口や年代別人口についての今後の見通し 

  

森町の全体人口は、2060年に 13,033人まで減少すると見込まれています。これは 2010

年比で 33%の減少となります。階層別に見ると、生産年齢人口が 2060 年に 6,675 人と

2010年比で 42.5%の減少、老年･年少人口は 20%前後の減少が見込まれています。 

 

 

 年齢区分別人口の構成割合を見ると、生産年齢人口の割合は、2060 年に 51%と 2010

年比で 10%程減少する見込みです。老年人口は 6%の増加、年少人口は 13%～15%の間で

変動し微増すると見込んでいます。 

 

年齢区分別人口の構成割合（推計含む） 
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※人口推計の算定根拠 

人口推計は、森町総合戦略における人口ビジョンのデータを使用しています。算定根拠

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（2013）年 3月

推計）」の人口推計を基に、 自然増減の合計特殊出生率を 2015年の 1.5から 2030年に 2.07 

まで徐々に上昇させ、 それ以降は 2.07を維持すると仮定しています。合計特殊出生率を、 

2015 年 1.5、2020 年 1.67、2025 年 1.87、2030 年 2.07 と見込んでいます。社会増減に

ついては、転入出が 2030年以降均衡すると仮定しています。   

 

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（2013）年 3 月推

計）」の人口推計方法は、人口の変動要因である出生、死亡、国際人口移動について年齢別

に仮定を設け、コーホート要因法により将来の男女別、年齢別人口を推計しています。 
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（３）公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこれら

の経費に充当可能な財源の見込み等 

 

① 歳入状況の推移 

歳入総額は、70 億円台を推移していましたが、平成 21 年度以降は 80 億円近くに推

移し、平成 25 年度は 82 億円となっています。主な内訳は、地方税 26 億円（31.5%）、

地方交付税 18億円(21.9%)、地方債 8億円(9.7%)、国庫支出金 7 億円(8.5%)及び都道府

県支出金 5億円(6.1%)となっています。地方税は減少傾向にありますが、地方交付税は

増加傾向にあります。 

歳入状況の推移 

 

② 歳出状況の推移 

歳出総額は 60億円前後で推移していましたが、平成 21 年度以降は 70 億円前後にな

り、平成 25年度の歳出総額は 73億円となりました。 

主な内訳は、人件費 12億円(16.8%)、物件費 9億円(12.5%)、扶助費 8億円(11.3%)、

補助費等 14億円(19.3%)、投資的経費 10億円(14.7%)及び繰出金 8億円(11.7%)となっ

ています。 

いずれの内訳も大きな増減はありません。平成 21年度の補助費等は 19 億円となって

いますが、他の年度では 14億円前後の水準となっています。 

人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費は平成25年度で26億円となっており、

義務的経費比率は、36.1%となっています。 
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歳出状況の推移 

 

 

③ 実質公債費比率の推移 

実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政

規模に対する比率の過去３年間の平均値で、借入金（地方債）の返済額及びこれに準じ

る額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を表す指標のことです。 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準は 25％、財

政再生基準は 35％（いずれも市町村･都道府県ともに）となっています。森町は、平成

25年度 8.9％に改善しています。 

実質公債費比率 
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④ 公共施設の更新費用の推計結果 

公共施設の更新費用は、建替え更新年数を 60 年、大規模修繕を 30年とした場合、2014

年度以降の 40年間に総額 309.8億円、年 7.7億円が見込まれます。 

更新費用のピークは 2025～2027年度と 2035～2041 年度にあり、年度によっては年間

10億円を越す更新費用が見込まれます。 

更新費用の内訳は、2027 年度までは大規模修繕による費用が多く、2041 年度にかけ

ては建替えによる費用が多く見込まれています。 

 
※更新費用試算において次の施設は対象外としています。建替え予定の無い「城下団地」、文化

系施設の一部（歴史民俗資料館、旧江間邸、元農協三倉倉庫）。 

 

 

⑤ 施設類型毎の更新費用総額の試算 

公共施設における 40年間の更新費用総額を 309.8億円の内、学校教育系施設が 159.1

億円（51.4％）、文化系施設が 32.0 億円（10.3％）、年更新費用は、学校教育系施設が

4 億円、文化系施設が 0.8 億円となっています。 
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⑥ 人口一人当たりの将来一年当たり更新費用見込み額（千円／人） 

公共施設における人口一人当たりの将来一年当たり更新費用見込み額は、10-30千人

未満の自治体平均より少ない状況ですが、全国平均や近隣市より 20%以上多い見込みで

す。 

 

 

⑦ インフラ資産の更新費用の推計結果 

 インフラ資産全体では、今後 40年間の整備額 547 億円、1年当たり整備額 13.7億

円の更新費用が見込まれます。 

 2015 年～2017年に更新費用のピークがあり、1年当たり整備額は 30億円以上見込

まれています。その内の約 24億円が上水道の更新費用が占めています。また 2021年

度、2035年度には、インフラ資産全体で 20 億円を超える更新費用が見込まれます。 

 

