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1. 計画の目的等 

1.1 計画の背景・目的  

 

現在、町が保有する公共施設の多くは、人口増加に伴う公共サービスの増加への対応や豊かさの創出を

目指し、高度経済成長期後半からバブル期にかけて整備されてきたものです。その結果、施設の重複や老

朽化に伴う大量の施設更新が今後の問題となって浮かびあがってきています。 

 

 また、我が国においては、国の債務残高が 1,000 兆円を超える額にまで達し、地方財政においても少

子高齢化の急速な進展に伴う社会保障費の増加等、より厳しさを増すなか、変化する住民ニーズにも的

確に対応していく必要があります。 

 

このような中、これまでの手法による公共施設の維持管理・更新は財政上にも大きな負担となり真に

必要な他の公共サービスにも影響を与えかねないことが懸念されます。住民・議会・行政等が課題を共

有し、公共サービスのあり方を見直し、町における健全な財政を維持し持続可能な公共サービスの提供

を進めるためには、公共施設統廃合・再配置・更新等の指針を示さなければなりません。 

 

平成 25 年（2013 年）11 月に国が策定した「インフラ長寿命化計画」を上位計画とする地方公共

団体の行動計画として、平成 26 年（2014 年）4 月に「公共施設等総合管理計画の策定要請」が全て

の地方公共団体に通知されました。 

 

「養老町公共施設等総合管理計画」では、将来的な人口減少対策、適正な公共施設等の統廃合を含む

適正な再配置及び財政負担の軽減・平準化を目的として、公共施設やインフラ施設の実態を把握し、長

期的な視点に立った公共施設等の更新、統廃合、長寿命化等の総合的な計画を策定します。 
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1.2 計画の位置づけ  

 

■公共施設やインフラ施設の老朽化等の問題が深刻化していく中、国は「インフラ長寿命化基本計画」

を策定し、国民に必要な公共サービスを維持していくためは、公共施設を新しく造るのではなく、既

存の施設を「賢く使う」考え方への転換に向けて取り組みを始めました。 

■全国の地方公共団体においてもこの考え方に基づいた取り組みを行っていく必要性があるため、各団

体における公共施設マネジメントの行動計画として、「公共施設等総合管理計画」を策定することが求

められています。 

■本町においては、「養老町第五次総合計画」と上位計画とし、財政計画とも連動・整合した計画として

「養老町公共施設等総合管理計画」を策定します。 

■また、本計画を公共施設及びインフラ施設全体のマネジメントについての全体計画として位置づけ、

各施設の状況に応じて個別施設計画を策定していきます。 

 

総合計画及び財政計画との関連性 
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1.3 計画の対象範囲 

 

■公共施設（役場庁舎、公民館、体育館、学校、保育園、町営住宅等）、インフラ施設（道路、橋梁、ト

ンネル、公園、排水機場、上水道、下水道）の全施設を対象とします。 

 

公共施設等総合管理計画の対象範囲 

 

 

対象とする公共施設及びインフラ施設 

 

公共施設 インフラ施設 

大分類 中分類 大分類 中分類 

学校教育系施設 学校 道路 舗装、トンネル 

町民文化系施設 
集会施設 

文化施設 
橋梁 橋梁 

社会教育系施設 
図書館 

博物館等 
公園 公園 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

スポーツ施設 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 

保養施設 

揚排水機場 揚排水機場 

産業系施設 産業系施設 上水道 上水道 

子育て支援施設 
幼保・こども園 

幼児・児童施設 
下水道 下水道 

保健・福祉施設 

高齢/障がい/その他社会

福祉施設 

保健施設 

  

医療施設 医療施設   

行政系施設 
庁舎等 

消防施設 
  

公営住宅 公営住宅   

公園 公園施設   

供給処理施設 供給処理施設   

その他 その他   
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2. 公共施設等の現況及び将来見通し 

2.1 公共施設等の現況 

(1) 養老町の地域性・人口推移・財政状況 

① 養老町の地域性 

 

■昭和 29 年（1954 年）、高田町、養老村、広幡村、上多度村、池辺村、笠郷村、小畑村、多芸村、日

吉村、合原村の一部（室原地区）が合併し、養老町が発足しました。 

■養老町は、岐阜県の西南部の西濃圏域に位置し、東西は大垣市、安八郡輪之内町、南は海津市、三重

県いなべ市、北は不破郡垂井町等３市２町に隣り合っています。 

■車で県都・岐阜市に４０分程、東海圏の中心・名古屋市には１時間程の距離で、名神高速道路の大垣

ＩＣや関ヶ原ＩＣには約１５分、東海道新幹線岐阜羽島駅には３０分程の立地条件を有しています。

現在、名神高速道路の養老 SA 内において、スマート IC の設置に向けた事業が進められており、また、

東海環状自動車道（仮称）養老 IC の整備が進められています。 

■西部の養老山地は一枚の大きな屏風を立てたようにほぼ南北に走り、山腹から麓にかけての斜面は、

大きな落差の断層のため急ながけとなり、多くの谷が見られ、滝も多くなっています。また、そこか

ら続く扇状地は、そのほとんどが砂や小石からできているため、谷川の水は地下にしみこみ、扇状地

の末端のところで｢河間｣と呼ばれる泉となって湧き出しています。 

■東側の平野部は、町の東端を流れる揖斐川及びその支流に当たる牧田川、津屋川等の河川により形成

される輪中地帯で、そのほとんどは海抜０メートルに近い低湿地となっています。 
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■養老町のまちづくりのイメージを示します。 

 

養老町のまちづくり 

 

 

 

●市街地ゾーン…「快適・利便なまちの中心核を形成する地域」 

●田園・集落ゾーン…「自然と人々の生活が共生する地域」 

●自然・レクリエーションゾーン…「豊かな地域資源を有する観光拠点地域」 

●水辺ゾーン…「にぎわいと潤いあふれる水辺地域」 

●インターチェンジ周辺ゾーン…「地域の発展を誘導する新たな玄関口」 

 

<出典>都市計画マスタープラン 
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② 人口 

 

■年少人口（0 歳～14 歳）は昭和 60 年（1985 年）までは増加傾向でしたが、それ以降は減少して

います。また、生産年齢人口（15 歳～64 歳）も、平成 7 年（1995 年）をピークに減少していま

す。一方で、老年人口（65 歳以上）の割合は増加の一途を辿っている状況です。 

■平成 22 年（2010 年）時点で、年少人口割合 13.0％、生産年齢人口割合 62.6％、老年人口割合

23.7％と、少子高齢化が進んでおり、今後はさらに深刻な状況となっていく見込みです。 

 

人口構成の変化 

 

<出典>養老町人口ビジョン 
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■昭和 56 年（1981 年）から平成 26 年（2014 年）までの、人口の自然増減と社会増減の関係を見

ると、平成 11 年（1999 年）ころまでは、出生超過（自然増）及び転入超過（社会増）、又はそのい

ずれかにより、町の人口はほぼ毎年増加傾向にありました。 

■しかし、平成 12 年（2000 年）以降は主に社会減を要因として人口の減少が始まり、平成 17 年（2005

年）以降は自然減及び社会減の双方が要因となり、人口減少傾向が顕著な状況となっています。 

 

  人口動態推移 

 

<出典>養老町人口ビジョン 

 

 

  



8 

 

■「養老町人口ビジョン」によると、人口減少に対する施策を特に行うことなく、現状のまま推移した

場合、平成 32 年度（2020 年度）において約 28,700 人となり、平成 52 年度（2040 年度）にお

いて 22,200 人まで減少することが見込まれています。 

■転出抑制と出生数の向上を図りつつ、生産年齢人口と年少人口の増加を目指すことで減少幅を抑制し、

平成 52 年の人口の将来目標を 23,000 人としています。 

 

将来人口展望 

 

<出典>養老町人口ビジョン 

 

ポイント 

●人口は、平成 32 年時点で 28,700 人、平成 52 年には 22,200 人となる見込み 

●年少人口、生産年齢人口は減少、老年人口は増加する見込みである 

●平成 12 年以降は人口減少、平成 17 年以降は自然減・社会減の状態にある 

●社会減を抑制する取り組みを行うことで、平成 52 年の将来目標人口を 23,000 人 

 としている 
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③ 財政状況 

 

１）歳入・歳出の状況 

■普通会計決算において、平成 18 年度（2006 年度）から平成 27 年度（2015 年度）において、歳

入・歳出は増加傾向にあり、ここ数年は 100～110 億円程度で推移しています。 

■歳入において、地方税（町税）はほぼ横ばい、地方交付税や国・県支出金の割合が増加しています。 

■歳出においては、扶助費、物件費が上昇しています。 

 

普通会計決算【歳入】の推移 

 

<出典>市町村財政の状況（市町村台帳編）、H27 は町資料 

 

普通会計決算【歳出】の推移 

 
<出典>市町村財政の状況（市町村台帳編）、H27 は町資料 
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２）投資的経費の推移 

■町一般会計のうち、維持管理事業を含む普通建設事業等に充当した投資的経費は、平成 20 年（2008

年）をピークに減少していましたが、平成 24 年（2012 年）以降は増加傾向にあります。 

■今後も養老 SA スマート IC と東海環状自動車道養老 IC、道の駅の整備や、老朽化した施設更新等によ

りさらに増加すると考えられますが、既存施設の維持管理及び更新等に必要となる財源の確保が課題

となっています。 

 

投資的経費の推移と歳出に占める割合 

 

<出典>市町村財政の状況（市町村台帳編）、H27 は町資料 

 

ポイント 

●町税収入がほぼ横ばいであり、交付税等の依存財源の割合が増加している 

●扶助費等の義務的経費や物件費等の消費的経費が増加しており、投資的経費は今後さら

に増加する見込みである 

●少子高齢化や人口減少により、今後は収入が減り、支出が増加する状況が見込まれる 

●維持管理・更新のための財源確保が今後の課題となっている 

  



11 

 

(2) 公共施設の現状 

① 公共施設の保有量 

 

■養老町が保有する公共施設を目的別に見ると、総延床面積は約 15.5 万㎡あり、その利用目的別の内

訳は、学校教育系施設が最も多く全体の 35.5％を占め、次いで公営住宅が 26.5％、町民文化系施設

が 8.0％の順になっています。 

公共施設の目的別保有量（延床面積） 

 

 

 

■養老町が保有する公共施設の総延床面積を人口で割ると、町民 1 人当たりの延床面積は 5.42 ㎡／人

となります。これは、全国平均 3.42 ㎡／人と比較すると、約 1.6 倍であることが分かります。 

公共施設の町民１人当たりの延床面積 

 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

人
口
１
人
当
た
り
延
床
面
積
（
㎡

/
人
）

人口（人）

全国平均3.42㎡/人

県内40市町平均5.44㎡/人

◆：市 ■：町

養老町5.42㎡/人

<出典> 

・全国平均のデータは、東洋大学 PPP センター 「全国自治体公共施設延床面積データ」を使用 

・養老町及び県内 40 市町平均のデータは、岐阜県「市町村経年比較表」における平成 26 年 4 月 1 日時点の公共施設延床面積（行政財産、

普通財産）と、岐阜県の人口・世帯数（平成 26年 4 月 1 日現在）人口動態調査結果における人口から算出 

 

町民文化系施設 
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② 公共施設の築年別整備状況 

 

■旧耐震基準で建設されている施設は 8.6 万㎡と全体の 55.7％を占めており、旧耐震基準：新耐震基準

の比率はおおよそ 6：4 となっています。 

■築年別に見ると、築 30 年以上経過した施設は 11.2 万㎡で全体の 72.5％を占めており、そのうち築

40 年以上を経過した施設は 3.4 万㎡で全体の 22.1％を占めています。 

 

公共施設の建築年別整備量（延床面積） 

 

<出典>養老町公共施設データベース（平成 27 年度時点、インフラ施設は除く） 

 

ポイント 

●学校教育系施設、公営住宅で延床面積の半分以上を占めている 

●町民１人当たりの公共施設の保有量（延床面積）は、全国平均の約 1.6 倍多い 

●旧耐震基準で建てられた施設が約６割で、一斉に大規模改修や建替え時期を迎える 

養老小学校 

東部中学校 

役場庁舎 

中央公民館 

青少年集会所 等 

高田中学校 
日吉小学校 



13 

 

③ 公共施設の小学校区別状況 

 

■養老町における、小学校区別の公共施設の延床面積を比較すると、町の中心地区である養老小学校区

に、ほとんどの施設が集約されていることが分かります。 

■その他の小学校区には、小学校や集会所等の、各地区における教育や交流の場となる施設が主に配置

されており、養老小学校区と比べると、延床面積は相当に低くなっています。笠郷小学校区は中学校

が設置されている分、他の小学校区より延床面積が多くなっています。 

■養老小学校区には行政機関も集約されており、中心部に施設を集約して公共施設利用の利便性を高め

るという、コンパクトシティ化の観点では良好な状況にあると言えます。しかし、今後の人口減少を

考慮すると、公共施設が供給過多の状況になることが懸念されます。また、高齢者の増加に伴い、利

用者の公共施設への移動手段の確保も課題となることから、町全体における公共施設利用の利便性を

維持しつつ、各小学校区における施設の量や配置を検討していく必要があります。 

 

小学校区別の公共施設延床面積 

 

 

ポイント 

●養老小学校区に公共施設が集約されており、コンパクトシティに近い配置状況にある 

●今後の人口減少を想定し、利便性を確保しつつ、施設の量や配置の検討が必要である 
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④ 避難所指定状況 

 

■災害発生時に指定緊急避難場所や指定避難所を開設するため、一部の公共施設を避難施設（避難所）

として指定しています。（次頁参照） 

■指定避難所等に指定されている公共施設の中にも、老朽化・劣化が進行した建物があり、これらの施

設の日常的な点検や、早期の改修等の検討による安全性確保が今後の課題となっています。 

■公共施設の再配置を検討する際には、各施設の老朽化状況を踏まえ、避難所としての耐久性や、適切

な配置を満たすよう計画する必要があります。 

 

養老町ハザードマップ 
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避難施設（避難所）一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<出典> 養老町指定緊急避難場所・指定避難所一覧 
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(3) インフラ施設の現状 

① 道路 

 

■養老町では、約 932km の町道を管理しています。このうち、1・2 級の幹線道路の延長は 62.9km

であり、改良率は 72.9%となっています。 

 

管理道路延長 

 

区分 
実延長 

（km) 

幅員 5.5m 

以上の延長 

改良率 

（％） 

幅員 5.5m 

未満の延長 

改良率 

（％） 

全体の 

改良率（％） 

町道全体 916.0  88.3  96.2  827.7  30.8  37.1  

1・2 級幹線 62.9  16.6  95.5  46.3  64.8  72.9  

その他 853.1  71.7  96.3  781.4  28.8  34.4  

この他、自転車歩行者道 16.1km                 <出典>平成 27 年度道路台帳 

 

■道路の関連施設（トンネル）は、以下の通りです。 

 

トンネルの現況 

 

トンネル名称 小倉谷隧道（ｵｸﾞﾗﾀﾞﾆｽﾞｲﾄﾞｳ） 

路線名 町道柏尾新田南小倉線 

延長（ｍ） 18.3 

道路幅員（ｍ） 5.3 

車道幅員（ｍ） 4.3 

有効高（ｍ） 3.2 

建設年次 1923 年 

判定区分 Ⅱ（軽微な変状） 

<出典>（国交）道路施設現況調査 
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■道路・橋梁にかかる費用は平成21年度（2009年度）をピークに年々減少していましたが、平成25

年（2013年）以降は増加傾向にあります。 

■建設から年月が経過した路線も多く、今後は舗装の老朽化に対応した維持管理に係る費用が増大する

見込みです。 

■道路法改正により、今後は点検費用等の増加が見込まれますが、少ない職員で確実に維持補修事業を

推進するため、事業の効率化が必要です。 

■対症療法的な維持修繕を実施しており、舗装の劣化が進行している箇所が多く、予防保全的な対策に

切り替えていく必要があります。 

 

土木費（道路・橋梁）の推移 

 
<出典> 市町村別決算状況調 

 

ポイント 

●対症療法的な維持修繕から予防保全的な対策に切り替えていく必要がある 

●路面性状の管理レベルを一定に保つための予算確保が必要である 

●事業の効率化が必要である 

 

  

467,661 477,145 

694,174 

545,992 

475,863 

317,150 
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620,074 
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（千円） 道路橋梁費
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② 橋梁 

 

■養老町の橋梁は全部で570橋、うち15m以上のものが42橋あります。 

■大河川に架かる橋梁は少なく、中小規模の橋梁が多くを占めます。現在、50年以上経過したものは数

橋ですが、今後、劣化への対応が必要となっています。 

 

橋梁の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<出典>更新費用試算ソフト  

 

■平成29年度（2017年度）に15m以上の橋梁に関し、個別施設計画を策定し、それに基づく修繕・点

検を実施していきます。 

 

橋梁長寿命化修繕計画策定時点（平成 23 及び 24 年度策定）における 

15m 以上の橋梁（35 橋）点検結果 

 

区分 状態 内訳 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 0 橋 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態 

32 橋 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態 

3 橋 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態 

0 橋 

<出典>養老町橋梁長寿命化修繕計画 

 

ポイント 

●橋梁長寿命化計画に基づいた維持管理を行っている 
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③ 公園 

 

■県営の養老公園（78.5ha）があります。町有の都市公園としては、中央公園（6.2ha）があります。 

■養老公園を除いた、町民1人当たりの敷地面積は、標準10㎡以上に対し2.1㎡となっており、住民が

身近に利用できる公園は不足している状況にあります。 

 

都市公園の配置状況 

 

 

<出典>都市計画基礎調査（平成 27 年度） 
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④ 排水機場 

 

■本町には、湛水防除、かんがい排水、地盤変動対策、水防等を目的とした排水機場が 16 カ所ありま

す。 

■昭和 50 年代に多数の排水機場を整備しており、これらは建設から 40 年近く経過しています。 

機械をはじめとして施設全体の老朽化が進行し、これらの更新費用の確保が課題となっています。 

 

排水機場の概要 

 

施設名 建設年度 事業名 管理主体名 

高田・鳥江 S57 県営湛水防除事業 養老町高田土地改良区 

高田 H8 県営湛水防除事業 養老町高田土地改良区 

鳥江 S32 団体営かんがい排水事業 養老町烏江土地改良区 

旧六ヶ村 
S36 

S57 

県営地盤変動対策事業 

県営湛水防除事業 
旧六ヶ村排水土地改良区 

大巻 
S36 

S56 

県営地盤変動対策事業 

県営湛水防除事業 
養老町大巻土地改良区 

瑞穂 S54 県営湛水防除事業 瑞穂土地改良区 

小坪 H13 県営湛水防除事業 養老町小坪土地改良区 

釜駒 
S33 

S54 

県営地盤変動対策事業 

県営湛水防除事業 
釜駒土地改良区 

旧十三ヶ村 
S29 

S49 

県営地盤変動対策事業 

県営湛水防除事業 
旧十三ヶ村土地改良区 

五三（大野） S44 県営湛水防除事業 五三土地改良区 

五三（小坪） H18 県営湛水防除事業 五三土地改良区 

色目川 
S54 

H15 
県営湛水防除事業 色目川沿岸土地改良区 

祖父江 H24 県営湛水防除事業 養老町祖父江土地改良区 

江月 S51 団体営かんがい排水事業 養老町江月土地改良区 

大場新田 S4１ 団体営かんがい排水事業 養老町大場新田土地改良区 

多芸 H26 県営湛水防除事業 多芸東部土地改良区 

 

<出典>町資料（農林振興課） 

  



21 

 

⑤ 上水道 

 

■養老町上水道事業は、昭和 36 年度（1961 年度）に創設された養老北部簡易水道の事業が母体とな

り、昭和 49 年度（1974 年度）に 14 簡易水道（公営 11 事業、組合 3 事業）が統合廃止して誕生

しました。その後、平成 16 年度（2004 年度）に第 4 水源拡張として上水道事業の変更が行われま

した。 

■水道普及率を見ると、平成 24 年度（2012 年度）実績で 94.6%となっています。 

 

水道事業の概要 

 

 

<出典>養老町水道ビジョン 

簡易水道（運営主体：西部簡易水道組合） 

水道事業の沿革 

水道事業の現況 
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■給水人口及び給水量の推移をみると、給水人口は平成 24 年（2012 年）の 31,260 人をピークに減

少に転じ、平成 25 年（2013 年）では 31,150 人となっていますが、給水量は年々増加しています。 

■本町の平成 27 年度（2015 年度）末における上水道の総延長は、約 268ｋm（H27 水道統計）あ

り、昭和 50 年代前半に最も多く整備されています。上水道関連施設は逐次更新を行っていますが、

管路と管理施設建物の全体的な老朽化が進行しています。 

 

上水道事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年度以降は推計値 

<出典>養老町水道ビジョン 

 

 

 

<出典>平成 27 年度水道台帳 

S26 S28 S30 S32 S34 S36 S38 S40 S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H1  H3  H5  H7  H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 

（ｍ） 
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⑥ 下水道 

 

■公共下水道の中部処理区は、平成 7 年度（1995 年度）に建設工事を開始し、平成 12 年度（2000

年度）に一部供用開始しました。中部浄化センターについては、電気・機械設備の老朽化対策のため

「長寿命化計画（平成 27 年度）」を策定し、対策工事を実施しています。 

■農業集落排水の上多度処理区は、平成 11 年度（1999 年度）に建設工事を開始し、平成 14 年度（2002

年度）に供用開始しました。 

■コミュニティ・プラントの大場平東地区は、平成 20 年度（2008 年度）に建設工事を実施し、平成

21 年度（2009 年度）に供用開始しました。 

 