インフラ資産全体の将来更新費用の推計 
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上水道の今後 40年間の整備額 198 億円、1年当たり整備額 5億円が見込まれていま

す。これは 1978年の水道事業の開始に際し 1974 年～1978 年に集中的に上水道管の整

備を行い、耐用年数の 40 年を迎えることが要因となっています。 

 

上水道の将来更新費用の推計 

 

 

⑧ インフラを含む公共施設等の更新費用の推計結果 

 インフラを含む公共施設等の全体では、今後 40年間の整備額 856.8億円、1年当た

り整備額 21.4億円の更新費用が見込まれます。 

 2015年～2017年に更新費用のピークがありますが、その大部分は上水道の更新費用

が占めています。その後は、2021～2027年度、2033～2041 年度の間において、公共施

設の大規模修繕や施設更新を含め、年間 20億円を超える更新費用が見込まれています。 

 

 

 

 



22 

 

⑨ 財政と公共施設の更新費用の推計 

今後 30年間のインフラ・公共施設全体の更新費用の推計と使用可能な金額より、総

額で 441.7 億円、年平均 14.8億円不足することになります。公共施設のみの更新費用

でも年 8.3 億円（総額 247.7 億円）が見込まれることから、公共施設の一部とインフ

ラの更新費用は賄えない状況です。 

 

 総額（億円） 年平均額（億円） 

公共施設等全体の更新費用 675.1 22.5 

使用可能な金額 233.4 7.7 

不足額 441.7 14.8 

※上記は今後 30 年間の更新費用を推計しているため、P21⑧の今後 40 年間の整備額と値が異な

ります。 

 

公共施設等全体の更新費用と使用可能な金額 

 
※使用可能額の算定方法 

歳入決算額、性質別歳出決算額（H23 年度～H25 年度）、森町人口ビジョンによる人口推計結果、

公債費シミュレーション（決算統計３３～３６表より）、基金の状況、公共施設等の将来更新費

用（ふるさと財団ソフト試算結果）から、現行ベースでの維持補修費に充当が見込まれる金額、

普通建設事業費（補助事業費及び単独事業費に限る）に充当が見込まれる金額及び災害復旧事業

に充当が見込まれる金額等から、公共施設等の更新に使用可能な金額を推計しています。 

 

 

 

 

 

更新費用 

年平均 22.5 億円 

使用可能額 

年平均 7.7 億円 
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二 公共施設等の管理に関する基本方針 

（１）計画期間 

森町公共施設等総合管理計画の計画期間は、公共施設等の更新費用の推計で、大規模

修繕、施設更新のピーク年を経過する 2045 までの 30年間を計画期間とします。 

見直しは、森町総合計画の見直しに合わせ、10年毎に行います。 

 

（２）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

町長をトップとし、副町長を委員長とする「公共施設マネジメント委員会」を設置し、

全庁的に取り組みます。 

委員会は、公共施設等の管理を行う各所管課の課長で構成し、年１回程度開催して計

画の進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等に関する全庁的な基本方針や
目標の検討、情報共有、進捗管理を行う。 

公共施設等に関する施設類型毎の基本
方針や目標の検討、進捗管理を行う。 

【 森町 公共施設マネジメント推進体制 】 

町長 

公共施設マネジメント検討委員会 

所管課 
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（３）現状や課題に関する基本認識 

 

 

 

 公共施設の中で、学校教育施設が全体の 41.1％を占めるなど、特定の分野に偏り

があります。 

 10 年後に築 30年以上の施設が約 66%以上になります。 

 町民 1人あたりの公共施設延床面積は 3.66m2／人で、全国平均 3.22 m2／人、人口

10-30千人未満の自治体平均は 5.24 m2／人です。（総務省「公共施設及びインフラ資

産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果（平成 24年 3月公表）」より）。 

 バリアフリーや環境に配慮した施設運営が求められています。 

 

 

 

 今後 40 年間の公共施設等の更新費用として、公共施設（建物）が 309.8 億円、イ

ンフラ（上下水道、道路、橋梁）の整備費用が 547.0 億円見込まれています。しか

し、更新費用に充当可能な財源の見込みは、約 1/3 にしか満たない状況です。 

 特定の時期に建設を行ったため、今後 10 年間は大規模修繕に多額のコストが見込

まれ、それ以降の 20年間は施設の更新が必要になります。 

 受益者負担の適正化が必要です（特定の町民利用の施設において）。 

 

 

 

 大規模な施設や民間と競合する施設において稼働率が伸びない。人口減少により、

さらなる稼働率の低下も懸念されます。 

 少子高齢化や防災面の強化など、行政サービニーズに変化があります。 

 公民連携や公民共同の施設運営が必要です。 

 

 

 