下水道事業の概要 

 

汚水処理施設の現況（平成 27 年度末現在） 

<出典> 町資料（水道課）、平成 27 年度下水道台帳 

  

 

 

<出典>平成 27 年度下水道台帳 

事業種別 処理区域名 
整備面積 
（ha） 

管渠延長 
（m） 

終末処理場 人口 

普及率 

（％） 
名称 

処理 
能力 

（㎥/日） 

公共下水道 中部処理区 231.8 70,618 中部浄化センター 3,800 24.0 

農業集落排水 上多度処理区 70.9 5,373 上多度浄化センター 195 1.5 

コミュニティ・

プラント 
大場平東地区 17.0 4,682 

大場平東コミュニティ 

・プラント 
540 3.1 

（ｍ） 

S26 S28 S30 S32 S34 S36 S38 S40 S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62  H1  H3  H5  H7  H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 
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2.2 中長期的な経費や財源の見込み 

(1) 投資的経費の推移 

 

■過去５年間の普通会計における投資的経費は以下のとおりです。 

■約 65％が公共施設、33％がインフラ施設（道路・橋梁）に関する投資的経費となっています。 

■今後、公共施設が一斉に大規模改修や建替え時期を迎えることから、それにかかる財源の確保が重要 

となります。 

 

普通会計における投資的経費の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<出典>町資料 

 

■また、上・下水道に係る過去５年間の投資的経費は以下のとおりです。 

 

上下水道の投資的経費の推移 

 

 <出典>町資料 
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(2) 今後の更新投資額の見込み 

①公共施設の将来の更新投資額 

 

■今後、公共施設の大規模改修及び建替えに要する更新投資額を試算しました。 

■試算を行うに当たっては、一般財団法人地域総合整備財団が提供する「公共施設等更新費用試算ソフ

ト」の考え方を基本としました。 

 

更新投資額試算条件 

■試算ソフトウェア ： 公共施設等更新費用試算ソフトの考え方に沿った拡張版の試算ソフト 

■更新等年数 

・ソフトの標準値を採用した。（大規模改修 30 年、建替え 60 年） 

■更新期間 

・ソフトの標準値を採用した。（大規模改修 2 年、建替え 3 年） 

・試算開始時に更新時期を既に経過している施設（積み残し）については、大規模改修、建替え共に

10 年 

■更新等単価 

・公共施設等更新費用試算ソフトにおいて建替え及び大規模改修の標準値とされている、類型（大分類）

別の更新等単価を使用する。 

 

施設類型（大分類） 大規模改修単価（円/㎡） 建替え単価（円/㎡） 

町民文化系施設、社会教育系施設、 
産業系施設、行政系施設 

250,000  400,000  

スポーツ・レクリエーション系施設、 
保健・福祉施設 

200,000  360,000  

学校教育系施設、子育て支援施設、公園 170,000  330,000  

公営住宅 170,000  280,000  

その他 200,000  360,000  
 

 

■前述の条件に基づき、全国的によく用いられる試算検討期間である 40 年間の更新投資額を試算しま

した。 
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■現時点で町が保有する公共施設の更新（大規模改修・建替え）に係る投資額は、平成 28 年度（2016

年度）から平成 67 年度（2055 年度）までの 40 年間で、年平均 19.0 億円必要となる見込みです。 

■過去 5 年間で掛けてきた投資的経費の平均額 6.9 億円を今後の投資制約として比較すると、約 2.8 倍

に相当し、毎年約 12.1 億円が財源不足となります。 

■本町の財政状況から考慮すると、今後、既存の公共施設を維持・更新していくための費用を捻出して

いくには財政的負担がかなり大きくなると考えられます。 

 

公共施設の将来の更新投資額 

<出典>更新費用試算ソフト 

  

年間の更新費用 
約 19.04億円/年 

年間更新費用平均額 
約 6.9億円/年 
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②インフラの将来の更新投資額 

 

■インフラ施設の更新投資額については、統一的な手法で長期的な試算を算定するため、公共施設と同

様に「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算を行いました。 

■試算においては、町が保有するインフラ施設のうち、特に多額の更新投資額が想定されている道路・

橋梁・上水道・下水道について、「公共施設等更新費用試算ソフト」の標準設定により、今後 40 年に

わたる更新投資額を算出しました。 

 

更新投資額試算条件（公共施設等更新費用試算ソフトによる） 

 

（道路） 

■更新年数 一律 15 年 

■更新単価 1 級・2 級及びその他の町道 4,700 円/㎡ 

 

（橋梁） 

■更新年数 一律 60 年 （現時点の積み残しは、5 年間かけて対処する） 

■更新単価 PC 橋・RC 橋・石橋・木橋・その他 425,000 円/㎡、 鋼橋 500,000 円/㎡ 

 

（上水道） 

■更新年数 一律 40 年 

※プラント（上水道会計分の建物）は、建替え年数 60 年、大規模改修年数 30 年 

■更新単価 試算ソフトの標準値に準じ、管径により設定（9.7～14.2 万円/m） 

※プラントは、建替え単価 360,000 円／㎡、大規模改修単価 200,000 円／㎡ 

 

（下水道） 

■更新年数 一律 50 年 

※プラント（下水道会計分の建物）は、建替え年数 60 年、大規模改修年数 30 年 

■更新単価 試算ソフトの標準値に準じ、管径により設定（6.1～168 万円/m） 

※プラントは、建替え単価 360,000 円／㎡、大規模改修単価 200,000 円／㎡  
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■保有するインフラに係る更新投資額は、平成 28 年度（2016 年度）から平成 67 年度（2055 年度）

までの 40 年間で、年平均 21.4 億円必要となる見込みです。 

■過去 5 年間で掛けてきた投資的経費の平均額 6.98 億円を今後の投資制約として比較すると、約 3.1

倍に相当し、毎年約 14.4 億円が不足となり、公共施設以上に財政的負担が大きいことがわかります。 

■すべてのインフラを維持・更新することを前提とすれば、これまで以上に経費をかけていくことが必

要となります。 

■平成 28 年以降に、昭和 50 年代に整備された上水道管路の更新費用が集中しています。また、平成

60 年（2048 年）以降にも「財政負担の山」があります。 

  

インフラの将来の更新投資額 

 <出典>公共施設等更新費用試算ソフト 

 

年間更新費用平均額 
約 6.98億円/年 

年間の更新費用 
約 21.4億円/年 

40年間整備額 854.4億円 

１年当たり整備額 21.4億円 
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③公共施設等（公共施設とインフラ）の将来の更新投資額 

 

■保有する公共施設等に係る更新投資額は、平成 28 年度（2016 年度）から平成 67 年度（2055 年

度）までの 40 年間で、年平均 40.4 億円必要となる見込みです。 

■過去 5 年間で掛けてきた投資的経費の平均額 13.88 億円を今後の投資制約として比較すると、約 2.9

倍に相当し、毎年約 27 億円が不足します。 

■さらに今後は、人口減少や交付金の減少による歳入の減少が想定されます。そのようななか、これま

での投資の 3 倍近くもの支出を続けることは、財政上困難と言えます。 

 

公共施設等（公共施設とインフラ）の将来の更新投資額 

  

<出典>公共施設等更新費用試算ソフト 

 

■更新費用試算の結果、金額としてはインフラ施設に係る割合が大きいものの、インフラ施設について

は、既に策定済み、又は近々に策定予定の個別施設計画（長寿命化計画）において、財政負担への影

響も考慮しつつ対策を検討していく予定です。 

■一方で、公共施設については、現状に対する老朽化度や利用状況等に対する評価が、類型によって同

一ではなく、更新費用縮減のための方策も様々です。また、施設によって管理者（部署）が異なるこ

とからも、統廃合や複合化等による公共施設全体としてのライフサイクルコスト縮減を検討していく

に当たっても、インフラ施設に比べて検討課題が多い状況にあります。このため、公共施設に対する

維持管理方針の策定が重要課題となります。 

 

ポイント 

●今後、公共施設等の更新に現在の 3 倍近くもの投資額が必要である 

●人口減少や交付金の減少で、公共施設等に投資し続けることは財政上困難になる見込み 

●特に公共施設の維持管理方針策定が重要課題である 

年間更新費用平均額 
約 13.88億円/年 

年間の更新費用 
約 40.4億円/年 

40年間整備額 1,616.0億円 

１年当たり整備額  40.4億円 
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2.3 公共施設のあり方に関する町民のニーズ 

 

「公共施設に対する町民意識（養老町第五次総合計画 まちづくりアンケートより抜粋）」 

 

■「行政の役割として、行政でなければできないことに集中すべきだ」という意見が半数以上あり、今

後は民間の活用を検討する必要があります。 

■「行政サービスにおいて、メリハリをつけてサービスを行ったほうがよい」という意見が、広くサー

ビスを行うべきという意見よりやや多くなっています。少子高齢化や人口減少を踏まえ、選択と集中

を行っていく必要があります。 

■また、「税の負担増よりサービスの規模や水準を見直したほうがいい」という回答が多いことから、必

要な量と質を見極めていく必要があります。 

 

行政サービスのあり方 

 

 

<出典>養老町第五次総合計画 
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■今後注力すべき分野としては、「高齢者や障がい者など福祉の充実」、「道路の整備」、「自然環境の保全」、

「下水道の整備」、「保健（健康づくり）・医療の充実」、「産業の振興、雇用の場の拡大」が、回答率

30%を上回り、回答数の上位に上がっています。 

■高齢者福祉の充実に注力すべきという意見が多いのは高齢化の進行への懸念の表れと言えます。一方

で、学校や幼稚園・保育園等についての回答数は比較的少なくなっており、顕在化している少子化の

影響から、既存の公共施設に対する整備のニーズが低下していることが推察されます。また、「バスな

どの公共交通機関の充実」の回答数も比較的高いことから、町民がアクセス・利用しやすい環境の整

備を検討していく中で、高齢の利用者への配慮が極めて重要な課題となることが読み取れます。 

■道路や下水道等のインフラ施設に対しては、日常生活に密着していることから、整備への高いニーズ

が表れています。今後の更新費用試算の結果では財源の確保が深刻な課題となっていますが、公共サ

ービスの質を確保するため、長寿命化計画の策定・推進を早急に進めていく必要性が読み取れます。 

■住宅に関する分野については下位になっており、住宅困窮度は高くないと言えます。 

 

今後注力すべき分野 

 

<出典>養老町第五次総合計画 
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3. 公共施設等の管理に関する基本的な方針 

3.1 計画期間 

 

■公共施設等総合管理計画の計画期間を、平成 29 年～平成 38 年の「10 年間」とします。 

■養老町第五次総合計画や養老町中長期財政計画、養老町人口ビジョン、「絆を大切にするまち養老」創

生総合戦略や各種インフラ長寿命化関連計画等、今後の公共施設の維持・管理・運営等に係る主要な

諸計画等との整合を取りつつ、公共施設等の状況や財政状況、人口の増減等の社会情勢に対応しなが

ら、PDCA サイクルを活用して適宜見直しを行います。 

 

公共施設等総合管理計画の計画期間（推進予定） 

 

 

  

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

基本構想

基本計画

行政経営
改革プラン

個別施設計画

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

第
五
次
総
合
計
画

養
老
町

平成２３年度（2011）
　　　～平成２７年度（2015）

平成２８年度（2016）
　　　　～平成３２年度（2020）

平成２９年度（2017）
　　　　～平成３８年度（2026）

ローリング

ローリング

ローリング

ローリング

ローリング

PDCA

実施計画

養老町
中長期財政計画

平成２３年度（2011）
　　　　～平成３２年度（2020）

ローリング

ローリング

ローリング

平成２３年度（2011）
　　　　～平成２７年度（2015）

平成２６年度（2014）
　　　　～平成３２年度（2020）

PDCA

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

公
共
施
設

平成２８年度
策定

上位計画と整合を取りつつ、順次策定予定

公共施設等
総合管理計画

見
直
し
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■公共施設等の今後の方針に係る各種計画の概要を以下に示します。 

 

公共施設マネジメントの方針に係る計画等 

 

養老町第五次総合計画後期基本計画 (平成 28 年度～平成 32 年度) 

・地域での施設の管理運営の促進 

・町営住宅の長寿命化計画策定 

・改良住宅の払い下げによる持ち家化 

・防災拠点の整備 

・幼稚園・私立保育園も含めた子育て支援施設の統廃合（認定こども園の整備） 等 

「絆を大切にするまち養老」創生総合戦略(平成 27 年度～平成 31 年度) 

・乳幼児期の保育・教育環境の充実、計画的な施設整備（建替え、耐震化、修繕等） 

・道の駅、クラインガルテン整備 

・公共施設等の戦略的な維持管理 等 

社会資本総合整備計画 

養老町における循環のみちの実現(平成 28 年度～平成 32 年度)  

・下水処理場における長寿命化計画実施率 100% 

岐阜県内市町村における道路施設の的確な維持管理の推進（防災・安全） 

・道路法改正に伴う法的点検（200 橋：平成 27 年度～平成 29 年度） 

岐阜県建築物等安全ストック整備計画(平成 28 年度～平成 32 年度) ※岐阜県との共同計画 

・耐震診断及び改修等・アスベスト調査及び除去・既存エレベーター改修 
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3.2 現状や課題に関する基本認識 

 

■町の地域性・人口推移・財政状況及び公共施設の老朽化の現況より、それぞれ課題が抽出されており、

これらは今後、さらに複雑に絡み合い、深刻化していくことが予想されます。 

■本計画において、これらの課題に対処していくための適切な公共施設等マネジメントの方針を策定す

るに当たり、現状と課題に対する基本認識を下記のように整理しました。 

 

課題１ 少子高齢化の進行と将来的な人口減少 

◆少子高齢化の進展により、人口減少・高齢化社会に転じている一方で、これまでは町民ニーズや社

会情勢の変化に対応して公共施設等の数量は右肩上がりで増加してきました。 

◆今後の人口減少に伴い、公共施設等の保有量は、これまでと比較すると過剰供給の状況になると予

想されます。 

◆現在、町が保有する公共施設の人口 1 人当たりの延床面積（5.42 ㎡/人）が、全国平均（3.42 ㎡/

人）と比較して相当に多い（約 1.6 倍）ことからも、現状の公共施設の量や公共サービスの質の妥

当性を検討し、公共施設の総量縮減に向けた施策も必要となります。 

 

課題２ 厳しい財政状況 

◆少子化に伴う生産年齢人口の減少により、町税収入は将来的にはさらに減少すると見込まれますが、

高齢化に伴う社会保障費は増加することが予想され、歳入減、歳出増の傾向は深刻化していくことが

予想されます。 

◆また、下記に示す公共施設等の老朽化に対応するための維持管理及び更新等に要する財源（投資的経

費）がますます不足することも予想されます。 

◆公共施設利用時の安全性を確保し、更なる利活用を図っていくためには、厳しい財政状況を踏まえつ

つ、公共施設等の更新等に係る費用を確保していくことが極めて重要であり、新たな財源の確保やコ

スト縮減に向けた施策の策定が必要となります。 

 

課題３ 公共施設の老朽化 

◆本町の公共施設等の多くが高度経済成長期に建設されており、すでに建設から 30 年以上経過してい

る施設も多い状況です。老朽化や機能の陳腐化が進行し、現状の施設では今後の利活用を図るのが困

難な状況であっても、財政上の理由から大規模改修を先送りしている施設もあります。 

◆それらの施設を含めて、2030 年代には施設の更新が集中することになります。建物の性能を適正

に保ち、長期的に健全な状態を維持するためには、大規模な改修や更新が必要であり、その時期が集

中することを回避する必要があります。 

◆予防保全的な維持管理の推進により、ライフサイクルコストの縮減を図り、既存の公共施設の長寿命

化計画を策定すると共に、各施設の今後の必要性についても検討を進めていく必要があります。 
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3.3 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

(1) 公共施設等維持管理の全体方針 

 

■公共施設等の基本方針を、公共施設とインフラ施設それぞれに分けて定めました。 

 

① 公共施設基本方針 

1）公共施設運営コストの適正化（質の向上） 

施設機能の維持向上をより少ない経費で行うため、老朽化した施設の除却や新しい施設の複合化・多

機能化を推進すると共に、民間の技術・ノウハウ、資金等の活用を積極的に導入します。 

 ・施設の管理運営については、サービスを提供することによって生み出されるアウトプット（利

用者数や稼働率等の業績）と減価償却費を含めた施設にかかるフルコストを把握します。 

・コストの削減を通じてアウトプットを維持・向上させることにより、施設サービスの質を確保

していきます。 

・施設サービスの質の確保を図るため、直営施設・指定管理者制度導入施設に関わらず、アウト

プットとフルコストの評価を行います。 

・より質の高いサービスを提供するため、PFI や指定管理者制度等のＰＰＰの手法を用い、民間

活力を施設の整備や管理運営に積極的に導入します。 

・指定管理者制度については、住民サービスの向上と経費の節減が図れると認められる場合は、

当制度を導入していきます。 

・施設の用途や目的に応じ、地域で管理経営を行うことで、より活性化が図られる施設について

は、地域への移譲や共同利用施設サポーター制度等町民や地域団体が施設の管理経営に参画す

る方法について検討します。 

 

2）中長期的視点でのトータルコスト削減（更新費用・管理運営費の財源確保） 

除却した施設の土地については、売却や貸付等により、更新費用や管理運営費の財源確保に努めます。 

 ・将来的な利用が見込めず、売却等が可能と判断される財産が生じた場合には、適切に売却処分

や借地との交換を進めます。 

・土地の形状や法規制等の理由により早期の売却が困難な財産については、民間等への積極的な

貸付による財産の有効活用を図ります。 

・公共施設等の余裕空間については、施設の建物性能や利用状況を把握した上で、周辺施設の機

能集約や公共団体・公共的団体、民間等への貸付による有効活用を図ります。 

・庁舎や学校施設等の屋根・屋上スペースに太陽光発電設備を設置し、光熱費の削減や収入確保

を図ると共に、災害時等には非常用電源として活用します。 

・公平性の観点から、減価償却費も含めたフルコストを計算した上で、特定サービスに対する対

価や所得に応じた負担等、受益者の適正な負担について検討します。 
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3）公共施設の総量の検討（適正配置） 

施設の適正配置の観点から、施設の（建替え）又は大規模改修（長寿命化）を行う場合はゼロベース

で検討し、施設を新設する場合は他の施設の統合を前提として建設します。 

(1) 施設の新設の場合 

 ・他の施設の統合（複合化）を前提として建設します。 

・必要性や優先順位、公費負担額の算定（整備水準、利用予想、機会費用を含めたライフサイク

ルコストによる将来の財政負担等）、施設サービスのソフト化（民間施設の借り上げや交通手段

の確保等）、既存施設の活用等を十分検討します。 

・事業手法については、PFI 等の民間活力の導入を含めて、幅広く検討します。 

(2) 施設の更新（建替え）又は大規模改修（長寿命化）の場合 

 ・施設の適正配置の観点から、町として当該施設が本当に必要かどうか将来のまちづくりを見据

えた上で、施設の新設の場合と同様にゼロベースで検討します。 

・一定の規模があり、建物性能が高い施設については、本来業務の支障のない範囲で施設の複合

化・多機能化を進めます。複合化・多機能化を進める施設については、利用者の安全確保や災

害時の拠点施設としての機能確保の観点から、必要に応じて、適宜耐震化を進めることとしま

す。 

・施設の規模や機能、施設間の距離、交通利便性、地形的条件等を総合的に検討し、区域にとら

われない施設の配置を進めることとします。 

・隣接する自治体との相互利用等の連携等、行政域を超えた広域的な利用も視野に入れた柔軟な

配置を検討します。 

・国と地方公共団体が連携した国公有財産の最適利用についても、情報共有を図り、公共施設等

の有効活用に向けた取り組みを検討します。 

・借地に設置している施設については、借地の解消に向けた取り組みを進めます。 

・施設の新築や増改築を行う場合は、環境に配慮した施設となるよう、再生可能エネルギーの導

入等について検討することとします。 

(3) 施設の廃止の場合 

 ・老朽化等により用途廃止した施設については、利用者の安全確保の観点から、原則として除却

することとします。 

・建物が比較的新しい施設の用途を廃止した場合には、他への用途変更や地元・民間への譲渡・

貸付等について検討することとします。譲渡・貸付等にいたる条件が整わない場合や有効活用

までに時間がかかる場合等については、資産の適切な保全に努めます。 

・施設の用途廃止後における建物については、公有財産の利活用に関する基本方針に基づき、有

効活用を進めます。 
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② インフラ施設基本方針 

１）更新費用の縮減と平準化 

インフラ施設の更新は、重要度と緊急度により優先順位を決めた上で計画的に実施することで、更新

費用の縮減と平準化を図ります。 

 □当該施設が果たしている役割、機能、重要度（利用状況等）、緊急度等により、 優先順位付け

に向けた評価を実施し、維持管理的な事業については、一定の投資額で継続的な取り組みを行

います。 

□個別施設計画やマニュアル等に基づきインフラ施設の点検・診断等を定期的に実施し、施設の

重要度や緊急度に応じた対策を実施します。さらに、各インフラ施設の状態や対策履歴等の情

報を記録・蓄積し、以降の点検・診断等に活用する仕組みを構築します。 

□公営企業にあっては、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基盤強化

と財政マネジメントの向上に取り組みます。 

２）長寿命化 

予防保全型の維持補修を進め、インフラ施設の安全性の確保やライフサイクルコストの縮減を図りま

す。 

 □従来の老朽化等に伴う故障等が発生してから修繕を行う「事後保全」から、定期的な点検や調

査等に基づいて計画的に改修を行う「予防保全」に考えを転換し、長寿命化の取り組みを推進

します。 

□長寿命化の取り組みに当たっては、取り組みの重点化を図るため、上記の優先順位付けにおい

て評価が高い施設から実施します。 

□国や県等が実施する資格・研修制度や講習会等を積極的に活用し、本町職員の維持保全に係る

技術力向上を図ります。 

□最新技術の開発状況や他市町の取り組み事例等を収集し、優れた技術については積極的に活用

することとします。 

３）投資額の確保 

インフラ施設に係る投資額は、毎年度安定的に確保します。 

 □個別施設計画に基づく費用については、毎年度、安定的に予算を確保し、予防保全型の管理を

計画的かつ着実に実施することとします。 

□経営戦略に基づく公営企業への繰出金については、持続的に経営可能となるよう、毎年度の所

要額を確保することとします。 
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(2) 公共施設等維持管理の個別方針 