 予算の制約等により十分な維持修繕が実施されず、定期点検(法定)で発見されて実

施する修繕以外は、対処療法的な事後保全となっています。 

 一部の施設では、長寿命化計画が策定されていますが、多くの施設は長期修繕計画

等がなく、予防的な保全が実施できていません。 

 旧耐震基準での耐震補強が未実施の施設は、安全面に課題があります。 

 

コスト面 

保有状況・数量・管理面 

運営面 

修繕・維持管理・安全・耐震化 
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（４）公共施設等の管理に関する基本方針 

 

① 基本方針の位置付け 

 

森町公共施設等総合管理計画は、森町総合計画の一部を構成する位置付けであり、

公共施設等総合管理計画における基本方針は、総合計画の基本計画と整合しています。 

上記は、平成 27年度を計画最終年度とする、第 8 次森町総合計画の基本計画です。

平成 28 年度から始まる第 9次森町総合計画により、基本計画の見直しが必要となる場

合があります。 

 

② 基本方針の概要 

 

 

少子高齢化による人口構成の変化や人口減少に応じた、施設機能の改変や、施設総量

の見直し（統廃合、削減）を進めていきます。また新規施設整備においては、予算編成

段階から優先順位を明確にし、複合化を含め検討を行います。 

 

 

 

予防保全的な維持修繕計画や長寿命化計画の策定を行い、施設更新期間の目処を 80

年とした長寿命化を図ります。また公共施設の維持修繕は、計画的に行うことにより、

コストの平準化を図ります。 

１．町民ニーズに応じた公共施設の「機能」と「規模」の最適化 

 

２．公共施設の「長寿命化」と維持管理コストの「平準化」 
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既に近隣自治体との広域的な連携により、一部事務組合による運営を行っていますが、

より一層、広域的連携の対象範囲拡大を図り、継続的に協議を進めていきます。 

 

 

 

民間と競合する施設や、指定管理が可能な事業について、積極的に民間活用を進めま

す。 

 

③ 実施方針 

1) 点検･診断等の実施方針 

 建物の老朽化により修繕コストが上昇傾向にある施設は、点検診断を行い、今後の

修繕や更新に活用します。 

 特殊建築物やインフラは、必要な定期点検等を確実に実施します。 

 点検・診断等データの蓄積を行い、問題がある箇所の優先順位を明確にし、対応方

法の検討など今後の修繕に活用していきます。 

 

2) 維持管理･修繕･更新等の実施方針 

 今後の維持修繕コスト削減・平準化のため、点検診断等のデータにより、予防的な

修繕を検討していきます。 

 建物を更新する際は、民間への払い下げや、複合化、PPP／PFI の活用を検討します。 

 建物の維持管理データとして、維持・修繕・更新データ及び、点検診断データを活

用していきます。 

 

3) 安全確保の実施方針 

 危険箇所については、点検や診断結果から優先的に修繕を実施し、安全確保に努め

ていきます。 

 遊休施設は、安全確保の観点から、個々の状況を確認しつつ、優先順位により取り

壊しを考えていきます。 

 防災機能として必要な施設は、老朽化への対応をしつつ維持管理していきます。 

 

4) 耐震化の実施方針 

 新耐震基準による、耐震診断の実施を検討していきます。 

 インフラ関係は、上水道の石綿管布設替を含め、管路や配水池等重要基幹施設の耐

震整備等を検討していきます。 

３．交流と広域的な連携の推進 

 

 

４．民間活用の拡大 
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5) 長寿命化の実施方針 

 施設やインフラにおいて点検・診断・維持・修繕等のデータを活用し、計画的な修

繕を実施し長寿命化を図ります。 

 「森町町営住宅長寿命化計画」「森町橋梁長寿命化修繕計画」など、個別に策定され

た長寿命化計画については、各計画に基づいて実行していきます。 

 耐震化実施済みの施設や新耐震基準の施設については、築 80年維持できるよう、効

率的な維持管理を行い、長寿命化を図ります。 

 

参考：(社)日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」では、学校、官庁、事務

所、病院等の用途において、ＲＣ造、ＳＲＣ造の望ましい目標耐用年数は、高品質の場

合 80～120 年（代表値 100 年、下限値 80 年）、普通の品質の場合 50～80 年（代表値 60

年、下限値 50年）としています。 

 

長寿命化による公共施設の更新費用比較 

以下は、公共施設の長寿命化による更新費用の見込みです。 

公共施設の長寿命化により、大規模改修期間を 30年から 40年、更新期間を 60 年か

ら 80年にすることで、施設の建替え時期が先送りされ、今後 40年間の更新費用総額は

43.1%削減されると見込まれます。 

 

 大規模改修と更新年（建築後） 更新費用総額 

40 年間(億円) 

年更新費用 

(億円) 

標準を 100%と

した割合 

標準 大規模改修 30年、更新 60年 309.8 7.7 100 

長寿命化１ 大規模改修 35年、更新 70年 248.3 6.2 80.1 

長寿命化２ 大規模改修 40年、更新 80年 176.4 4.4 56.9 

 

長寿命化による更新費用比較（40年間総額、億円） 
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公共施設の更新費用試算（大規模改修 30年、更新 60年） 

 

 

公共施設の更新費用試算（大規模改修 40年、更新 80年） 

 

 

 

6) 統合や廃止の推進方針 

 今後の少子高齢化や人口減少に伴い、利用者が減少する施設については、利用形態

など機能の観点を含め、統合や複合化を選択肢として検討していきます。 

 民間との競合が激しい施設や、実質的な管理運営を民間が行っている施設は、民間

への譲渡を含め検討していきます。 

 広域的な連携については一部事務組合などの取り組みを今後とも継続していきます。 

 

 

 

 
更新ピークは

2054 年以降 
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7) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 民間活用が可能な施設は、指定管理者や包括的民間委託（浄化センター）等を継続

していきます。 

 インフラ管理における技術者の育成において、関連市町が共同で実施する技術研修

等に積極的に参加するなどスキルを高めます。 

 

 

（５）目標の設定 （期間：2045年までの 30年） 

１． 公共施設の集約や統合化を推進し、公共施設の総延床面積を 25％削減（平成 25年度

末比）します。 

 

※ 平成 25 年度末の病院を含む公共施設の総延床面積は 84,834 m2 （P4 参照）です。今後

一人当たり延床面積を維持するとした場合、2045 年の人口推計が 14,601 人になること

から、2045 年の総延床面積は 62,947m2 となります。これは、平成 25 年度末の総延床面

積の 74.2％（▲25.8%）に相当します。 

 

２． 学校規模適正化に向け、学校の再編を検討し、長期的な視点に立った今後の学校の在

り方を示します。 

 

３． 水道の経営戦略を策定し、適正な投資と適正な財源の検討を行います。 

 

４． 道路の長寿命化計画を策定し、計画的かつ予防的な対応により、長寿命化と維持管理

コストの縮減を図ります。 

 

５． 森町新行財政改革プランを平成 28年度に改訂し、公共施設の運営等に関する見直しを

検討します。 

 

①公営企業の経営健全化、②受益者負担の適正化、③民間活力の活用（指定管理者

制度の導入・見直し）、④公共施設の長寿命化の推進、⑤省エネルギー等運営コス

トの削減 

 

※ 上記は平成 27 年度を最終年度とする「森町行財政改革実施計画」の取組項目を例とし

て記載しています。平成 28 年度に計画を予定している「第 9 次森町総合計画」に合せ、

「森町新行財政改革プラン」として見直しが予定されています。 
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（６）フォローアップの実施方針 

 

① 全庁的な基本方針・目標のフォローアップ 

森町総合計画の見直し（10年毎）に合わせ、本計画を見直します。 

また総合計画の進捗管理に合わせ、本計画の進捗を公共施設マネジメント委員会が

確認し、町長へ報告します。 

 

② 施設類型別の基本方針・目標のフォローアップ 

施設類型ごとの基本方針のフォローアップは、総合計画の見直しタイミングに合わ

せ実施します。所管課毎に策定された長寿命化計画は、定められた間隔によりフォロ

ーアップを実施します。 

上記フォローアップの結果は、公共施設マネジメント委員会のインプット情報とし、 

全庁的な基本方針・目標を見直す際の根拠情報として活用します。 

 

計画
期間

2016年度（平成28）

～2025年度
2026～2035年度 2035～2045年度

森町総合計画 10年

森町行財政改革実施計画  5年

森町公共施設等総合管理計画 10年

森町町営住宅長寿命化計画 10年

森町橋梁長寿命化修繕計画  5年

森町水道事業基本計画(予定） 20年

2016年度 ～ 2025年度

2016年度

～2020年度

2016年度 ～ 2025年度

2014年度

～2018年度

2015年度 ～ 2024年度

2017年度 ～ 2036年度
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三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

（１） 公共施設の課題と基本方針 

 

１． 学校教育系施設 

施設概要 施設数：8、延床面積：34,875 m2 

更新費用 40 年総額：159.1億円、年額：4.0億円 

課題 ・大規模修繕は昭和 57年以降耐震工事に合わせて実施し、単独では実施し

ていません。そのため、築 40年以上の小学校で修繕が必要な箇所は多く、

修繕コストが不足しています。 

・適正規模に満たない小学校では、少人数による丁寧な指導ができる反面、

複式学級を実施している学校においては、指導の難しさが課題となってい

ます。 

・人数の少ない中学校では、部活動が成り立たなくなりつつあります。 

基本方針 ・児童や生徒数の少ない学校は、保護者や地域の意見を十分聞いた上で統

廃合を検討します。統合が難しい小学校は、校内の合同授業や他校との連

携による授業を行うなど、小規模校のデメリットを補うことによる存続も

考えていきます。 

 