 

■基本的な方針・方策を基に、施設の維持管理の現場等における様々な問題意識も踏まえつつ、従来実

施してきた取り組みに加えて、１）～７）の各項目について以下の取り組み方針により対応していき

ます。 

 

１）点検・診断等の実施方針 

(1) 施設管理者の知識・技術の向上 

 ■施設管理者向けの技術研修を実施すると共に、技術的アドバイスを実施する体制を整備します。 

■また、これらの対応状況等を整理して全庁的に情報共有することにより、施設管理者の知識・

技術の向上を図ります。 

(2) 基準類の整備 

 ■整備済みの基準類の見直しも含め、施設の特性を踏まえた点検・診断の基準を整備し、施設の

健全性を適切に把握する仕組みを構築します。 

■特に、点検が困難な箇所については状態監視の方法を検討し、健全性の把握に努めます。 

(3) 定期点検の実施 

 ■点検基準に従い、施設管理者（必要に応じて技術部門）による定期的な点検をこれまでどおり

確実に実施していきます。 

(4) 点検結果の収集・蓄積・活用 

 ■点検結果や対策履歴等を次の点検や修繕に十分活用できていないため、点検・診断の結果等の

情報を適切に管理する仕組みや、必要に応じて集約・分析・活用できる仕組みを構築し、より

効果的・効率的な維持管理につなげます。 

２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

(1) 予防保全の実施 

 ■これまでは事後保全を基本としてきましたが、事後保全は、施設運営に支障が生じ行政サービ

スの低下につながる可能性があり、結果的に修繕経費の無駄が生じることもあるとされます。 

■そこで、日常の維持管理に当たっては、施設特性や安全性・経済性を考慮しつつ、劣化の有無

や兆候を可能な限り確認又は予測して予防的補修を実施するなど、予防保全の実施により性

能・機能の保持・回復を図ります。 

(2) 施設類型ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定 

 ■場当たり的な補修を重ねると結果的に非効率・不経済になってしまうため、施設類型ごとの長

寿命化計画（個別施設計画）を策定し、計画的な維持保全を推進します。計画の策定及び実施

に当たっては、施設特性を考慮の上、重要性・緊急性等を判断して対策の優先度や実施時期を

決めると共に、施設のライフサイクルコストが最小となるよう様々な材料・工法等を比較して

最適な方法を選択した上で、修繕等による効果を検証して継続的に計画を見直していきます。 
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(3) ニーズ変化への対応 

 ■施設の更新等の機会には、施設に対するニーズ変化を踏まえ、質的向上・機能転換・用途変更・

複合化・集約化・廃止を検討します。 

■防災機能強化やユニバーサルデザインの考え方の導入、バリアフリー化の推進、環境に配慮し

た取り組み等、時代の要請に対応し、町民の利便性や都市活力の向上を考慮した施設機能を目

指します。 

(4) 多様な主体との連携 

 ■町単独の事業の効率化を実施しつつ積極的に民間資金等の活用（PFI）を検討し、できる限り

財政負担を軽減します。また、同種の市町村事業との一括発注による効率化の検討や、施設特

性に応じて維持管理への住民参加の検討等、多様な主体との協働の推進及び財政負担の軽減を

目指します。加えて、大学の研究室や地域の建設業者等との共同研修を行う等、地域全体での

技術力の確保・向上に努めます。 

３）安全確保の実施方針 

(1) 同種・類似リスクへの対応 

 ■点検等により施設の危険箇所が発見された場合は、同種の施設についても早急に点検を実施し、

事故の未然防止に努めます。 

(2) 建物の非構造部材の安全対策 

 ■建物の非構造部材（外壁、ガラス、吊り天井等）の安全対策については、一部の大規模施設は

実施済みですが、施設全体を対象とした計画的な対策は未実施となっています。 

■これまでは、構造体の耐震改修を優先的に実施してきましたが、今後は、非構造部材の安全対

策についても進めていきます。実施において、大規模改修に併せて行うなど効率的に行います。 

(3) 利用見込みのない施設の除却 

 ■防犯・防災・事故防止等の観点から、利用見込みのない（必要性が認められない）施設の除却

をできる限り推進していきます。 

４）耐震化の実施方針 

(1) ＢＣＰ（業務継続計画）対策の強化 

 ■町内の主要施設の耐震化は完了しており、今後新設する重要な施設は災害発生時の防災拠点施

設等の機能維持に対応した設計とします。 

５）長寿命化の実施方針 

(1) 予防保全の実施 

 ■施設特性や安全性・経済性を考慮しつつ、劣化の有無や兆候を可能な限り確認又は予測して予

防的補修を実施するなど、予防保全の実施により性能・機能の保持・回復を図ります。 

(2) 建物の大規模改修の実施 

 ■全庁的な観点から長寿命化する施設を絞り込み、施設の特性に応じた使用年数の目標や優先度

を踏まえ、適切な時期に大規模改修を実施します。 
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■大規模改修の実施に当たっては、改修後の使用予定期間等を考慮してライフサイクルコストが

最小となるよう、様々な改修内容・工法等を比較し最適な方法で実施します。なお、大規模改

修が技術的に困難な場合や経済合理性が低いと判断される場合は、更新も検討します。 

６）施設総量の適正化の推進方針 

(1) 余剰施設の集約の推進 

 ■施設利活用状況に応じて施設の集約を確実に実施し、施設総量の適正化を図ります。 

(2) 将来的な施設の必要性・集約化の検討 

 ■必要な施設は適切に維持管理すると共に、将来的な社会構造の変化やそれに伴う行政ニーズの

変化を踏まえて、施設規模の見直し（総延床面積の適正化等）や機能の統合化・集約化・廃止

を検討します。その際には、民間資金等の活用（PFI）等、多様な主体との連携も視野に入れた

検討を行います。 

(3) 広域的な視野での検討 

 ■国・県・周辺市町との連携も含め、広域的な視野で地域の国公有財産の最適利用に向けた検討

を行います。 

(4) 国公有財産の最適利用 

 ■地域の国公有財産の最適利用については、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（平成２６

年６月２４日閣議決定）において、「地域における公的施設について、国と地方公共団体が連携

し国公有財産の最適利用を図る」と明記されました。 

■また、地方公共団体は公共施設等総合管理計画の策定に当たって、この閣議決定等を踏まえ国

と連携した国公有財産の最適利用についても検討するよう、総務省から平成２６年８月に通知

（技術的な助言）がなされています。 

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 

(1) 部局横断的組織の構築 

 ■施設に関する情報を共有し、全庁的な観点から施設の利活用を総合調整するため、部局横断的

推進体制を整備します。 

(2) 管財部門と技術部門との協力体制強化 

 ■管財部門と技術（建築）部門との協力体制を強化し、施設管理者への支援を充実します。 

(3) 管財部門と財政部門との連携強化 

 ■管財部門と財政部門との情報交換を密にして連携を強化し、財政負担の軽減・平準化を図り必

要な予算確保に努めます。 

(4) 施設管理者の知識・技術の向上 

 ■施設管理者向けの技術研修を実施すると共に、技術的アドバイスが実施できる体制を整備しま

す。また、これらの対応状況等を整理して全庁的に情報共有することにより、施設管理者の知

識・技術の向上を図ります。 
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(3) 目標の設定 

 

養老町の公共施設は、学校教育系施設、公営住宅、町民文化系施設が約７割を占めており、これらの

施設を中心に公共施設の削減を図ることになります。年間の更新費用を現在の投資額まで縮減すること

を目標とし、以下に示すステップで目標達成を目指します。 

 

■今後見込まれる、公共施設の更新費用の不足分を補てんするため、まず予防保全の考え方のもと、建

物の劣化を未然に防ぎ、長寿命化を推進します。現在の試算条件である更新期間を延長（建替え 60

年を 70 年、大規模改修 30 年を 35 年）した場合の更新費用試算額は、40 年間の総額 635.5 億円

となり、当初試算額から約 17％相当の年間 3.1 億円を削減できる見込みです。 

■続いて、人口１人当たりの延床面積を、5.42 ㎡から全国平均レベル（3.42 ㎡）を目標として削減し

ます。施設の更新時に統合・複合化を積極的に行い、普通財産等使用していない施設については、適

宜除却を行います。延床面積を全体の５％を最低目標として削減し、努力目標としてさらに削減も視

野に入れ、それらに伴うライフサイクルコスト全体の削減によって、トータルコストの 31％に相当す

る 5.9 億円のコスト削減を図ります。 

■さらなる維持管理コスト削減のため、設備の省エネ化、PPP/PFI の活用等を行いつつ、コストの経年

変化を把握し、維持管理コストの適正化を行っていきます。 

本計画における目標設定イメージ図 

 

 

■インフラ施設については、長寿命化を基本として維持管理コストの縮減に努めます。現在策定中又は

計画中の財政計画や長寿命化計画等において、より具体的な方針を示し、実効的に推進していきます。  
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4. 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針の検討 

 

養老町の公共施設等について、統一的に扱うことが困難であることから建物系公共施設（庁舎、学校、

福祉施設等）と土木系公共施設 （道路、橋梁、上下水道等）の類型ごとに分けて、施設の維持管理等に

関する方針を定めました。 

 