２．医療施設 

施設概要 施設数：2、延床面積：10,723 m2 

更新費用 40 年総額：27.1億円、年額：0.7 億円 

課題 ・磐田市や浜松市などの近隣市の病院へ入院患者が流れる傾向があり、病

床の利用率は 88%前後で横ばいです。 

・築 20年近くになり、外壁などの建物の大規模修繕が必要となっています。

また、24時間稼働のため、設備（給排水、空調等）の修繕も今後必要にな

ります。 

・家庭医療センター（クリニック）の外来患者数は、診療をする研修医の

数に左右されます。 

･家庭医の育成は他地域の病院でも行っており、研修医が集まりにくい状況

にあります。 

基本方針 ・急性期患者は浜松市や磐田市の大規模病院、慢性期＋在宅医療の患者は

森町病院と言った棲み分けの方向を目指していきます。 

・中東遠の広域病院連携、国や県の病床数の方針などを見据え、適正な病

床数を維持していきます。 

・点検診断を行い、計画的な修繕により長寿命化を図ります。 
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３．公営住宅等 

施設概要 施設数：8、延床面積：10,038 m2 

更新費用 40 年総額：29.5億円、年額：0.7億円 

課題 ・入居率は高いが、入居者の増加や入替わりがないため、高齢者世帯が増

加しています。 

・建物の老朽化が進んでいます。 

基本方針 ・民間の住宅もあり、今後は新規の建設を予定しません。 

・「森町町営住宅長寿命化計画」を 10 年ごとに見直しながら、長寿命化を

図ります。 

 

４．文化系施設 

施設概要 施設数：11、延床面積：9,339 m2 

更新費用 40 年総額：32.0億円、年額：0.8億円 

課題 ・一部の総合センター等の耐震性について、十分には把握が出来ていない

点があります。 

・突発的な修繕など、事後対応となっています。 

・各地域の住民など特定の利用者に限定され、利用率は低い状況です。 

・老朽化が進んでおり、今後の修繕コストや建替えが課題です。 

基本方針 ・耐震性に不安のある総合センター等は、新耐震基準を満たしているか、

耐震診断を実施するように検討していきます。 

・修繕は指定管理の協定に基づき、効率的に実施していきますが、必要に

応じ点検診断を行い、計画的な修繕による長寿命化を図ります。 

・他の施設の統合や複合化とともに、一部のセンターについては町内会へ

の譲渡を含め検討していきます。 
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5．行政系施設 

施設概要 施設数：26、延床面積：4,056 m2 

更新費用 40 年総額：23.0億円、年額：0.6 億円 

課題 ・役場は築 50年で老朽化が進んでいます。 

・消防器具置き場は、築年数が 71年のものがあり、老朽化が進んだ建物の

更新が必要になっています。 

基本方針 ・役場は、耐震化を実施済みであり、築 80年維持できるよう効率的な修繕

により長寿命を図ります。 

・消防器具置き場は、防災面で必要な施設であり、老朽化への対応をしつ

つ維持管理していきます。 

 

6．保健・福祉施設 

施設概要 施設数：5、延床面積：4,009 m2 

更新費用 40 年総額：8.8億円、年額：0.2億円 

課題 ・デイサービスセンターは、民間事業者 7 施設との競争も激化し、60～

70%の利用状況で利用者の伸びがない状況です。 

・町内 3 ヶ所（森デイサービスセンターを含む）の配置で、利用者にとっ

ては不便が生じています。 

・福祉センターは、維持管理費が増加傾向にあります。平成 21年からは、

機械の耐用年数等の関係から修繕費が増加傾向にあります。 

・福祉センターは、児童館、望月プラザ(入浴施設）を併設し、利用客も多

い状況ですが、利用者数は横ばいです。 

・授産所（もみの木）は、平成 2 年の木造建築で、老朽化が進んだ場合の

対応が課題です。 

基本方針 ・競争環境が厳しいデイサービスセンターは、民間への払下げや、民間サ

ービス利用への切り替えなどを検討していきます。 

・民間が事業展開しにくい地域のデイサービスセンターは、町が運営する

余地を探っていきます。 

・福祉センターは、入浴施設など、計画的な修繕や設備更新を行います。 

・望月プラザは、寄付者の生前の遺志に基づき、必要な機能を残しつつ、

維持していきます。 

・授産所（もみの木）は明和会とともに検討し、コストを考慮した必要な

修繕により維持管理を行っていきます。 
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7．レクリエーション系施設 

施設概要 施設数：3、延床面積：3,244 m2 

更新費用 40 年総額：13.5億円、年額：0.3 億円 

課題 ・アクティ森の建物修繕（雨漏りなど）が毎年 3～４百万円発生していま

すが、事後対応であり大規模修繕は未実施です。 

・アクティ森の利用者数は新東名開通にもかかわらず、やや減少傾向です。 

・キャンプ場は、敷地の一部が地盤沈下し、建物施設の数点は傾き等が発

生しています（バンガロー2 棟など一部工事実施済）。 

基本方針 ・アクティ森としてそのままの状態を維持管理する考えではなく、森町の

観光施設としてどうあるべきかの視点で検討をしていきます。 

・修繕は指定管理の協定に基づき実施していきますが、点検診断を実施し、

計画的な修繕や大規模修繕により長寿命化を図っていきます。 

 

8．子育て支援施設 

施設概要 施設数：9、延床面積：2,977 m2 

更新費用 40 年総額：13.4億円、年額：0.3 億円 

課題 ・園児数の減少により、平成 28 年度から休園する幼稚園もあります。 

・院内保育所は、病院から 2kmの距離で、やや利便性が悪い状況です。 

基本方針 ・幼稚園の統合や、認定こども園として運用することも検討対象としてい

きます。 

・児童クラブは、利用者や保育園入所者等の要望や利用状況を把握し、柔

軟に対応していきます。 

・院内保育所は看護師等確保のための施設として、病院に近く、規模も大

きい施設を検討していきます。 
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9．社会教育系施設 

施設概要 施設数：1、延床面積：510 m2 

更新費用 40 年総額：1.3億円、年額：3.3百万円 

課題 貸出数の伸びや所蔵数に、町のみでは限界があります。 

基本方針 図書の貸出は、中東遠自治体が連携した貸出を継続していくなど、広域的

な取り組みを推進していきます。 

 

１0．スポーツ施設 

施設概要 施設数：3、延床面積：3,485 m2 

更新費用 40 年総額：0.9億円、年額：2.3百万円 

課題 バックネット、選手用ベンチ等の老朽化が進んでいます。 

基本方針 ・指定管理制度の導入を今後 2～3年で検討していきます。 

・設備について、順次更新を進めていくが、コストを出来るだけ抑制し維

持管理していきます。 

 

１1．公園等 

施設概要 施設数：13、延床面積：144 m2 

更新費用 40 年総額：0.6億円、年額：1.5百万円 

課題 ・管理対象の 12公園で、1,300 万円／年の維持管理費（内 900 万円は委託）

がかかります。 

・公衆トイレは、下水へ接続の費用が今後見込まれます。 

・町民の森の維持は年間 2百万円、基金（40千万円残）から拠出している

が、基金がなくなった後の運営費は課題です。 

・遺芳塔は、建立から 57年目を迎え、施設が老朽化しています。 

基本方針 ・公園は、新設、および廃止も予定せず、防災上の観点からも管理を継続

していくとともに、「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（国交省）

に対応し、推進していきます。 

・町民の森は、寄付者の善意を大切にし、維持管理していきます。 

・遺芳塔は施設の維持管理に努めていくが、いずれ建替えについて、検討

が必要になります。 
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１2．その他 

施設概要 施設数：26、延床面積：1,434 m2 

更新費用 40 年総額：0.7億円、年額：1.8百万円 

課題 ・電話ボックスの利用状況が把握されていません。 

・各公衆トイレは、光熱費 2 万円～8 万円弱／年、委託料 6 万円～15 万

円(天方城公衆トイレは 121 万円)／年の費用がかかります。 

基本方針 ・電話ボックスは建て替えの際は、立地条件や景観を踏まえ、建物の見直

しをしていきます（NTTが設置する電話 BOX も検討の余地がある）。 

・遊休施設は、個々の状況を確認しつつ、優先順位をつけて、取り壊しを

考えていきます。 

・公衆トイレは、必要な修繕により維持管理を行い、洋式化や、下水への

接続などの利便性の向上を検討していきます。 

 