4.1 建物系公共施設 

(1) 学校教育系施設 
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①学校 

対象施設 

・小学校（養老、広幡、上多度、池辺、笠郷、養北、日吉）敷 123,982 ㎡、延 38,266 ㎡ 

・中学校（高田、東部）敷 60,650 ㎡、延 18,464 ㎡ 

現状と課題 

現     

状 

■本町には、7 小学校、2 中学校があり、耐震化については完了している。 

■学校開放施設として、児童・生徒が常に施設を利用しており利用頻度が高い。 

課 

題 

■施設の老朽化が進んでいるため、修繕や改修が必要である。 

■保守点検を行い、報告書の提出を受けているが、結果の活用ができていない。 

基本的な方針 

■点検結果を活用した予防保全的な維持管理への移行を進めていく予定である。 

■予防保全的な維持管理への移行を進め、保全費用の縮減に努める。 

■担当施設の現況調査を実施し、維持管理コストの推移や修繕履歴等を分析していく。 

■全体的に老朽化が進んでいるため、予防保全を基本としつつ、緊急性の高い施設については、安全性

が確保できるまでの利用停止や代替措置等を早急に対処し、廃止も視野に入れる。 

■将来にわたり長く使い続けることができるよう、長寿命化を早急に検討する。 

■付属設備についても長寿命化製品への切り替えにより、コスト縮減を図る。 

■体育館、給食室を含め老朽化が進行しているため、児童数に対する必要設備を鑑み、統廃合を進める。 

■活用頻度の低い施設については、整理、検討を行う。 

■各施設は、地区別に１つの施設として設置されているため、地域住民との懇談等を踏まえて今後の必

要性について、統廃合も視野に入れた検討を行う。 
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(2) 町民文化系施設 
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①文化施設 

対象施設 

・自治会館 ・国際学習会館 ・ふれあいセンター養老 

現状と課題 

現     

状 

■養老自治会館、上多度自治会館は、自治会館と JA の複合施設であり、土地は町所有でない。 

■養老自治会館については、平成 29 年（2017 年）8 月には JA が移転するため、跡地利用に

ついて協議中である。 

課 

題 

■上多度自治会館と室原自治会館は、老朽化が進んでいる。 

基本的な方針 

■法定点検を実施し、点検結果をもとに修繕等を順次行っていく。 

■職員が日常的に点検し、利用者が安全に利用できるよう努める。 

■予防保全的な維持管理により、安全性の確保とできる限りのコスト削減を図っていく。 

■全体的に老朽化が進んでいるため、予防保全的な維持管理への移行を進めていく予定である。 

■ふれあいセンター養老は、今後の必要性について、統廃合も含めた検討を行う。 

■養老自治会館、上多度自治会館は、JA の複合施設であるため、JA の方針も考慮しつつ、統廃合を

検討していく。 

 

②集会施設 

対象施設 

・中央公民館、町民会館、図書館 ・地区集会所 ・地区公民館 

現状と課題 

現      

状 

■空調設備や電気設備等、外部委託により保守点検を行っている。 

■地域が管理をしている施設もある。 

課 

題 

■耐震調査を行っていない施設については今後調査が必要である。 

■上多度公民館は、老朽化が進んでおり耐震基準も満たしていない。 

基本的な方針 

■点検結果に応じて修繕等を行っていく。 

■予防保全的な維持管理への移行を進め、保全費用の縮減に努める。 

■町管理の建物については、外部委託による保守点検を行い安全確保に努める。 

■建設当時より改築等は行っていないため、老朽化が見られるが、付属設備を取り替えることにより長

寿命化を図る。 

■中央公民館については、コミュニティ活動や生涯学習の拠点として設置されており、統合や廃止を行

うのは難しい。 

■上多度公民館は、平成 30 年度（2018 年度）に取り壊しを行う予定である。また、上多度自治会

館との統合により防災の観点からも幅広く活用できる施設となるようにする。 
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(3) 社会教育系施設 

 

 

①博物館等 

対象施設 

・山口会館 

現状と課題 

現      

状 

■平成 16 年（2004 年）1 月に竣工され、新耐震基準が満たされている。 

課 

題 

■設置の目的が特殊であり、統合・廃止は難しい。 

基本的な方針 

■法定点検を実施し、点検結果をもとに修繕等を順次行っていく。 

■職員が日常的に施設を点検し、利用者が安全に利用できるよう努める。 

■維持管理コストの縮減を図りながら、安全に利用できるよう必要な修繕を行う。 

■緊急性の高い修繕等については早急に対処し安全性を確保するよう努める。 

■予防保全的な維持管理により、安全性の確保とできる限りのコスト削減を図っていく。 

■展示スペースだけではなく、会議室も有効活用し、幅広く活用できる施設となるよう検討する。 
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(4) スポーツ・レクリエーション系施設 

 

 

①スポーツ施設 

対象施設 

・体育館（総合体育館、池辺町民体育館、笠郷町民体育館、東部町民体育館） 

・町営笠郷テニスコート ・町民プール ・グラウンド（中央公園、スマイルグラウンド） 

現状と課題 

現 

      

状 

■各設備の法定点検以外に月 2 回以上施設巡回による目視点検を委託職員が実施し、報告書の提

出を受けている。 

■点検結果や利用者からの指摘を受け、随時修繕を行っている。予算を超過する場合は応急処置

とし、次年度以降改修としている。 

課 

題 

■町民プールは、施設設備の老朽化が進んでおり、整備計画の作成が必要である。 

■今後は、施設の老朽化対策や指定管理者制度等により、効率的な維持管理を進める必要がある。 

基本的な方針 

■全庁的な公共施設の維持管理体制と調整し、体育施設全般を一体的に維持管理運営する体制について

検討すると共に、指定管理者制度や PFI 導入等民間活力の活用を検討する。 

■池辺町民体育館及び笠郷町民体育館は、改修を実施しても安全性の確保が困難であるため、廃止する。 

■養老町東部町民体育館は、耐震強度不足を指摘されているので、耐震工事を早急に実施する。 

■総合体育館の照明施設ＬＥＤ化等を図る。施設の老朽化が進んでいるため、整備計画を検討する。 
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②レクリエーション施設・観光施設 

対象施設 

・養老キャンプセンター ・親孝行のふるさと会館 ・孝子館 

現状と課題 

現 

      

状 

■キャンプセンター及びふるさと会館の管理人に、施設開放時には施設の管理・点検を委託して

いる。そして、管理人より日報で点検結果を受けている。点検結果を受け、役場のほうでも随

時対応している。 

■キャンプセンターについて近年の自然志向、アウトドアブームから利用者数は、増加している。 

利用者アンケートの調査結果から、リピーター率が高い。 

■ふるさと会館は、昭和 60 年（1985 年）に建設された後、平成 27 年度（2015 年度）に施

設内のバリアフリー化及びソーラーパネルの設置など、大規模な改修が行われている。さらに

定期清掃管理を養老公園まちづくり委員会に委託している。 

■消防法施行規則第３条１１項の規定に基づき、消防訓練を年２回実施予定である。 

課 

 

題 

■キャンプセンターの通報、誘導手段である屋外設置の大型スピーカーの修理及びハンドマイク

の設置を行う必要がある。 

■キャンプセンターは、昭和 59 年（1984 年）から昭和 60 年（1985 年）に建設されたもの

であり、23 棟あるバンガローのうち 16 棟は平成 14・15 年度（2002・2003 年度）に改

修されているが、老朽化が見られる。 

■孝子館は耐震化を行っておらず、利用者の数を鑑み耐震化を行う必要がある。 

■長寿命化に向け、各施設には施設台帳の作成が必要であると考えられる。 

基本的な方針 

■予防保全的な維持管理を進め、保全費用の縮減に努める。 

■キャンプセンターにおいて、現時点で利用客組が 277 組あり、過去最多数である。また、アンケー

トの結果を受け、今後も利用したいとの回答が多いため、廃止をする必要はないと判断している。 

■孝子館については、建築物として文化的な価値があると思われるが、老朽化が著しいことから、施設

の用途や使用率なども考慮して、保存するかまたは取り壊し廃止にするかを検討する。 

 

③保養施設 

対象施設 

・共同浴場（ようろう湯） 

現状と課題 

現    

状 

■家族風呂のない世帯への利便性と地域住民に対して入浴施設を提供し、運営は「ようろう湯運

営委員会」が実施している。 

課 

題 

■築 42 年が経過し、老朽化が進行している。 

 

基本的な方針 

■予防保全的な維持管理を進める。 

■ボイラー等の老朽化に伴う大規模改修工事が必要になった場合は、廃止の方向で検討する。 
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(5) 産業系施設 

 

 

①産業系施設 

対象施設 

・大型共同作業場 ・食肉事業センター ・転作技術研修センター（桜井、寺町、豊） 

・就業改善センター（笠郷自治会館） ・農村婦人の家（釜段） 

現状と課題 

現 

      

状 

■転作技術研修センターは、地域に維持管理等を任せている。 

■就業改善センターでは空調設備や電気設備等、外部の委託により保守点検を行っている。また、

定期的に建築基準法第 1２条に基づく点検を行っている。 

■現在、精米施設は大型作業所のみであり地域の関係団体等が使用している。 

課 

題 

■大型共同作業場は、耐震調査を行っていないため今後調査が必要である。 

■転作技術研修センターは、建設当時より改築等は行っていないため老朽化が見られる。 

基本的な方針 

■予防保全的な維持管理への移行を進め、保全費用の縮減に努める。 

■転作技術研修センター、農村婦人の家は地域住民の意見を踏まえ、地域等への払い下げを検討する。 

■就業改善センターについては、法定点検を実施し、点検結果をもとに修繕等を行っていく。 

■大型共同作業所は、地域住民の意見を踏まえ、指定管理への移行、地域への払い下げを検討する。 
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(6) 子育て支援施設 

 

 

①幼保・こども園 

対象施設 

・幼稚園（養老、上多度、池辺、笠郷、養北、日吉） ・保育園（広幡、船附、養北、こばと、日吉） 

現状と課題 

現 

      

状 

■施設が損傷した場合、随時修繕を実施する。 

■消防設備・空調機等は、定期点検にて異常があった場合、随時修繕を実施する。 

■耐震診断全園実施済みである。 

■随時、外観・異音等を確認する。 

課 

題 

■各保育園・幼稚園とも施設の老朽化が進んでおり、耐震化をはじめ、保育サービスの充実に対

応する施設環境の整備が必要である。 

基本的な方針 

■耐震工事について、広幡保育園は平成 28 年度（2016 年度）に実施、その他の園は未定である。 

■施設が大きく損傷する前に修繕を実施する。 

■認定こども園への移行に伴い、平成 30 年（2018 年）4 月に、船附保育園と笠郷幼稚園、また、

養北保育園と養北幼稚園を認定こども園へと統合する。 
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(7) 保健・福祉施設 

 

 

 

①高齢福祉施設 

対象施設 

・地域福祉センター ・老人福祉センター ・福寿荘 

現状と課題 

現 

      

状 

■現在は地域密着型介護サービス事業所を 7 箇所整備している。 

■平成 27 年（2015 年）5 月に第３セクターである「養老の郷づくり会社」が設立され、「アン

チエイジング」をテーマとして、人の健康や活力の増進のために様々な取り組みを推進すると

している。 

■福寿荘は、老人の健康増進や福祉向上等を提供する施設であるが、利用者が少ない。 

課 

題 

■地域福祉センターは築 24 年、老人福祉センターは築 34 年、福寿荘は築 33 年であり、老朽

化が進んでいる。 

基本的な方針 

■予防保全的な維持管理への移行を進め、保全費用の縮減に努める。 

■劣化調査を実施した上で、長寿命化に向けて修繕工事がより効果的となる時期や方法を検討する。 

■地域福祉センターについては、町内の老人デイサービス事業所は充実してきたこともあり、将来的に

は用途変更も視野に入れた施設の集約化を検討する。 

■老人福祉センターについては、社会福祉協議会の指定管理により、今後も引き続き利用希望者が見込

まれるため、現状維持に努める。 

■福寿荘については、利用希望者が見込めないため、廃止も視野に施設の集約化を検討する。 
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②障がい福祉施設 

 

③保健施設 

 

④その他社会福祉施設 

対象施設 ・福祉センター 

現状と課題 

現状 
■地域住民のコミュニティセンターとしての社会福祉の増進を図ると共に、人権・同和問題の

速やかな解決を図るため、各種事業を実施している。 

課題 ■福祉センターは、築 38 年であり老朽化が進行している。 

基本的な方針 

■維持管理コストの縮減を図り、安全に利用できるよう必要な修繕を行う。 

■計画的な修繕等を行い、施設の長寿命化を図る。 

■地域住民の意見を踏まえ今後の必要性について、施設の多目的化・複合化も視野に検討を行う。 

対象施設 ・心身障害者福祉センター（ことばの教室） 

現状と課題 

現      

状 

■町内には２カ所の障がい福祉サービス事業所があるが、広域的な観点を考慮しながらグループ

ホームの確保が必要になっている。 

課 

 

題 

■各種器具等の点検は行われているが、点検結果の活用が行われていない。 

■築年数が 10 年を越えため、強雨時において屋根材の接合点での雨漏りや、ビルトイン式とな

っている空調関係についても不調が見られることから定期的なメンテナンスや修繕が必要であ

る。 

■障がい者が主に使用する施設であるため、火災時等の災害時にスムーズに避難できるかが課題

である。 

基本的な方針 

■職員による日常点検を実施し、点検結果を蓄積・活用していく。 

■緊急時の避難所となっていることもあり、予防保全的に維持管理を行う必要がある。 

■定期的な点検の実施等、各種整備について施設機能維持を心がけ、修繕が必要な箇所については早め

に対応する必要がある。まだ築年数が比較的新しいため、各種機械設備等のメンテナンスや操作方法

等の熟知等、使い方の知識の共有を行う。 

対象施設 ・保健センター 

現状と課題 

現状 ■保健センターの育児相談者数は年々増加傾向にある。 

課題 ■昭和 63 年（1988 年）3 月の竣工以来、約 30 年が経過している。 

基本的な方針 

■今後も引き続き利用希望者が見込まれるため、現状維持に努めながら、将来的には施設の集約化を

検討する。 
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(8) 行政系施設 

 

 

①庁舎等 

対象施設 

・役場庁舎 

現状と課題 

現      

状 

■老朽化が進行し、大規模改修の時期を迎えた施設である。 

課 

題 

■庁舎及び設備の老朽化が進行している。 

基本的な方針 

■引き続き、庁舎及び設備の適正な点検を実施すると共に、長寿命化に向けた改修を検討・実施し、コ

スト縮減に努める。 

■予防保全的な維持管理への移行を進め、保全費用の縮減に努める。 
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②消防施設 

対象施設 

・消防本部 

・消防署南部分署 

現状と課題 

現 

      

状 

■消防本部庁舎は、増築を重ねて業務に対応しているが、それゆえに構造の複雑化、利便性の低

下、また車両の大型化や台数の増加により、現行の車庫では車両収容の限界にきている。 

■東海環状自動車道路の開通に対応するために、さらなる増員や車両の大型化が必要である。 

課 

題 

■庁舎の耐震対策が必要である。 

■西濃地域で消防業務の広域合併の話し合いが持たれているが進捗していない。 

基本的な方針 

■職員による日常点検を進めていく予定である。 

■予防保全的な維持管理を進め保全費用の縮減に努める。 

■消防本部庁舎は現在耐震化されていないため、耐震化に向けて進めている。 

■南部分署の車両、人員、施設維持費の費用対効果も考慮し、消防本部を町の地理的中心地に統合する

ことを検討する必要がある。 

 

③その他行政系施設 

対象施設 

・水防倉庫（37 箇所） 

現状と課題 

現      

状 

■現在、水防計画に基づき、水防本部以外に、水防用資材を保管する倉庫として利用されている。 

課 

題 

■37 箇所のうち 25 箇所が旧耐震基準であるが、耐震化は行っていない。 

基本的な方針 

■予防保全的な維持管理への移行を進め、保全費用の縮減に努める。 

■各水防倉庫については、養老町水防計画に基づき設置しており、今後の必要性について、地元の住民

の意見を踏まえて、統廃合も視野に入れた検討を行う予定である。 
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(9) 公営住宅 

 

 
①公営住宅 

対象施設 

・改良住宅（滝見町住宅、前田住宅、大柳住宅、三神東住宅、松原住宅、豆川原住宅、中屋住宅、泉・三神

町住宅）計 482 戸 

・町営住宅（押越住宅 A・B 棟、下高田住宅 A 棟）計 36 戸 

・特定公共賃貸住宅（下高田住宅 B 棟、岩道住宅Ａ・Ｂ・Ｃ棟）計 46 戸 敷 73,615 ㎡、延 42,421 ㎡ 

現状と課題 

現 

      

状 

■特定公共賃貸住宅の入居率は 80.4％である。 

■町営住宅、特定公共賃貸住宅については耐震基準を満たしている。 

■改良住宅は譲渡（払い下げ）を検討している。 

課 

題 

■押越住宅は老朽化が進んでおり、大規模な修繕が必要である。 

■改良住宅は、耐用年数を過ぎている住宅もある。また、高額滞納者の問題がある。 

■長期空き家となった特定公共賃貸住宅については、入居を促進するための対策が課題である。 

基本的な方針 

■今後は、長寿命化計画を策定するなど、長期的な視野に立った維持管理が必要である。 

■修繕を行う場合には高齢者や障がい者が暮らしやすい住宅とすることが必要である。 

■改良住宅においては、現状把握のために、耐震診断を行う予定である。 

■改良住宅は、譲渡（払い下げ）による持ち家化や用途廃止による除却、用途変更による管理運用の検討を 

行っていく。 

■公共施設等総合管理計画に基づき、改良住宅を含めた町で管理する住宅全体の総合的な計画を策定する必

要がある。 
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(10) 公園 

 

 

①公園施設 

対象施設 

・都市公園（スポーツ施設；中央公園）、養老平成記念公園、宮の森公園、緑の広場休憩所 

現状と課題 

現      

状 

■平成 24 年（2012 年）に開催された、ぎふ清流国体に合わせて、都市公園である中央公園の

改修整備を行った。 

課 

題 

■公園の設置数が少ない。 

 

基本的な方針 

■地域との協働により公園施設の維持管理を行うことができるよう検討する。 

■点検、補修、更新を計画的に行うことで、公園施設を保全し、安全対策を強化する。 

■これまでの事後保全型管理を見直し、公園施設の長寿命化を図ると共に、保全費用の縮減に努める。 
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(11) その他建築系公共施設 
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①その他建築系公共施設 

対象施設 

・斎苑 ・駅前駐輪場 ・広幡駐在所車庫 ・公衆トイレ ・教職員住宅 ・大巻薩摩工事役館跡トイレ 

・普通財産建物 

現状と課題 

現 

 

状 

■斎苑について、委託による各種施設点検管理を行っている。 

■斎苑東館は平成 7 年（1995 年）建築、西館は平成 18 年（2006 年）建築であり、新耐震

基準を満たしている。 

■駅前駐輪場については委託による日常点検を実施している。放置自転車については、職員の

ボランティアにより撤去している。 

■広幡駐在所車庫は、現在、警察署が使用している。 

課 

題 

■予防保全的な維持管理を行っていない。 

基本的な方針 

■これまでの点検履歴を踏まえた予防保全的な維持管理への移行を進めていく予定である。 

■各種施設維持管理等のなかで、これまでの修繕等を要した設備等に対して修繕履歴の蓄積・分析を図

ると共に維持管理の方法の見直しと修繕コスト削減・保全費用の縮減に努める。 

■施設について、現段階で老朽化対策を講じるまでにはないが、予防保全的な維持管理を基本としつつ、

施設の利用者がよりよく使用していただくことが担保されるように、施設の点検、管理、保守に努め

今後もそれを推進する。 

■斎苑については、町内唯一の施設であり廃止はありえないが、予防保全的な維持管理に努めていく。 

■広幡駐在所車庫については、倉庫利用のため、今後の必要性について、警察署の意見を踏まえて、今

後の方針について検討を行う予定である。 

■行政財産として利用されていない石畑教職員住宅や旧多芸小学校については、普通財産建物として除

却を検討していく。 
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4.2 土木系公共施設 

(1) 道路 

 

■第五次総合計画において、以下の基本施策を示しています。 

①広域幹線道路の整備促進 

②町道など整備の推進 

③道路環境の整備 

 

■平成 24 年度（2012 年度）に路面性状調査を行っています。 

 

対象施設 

・道路 ・トンネル 

現状と課題 

現 

      

状 

■主要な幹線道路 54km について、路面性状調査を実施しそのうち 18.5km について町道舗装

補修計画を策定し、それをもとに修繕を実施している。 

■町道の舗装率は 56.7%である。（平成 26 年度） 

■町道の草刈り等の維持管理は地元の人々により行われている。 

課 

題 

■未舗装道路の解消、現道路の維持管理の充実を図る必要がある。 

■町民との協働による維持管理を進めていく必要がある。 

基本的な方針 

■道路法施行規則及び告示に基づき、道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の付属物のうち、損

傷、腐食、その他の劣化・異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあ

るものは、近接目視により、５年に１回の頻度で点検、診断を実施する。その他の施設については、

特徴や状況に応じ適切な点検方法を検討し、実施していく。また、道路パトロール等により道路施設

の状況把握に努める。 

■町道舗装補修計画に基づく計画的な修繕・更新を実施する。計画以外の道路は、道路パトロールや修

繕要望等により修繕を実施する。 

■点検・パトロール等により道路利用者や第三者に被害等が発生すると判断された場合には、緊急的な

修繕を実施すると共に、通行規制等の必要な措置を講じ、安全を確保する。 

■適切な管理手法と維持コストの適正化を図る。 

■施設等の利用状況や社会的影響を踏まえ、必要に応じて廃止を検討する。 
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(2) 橋梁 