（２） インフラの課題と基本方針 

1．上水道施設 

施設概要 施設数：5、延床面積：700 m2、導水管 9km、送水管 4km、配水管 186km 

更新費用 40 年総額：198.0億円、年額：5.0 億円 

課題 ・昭和 54年度に事業開始した上水道施設は老朽化が進み、施設更新を計画

的に行っていく必要があります。また、施設更新に当たっては災害対策と

して石綿管の布設替え等、管路・施設の耐震化を進めなければなりません。 

・職員の技術確保・継承のため、積極的な研修参加等を進める必要があり

ます。 

基本方針 ・事業年度を平成 29 年度～平成 48年度（10年毎に見直し）とする水道事

業基本計画（予定：平成 27 年度 基礎調査、平成 28 年度 更新作業を実

施）の中で定める方針に基づいて実施していきます。また事業の実施にお

いては下水道整備に合せて管整備を行うなど効率的に行っていきます。 

・重要基幹施設、漏水等が多い箇所を優先的に修繕・更新する方針で、計

画策定に取り組みます。 

・電気計測設備・ポンプ等については、定期点検を実施、必要に応じ、修

繕・更新を行っていきます。 

・石綿管布設替を含め、管路の耐震化を進めると共に、配水池等重要基幹

施設の耐震整備等を検討していきます。 

・企業局からの受水市町が共同で実施する技術研修等に積極的に参加する

などし、スキルを高めていきます。 
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2．下水道施設 

施設概要 施設数：1、延床面積：1,631 m2、下水道管 27km 

更新費用 40 年総額：29.7億円、年額：0.7 億円 

課題 ・平成 46年度までの長期にわたる整備計画であり、国の交付金事業として

事業予算の確保が課題です。 

・供用開始から 6 年目を迎え、管渠の清掃や浄化センターの消耗品等の交

換が必要になり、今後は修繕費の増加が予想されます。 

・住宅密集地域の整備を実施していますが、下水道への接続率の向上が課

題となります。 

基本方針 ・国の方針を確認しながら、第 6期の平成 46年度までの整備計画に基づき、

事業を実施していきます。 

・下水道管渠の修繕は、毎年実施した点検、修理データを元に計画的な修

繕の実施に生かしていきます。 

・浄化センターについては、包括的民間委託を継続していきます。 

 

3．道路 

施設概要 一般道（町道）368km、自転車歩行車道(町道)3km 

更新費用 40 年総額：233.8 億円、年額：5.8 億円 

課題 全ての道路の修繕を行うことはコスト面で課題があります。 

基本方針 常時の交通量や災害時の対応等、総合的に考慮し、重要な路線については、

適切かつ効率的に道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽを行い、長寿命化を図ります。 

 

4．橋りょう 

施設概要 287 橋（15m 未満 230 橋、15m 以上 57 橋） 

更新費用 40 年総額：85.5億円、年額：2.1 億円 

課題 1975～1977 年に整備のピークがあり、半分以上の橋りょうが、築 40 年以

上になります。 

基本方針 平成 25年 3 月に策定された森町橋梁長寿命化修繕計画に則り、計画的な修

繕により、コストの平準化と長寿命化を図ります。 
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巻末資料 

 

更新費用の試算にあたっては、総務省が無償提供している更新費用試算ソフト（一

般財団法人地域総合整備財団<ふるさと財団>が開発）を使用しています。 

試算の前提は、以下のとおりです。 

 

更新費用試算の前提 

項目 試算上の前提 

全般的事項 
(1) 現在保有する公共施設、上水道管等を同じ面積、延長等で更新すると仮定し

て試算することとする。なお、物価変動率、落札率等は予想が困難であるの

で考慮しない。 

公共施設 
(1) 基本的な考え方 

公共施設等の大分類ごとに、建替え、大規模改修について、更新年数経過

後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定し、延べ床面積等の数量に更

新単価を乗じることにより、更新費用を試算する。 

大規模改修、建替えの種類ごとに、調査年度から 40 年度分の更新費用を

試算する。 

(2) 数量の考え方 

公共施設については、過去の年度ごとの延べ床面積を用いる。1950 年以前

の施設については、合計した延べ床面積を用いる。 

(3) 耐用年数・更新の考え方 

公共施設等の建築物については、以下の項目を推計条件として設定してい

る。 

① 建替え 

(ア) 更新年数・・・60 年 

(イ) 建替え期間・・・3 年 

(ウ) 積み残し処理を割り当てる年数・・・10 年 

② 大規模改修 

(ア) 実施年数・・・30 年 

(イ) 修繕期間・・・2 年 

(ウ) 積み残し処理を割り当てる年数・・・10 年 

(4) 更新単価の考え方 
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項目 試算上の前提 

大分類別に指定の建設単価にて試算する。なお、大規模改修の単価は、建

替えの約 6 割で想定するのが一般的とされているため、この想定の単価を設

定する。 

 

大分類 更新（建替え） 

単価 

大規模改修 

単価 

文化系、社会教育系、行政系等施設 40 万円/㎡ 25 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系等施設 36 万円/㎡ 20 万円/㎡ 

学校教育系、子育て支援施設等 33 万円/㎡ 17 万円/㎡ 

公営住宅 28 万円/㎡ 17 万円/㎡ 

                     

道路 
(1) 基本的な考え方 

道路は、整備面積を更新年数で割った面積を 1 年間の舗装部分の更新量と

仮定し、更新単価を乗じることにより更新費用を試算する。 

(2) 数量の考え方 

道路については、路線ごとに一度に整備するものではなく、区間ごとに整

備していくため、年度別に把握することは困難である。そのため、道路施設

現況調査（国土交通省）により把握した現在の道路の総面積を、舗装部分の

更新（打換え）の耐用年数で割ったものを、1 年間の舗装部分の更新量と仮

定する。 

(3) 耐用年数・更新の考え方 

総面積に対する更新年数、分類別面積に対する更新年数を設定し試算す

る。更新年数は 15 年とする。 

(4) 更新単価の考え方 

総面積に対する更新単価、分類別面積に対するそれぞれの更新単価を設定

し試算する。 

道路分類 更新単価 

一般道路 4,700 円/㎡ 

自転車歩行者道 2,700 円/㎡ 
 

橋りょう 
(1) 基本的な考え方 

橋りょうは、面積に更新単価を乗じることにより、更新費用を試算する。

調査年度から 40 年度分の更新費用を試算する。 

① 構造別年度別面積による算定方法 
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項目 試算上の前提 

更新年度経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定し、以下の

構造別年度別面積に対し、それぞれの更新費用を乗じることにより更新

費用を試算する。 

(ア) PC 橋 

(イ) RC 橋 

(ウ) 鋼橋 

(エ) 石橋 

(オ) その他 

(2) 数量の考え方 

橋りょうについては、道路と同様に道路施設現況調査（国土交通省）等に

より現在の橋りょうの総面積を把握し、可能であれば、過去の構造別の橋り

ょうの年度ごとの面積により算定する。 

(3) 耐用年数・更新の考え方 

橋りょうについては、以下の項目を推計条件として設定している。 

① 更新年数・・・60 年 

② 積み残し処理を割り当てる年数・・・5 年 

(4) 更新単価の考え方 

総面積に対する更新単価、構造別面積に対するそれぞれの更新単価を設定

し試算する。 

構造 更新単価 

PC 橋 425 千円/㎡ 

RC 橋 425 千円/㎡ 

鋼橋 500 千円/㎡ 

石橋 425 千円/㎡ 

その他 425 千円/㎡ 

                             

上水道 
(1) 基本的な考え方 

上水道については、延長長さに更新単価を乗じることにより、更新費用を

試算する。調査年度から 40 年度分の更新費用を試算する。 

(2) 数量の考え方 

上水道管については、水道統計調査（厚生労働省）により、現在の総延長
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項目 試算上の前提 

及び管径別の延長が把握できるため、これにより算定し、可能であれば、さ

らに過去の管径別の年度ごとの延長により算定する。 

(3) 耐用年数・更新の考え方 

上水道については、以下の項目を推計条件として設定している。 

① 更新年数・・・40 年 

② 積み残し処理を割り当てる年数・・・5 年 

(4) 更新単価の考え方 

管径別に対するそれぞれの更新単価を設定し試算する。 

 

① 導水管・送水管 

管径 更新単価 

300mm 未満 100 千円/ｍ 

300～500mm 114 千円/ｍ 

500～1,000mm 未満 161 千円/ｍ 

1,000～1,500mm 未満 345 千円/ｍ 

1,500～2,000mm 未満 742 千円/ｍ 

2,000mm 以上 923 千円/ｍ 

 

② 配水管 

管径 更新単価 管径 更新単価 

150mm 以下 97 千円/ｍ 800mm 以下 178 千円/ｍ 

200mm 以下 100 千円/ｍ 900mm 以下 199 千円/ｍ 

250mm 以下 103 千円/ｍ 1,000mm 以下 224 千円/ｍ 

300mm 以下 106 千円/ｍ 1,100mm 以下 250 千円/ｍ 

350mm 以下 111 千円/ｍ 1,200mm 以下 279 千円/ｍ 

400mm 以下 116 千円/ｍ 1,350mm 以下 628 千円/ｍ 

450mm 以下 121 千円/ｍ 1,500mm 以下 678 千円/ｍ 

550mm 以下 128 千円/ｍ 1,650mm 以下 738 千円/ｍ 

600mm 以下 142 千円/ｍ 1,800mm 以下 810 千円/ｍ 

700mm 以下 158 千円/ｍ 2,000mm 以上 923 千円/ｍ 

                             

下水道 
(1) 基本的な考え方 
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項目 試算上の前提 

下水道については、延長長さに更新単価を乗じることにより、更新費用を

試算する。調査年度から 40 年度分の更新費用を試算する。 

(2) 数量の考え方 

下水道管については、「下水道事業に関する調書」（国土交通省）により、

現在の総延長を把握し、可能であれば、管種別又は管径別の延長、さらに過

去の管種別又は管径別の年度ごとの延長により算定する。 

(3) 耐用年数・更新の考え方 

下水道については、以下の項目を推計条件として設定している。 

① 更新年数・・・50 年 

② 積み残し処理を割り当てる年数・・・5 年 

 

(4) 更新単価の考え方 

総延長に対する更新単価、管種別に対する単価、管径別に対する単価を設

定し試算する。 

① 管種別 

管種 更新単価 

コンクリート管 124 千円/ｍ 

陶管 124 千円/ｍ 

塩ビ管 124 千円/ｍ 

更生管 134 千円/ｍ 

その他 124 千円/ｍ 

 

② 管径別 

管径 更新単価 

250mm 以下 61 千円/ｍ 

251～500mm 116 千円/ｍ 

501～1,000mm 295 千円/ｍ 

1,001～2,000mm 749 千円/ｍ 

2,001～3,000mm 1,690 千円/ｍ 

3,001mm 以上 2,347 千円/ｍ 

                             

（出所）公共施設等更新費用試算ソフト 仕様書（平成 26年 3月）をもとに作成 
 