 

■橋梁については、「橋梁長寿命化修繕計画（平成 24 年度）」を策定し、アセットマネジメントの方針

を定めています。 

■町が管理する橋梁の中で、架設後 30 年以上経過した橋梁は、全体の 85％を占めているため、近い将

来一斉に架け替え時期を迎えることが予想されます。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実

施へと転換を図り、トータルコストの縮減に努めます。 

 

対象施設 

・橋梁 

現状と課題 

現      

状 

■平成 35 年度（2023 年度）までに、15ｍ以上の橋梁及び主要な橋梁 52 橋について、点検・

修繕を実施している。 

■平成 30 年度（2018 年度）までに、全ての橋梁について近接目視による詳細点検を実施予定

である。 

課 

題 

■50 年以上経過した橋梁の老朽化対策が必要である。 

基本的な方針 

■道路法施行規則及び告示に基づき、橋梁について５年に１回の頻度で近接目視による定期点検を実施

し、健全性を診断する。 

■点検・診断等により道路利用者や第三者に被害が発生すると判断された場合には、緊急的な修繕を実

施すると共に、通行止め等の必要な措置を講じ、安全を確保する。 

■緊急輸送道路、跨線橋、跨道橋及び避難路となる道路に架かる橋梁の耐震対策を進める。 

■橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な修繕・更新を実施する。 

■点検や修繕方法について、コスト縮減に務める。 

■利用状況や社会的影響等を踏まえ、必要に応じて廃止等を検討する。 
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(3) 公園等 

 

■今後も引き続き町民の方に利用していただけるような環境づくりに努めていく必要があります。 

 

対象施設 

・都市公園 

現状と課題 

現      

状 

■養老公園を除くと、町民１人当たりの敷地面積が基準を満たしていない。 

■未就学児に対する保育園の園庭開放を行っている。 

課 

題 

■町内に公園をいくつ整備する必要があるのか検討する必要がある。 

■放課後の校庭の開放等も検討していく必要がある。 

基本的な方針 

■公園を適切に維持管理していくため、定期的な点検・診断を実施する。 

■予防保全型の修繕を行い、長寿命化を図る。 

■適正な維持管理・修繕・更新等を計画的に実施し、トータルコストの最小化に努める。 

■施設の有効利用を推進するために、地域協働や民間活力を導入した効率的な運営体制を検討する。 
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(4) 排水機場 

 

■排水機場については、当初の設置目的に配慮しつつ今後の維持管理主体のあり方を含めて検討してい

く必要があります。 

 

対象施設 

・排水機場 

現状と課題 

現 

      

状 

■管理は、土地改良区に委託している。 

■運営管理費は養老町の一般会計から支出している。 

■平成 21 年度（2009 年度）から平成 23 年度（2011 年度）に、緊急的に対処が必要な排水

機場について、農業水利対策事業の一環として劣化診断を含む施設機能調査を実施した。 

課 

題 

■施設全体の老朽化が進行し、更新費用の確保が課題となっている。 

基本的な方針 

■各土地改良区において選任された管理者による、目視点検や試験稼働等による点検を継続的に実施

し、点検結果を蓄積していく。 

■定期的に専門業者による細部の点検を実施し、管理者により診断する。 

■施設全体の老朽化状況や点検・診断結果に基づき、ポンプ、電気設備等、土木施設ごとに長寿命化の

検討を行っており、老朽化が進行している施設から優先して予防保全的修繕を実施していく。 

■老朽化が進行した施設が多いことから、予防保全的な維持管理による維持管理コスト縮減を図りつ

つ、不具合対処等に係る管理者負担の軽減も同時に図っていく。 

■点検・診断結果に基づいて、維持管理における管理者の安全を確保するための対策を必要に応じて講

じる。 

■古い施設のうち、建物の耐震化が未完了の施設については、維持管理をはじめとする人員の出入りの

頻度等に基づいて優先度を決定し、順次耐震化を検討する。 

■耐震化の実施に当たっては、県の事業を活用する。 

■主に県の事業を活用して、機械設備を含む施設全般の予防保全を実施していく。 

■老朽化が進行し、騒音苦情等の多い施設については、各排水機場の農業水利的機能及び防災（水防）

機能の必要性を鑑み、新たな圃場整備や幹線排水路整備構想等を策定し、土地改良の合理化も視野に

入れ統廃合を進めていく。 
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(5) 上水道 

 

■上水道については、養老町水道ビジョン（平成 25 年度（2013 年度）から平成 34 年度（2022 年

度））にて現状把握と課題抽出を行い、「安全な水道の供給確保に努める」ことを基本理念として、「安

心」「安定」「持続」「環境」「国際」の 5 つの基本目標を設定しています。 

 

安心 
安心しておいしく飲める水道 

すべての町民が安心しておいしく飲める水道水の供給 

安定 
安定して供給できる水道 

災害時、事故時でも安定的に生活用水を確保 

持続 
健全で持続可能な水道 

需要者ニーズを踏まえた給水サービスの充実、経営基盤の強化 

環境 
環境に配慮した水道 

資源の有効利用・活用による環境保全への貢献 

国際 
技術協力を目指す水道 

養老町の水道技術と経験を生かした国際貢献 

 

■総合管理計画では、これらの方針と整合を図ります。 

 

対象施設 

・水道施設 ・管路施設 

現状と課題 

現 

状 

■本町の平成 27 年度（2015 年度）末における上水道の総延長は約 268ｋm である。（H27

水道統計） 

■昭和 50 年代前半に最も多く整備された。 

課 

題 

■管路と管理施設建物の全体的な老朽化が進行している。 

■人口減少等の影響による将来的な給水収益の減少が想定される。 

基本的な方針 

■職員による毎日点検や保守管理を委託している業者より提出される報告書により施設の状況把握に

努めると共に、点検結果等に基づき機器の更新を計画的に行い適正な設備の維持管理に努める。 

■毎年、水道管の漏水調査を実施し、地下埋設管路の適正維持に努め、有収率の向上を目指す。 

■上水道アセットマネジメントの考え方に基づいて、土木・建築・工作物の耐震診断による延命化、耐

震化を図ると共に、重要管路となる基幹管路を優先とした老朽化対策と耐震化対策について事業計画

を策定していく。 
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(6) 下水道 

 

■下水道については、供用開始からまだ 20 年ほどしか経過していませんが、同時期に建設されている

ため、今後一斉に老朽化が進んでいくと予想されます。 

■また、平成 32 年度（2020 年度）から移行する公営企業会計の法適用化により、経営状況を的確に

把握し、健全経営を推進するため、下水道料金の適正化についても検討します。 

 

対象施設 

・汚水処理施設 

・管渠 

現状と課題 

現 

      

状 

■公共下水道は、平成７年度から建設開始しており、施設の一部は 20 年以上経過している。 

■中部浄化センターの長寿命化計画を策定し、平成 28 年度から対策工事を実施している。 

■平成 26 年度から下水道基本構想の見直しに着手している。 

課 

題 

■供用開始からまだ 20 年ほどだが、同時期に建設されているため、今後一斉に老朽化が進んで

いく。 

基本的な方針 

■保守管理を委託している業者により、日常における施設の異常の有無について、常に点検・監視する。                       

また、業者から提出される報告書により施設の状況把握に努めると共に、点検結果や保守管理による

報告結果を記録し保管する。 

■長寿命化計画外の施設は、日常点検結果等に基づき機器の修繕又は計画的な更新を行い、設備の適正

な維持管理に努める。 

■下水道管の閉塞や下水道施設に起因する道路陥没等が発生し、道路利用者や第三者に被害が発生する

と判断された場合には、緊急的な修繕を実施すると共に、通行止め等の必要な措置を講じ、安全を確

保する。 

■公共下水道の終末処理場については、長寿命化計画（中部浄化センター）に基づき、長寿命化対策工

事を実施する。他の施設は、適切な管理手法と維持コストの適正化を図る。 

■当面のところ統合や廃止の予定はない。 
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5. 優先順の設定 

 

■更新費用試算の結果、集中的に整備された施設が一斉に更新を迎える時期には過大な歳出が見込まれ

る（グラフの山）一方、更新費用の予算を大きく下回る（グラフの谷）も存在します。 

■安定した財源確保の下でも、大規模改修や建替え等の維持管理事業を安定的かつ確実に実施していく

ためには、更新費用の山と谷をならし（平準化）、さらに総額を縮減するという考え方が必要です。 

■平準化を行うには、施設ごとの優先度を適切に設定しなければならず、優先度の設定に当たっては、

現時点での施設の現況（耐震化実施状況や老朽化状況、更新時期の見込み、利用状況等）や、利用者

（町民）の声を踏まえた検討が必要となります。 

 

更新費用の平準化・縮減イメージ図 

 

 

試算値

平準化した場合

平準化・縮減した場合

優先度の低い 
施設を先送り 

優先度の高い 
施設を前倒し 

優先度の低い 
施設を先送り 
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5.1 優先順位の検討 

(1) 数値的分析 

 

■優先順位を検討するに当たり、公共施設のハード面（施設数、延床面積、築年数等）及びソフト面（維

持管理・運営コスト、利用者数等）について現況調査を実施した結果を分析指標として、下表の「類

型別コスト等総括表」を作成しました。この中で、類型別に各指標を集計し、全類型と比較した際の

順位を算出しました。 

■下図の■・■で示した類型は、各指標における順位が高く、特に優先的な検討を必要とすることを意

味しています。 

■ハード面については、順位が高いほど数量の削減や性能の向上・回復を早期に検討する必要がありま

す。学校や公営住宅、集会施設が特に順位が高く、統合・複合化や廃止を含めた検討を進めていく必

要があります。 

■ソフト面については、順位が高いほど施設にかける維持管理・運営コストの費用対効果が低く、利用

者数の推移によっては施設の必要性を再検討する必要があります。学校や幼保・こども園、産業系施

設、公営住宅等のような、特定の利用者が見込まれる施設の順位が高いことから、人口推移を考慮し

た統合・複合化、廃止、利用転換等を検討すると共に、利用促進のための政策の策定も併せて行って

いく必要があります。 

 

 

平成 27 年度時点の類型別コスト等総括表（優先すべき施設類型の抽出） 
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(2) 個別施設計画の方向性検討 

 

■施設の特性を鑑みつつ、既存の施設の有効活用を最優先に検討し、また、下記のような観点で各施設

の今後の具体的なマネジメントの方向性を検討します。 

 

評価の観点 判断基準 考えられる方向性 

既存施設の 

相互有効活用 

他分類施設と 

機能の重複があるか 

廃止（機能移転） 

or 複合化 

同分類施設と統廃合可能か 統廃合 

地元連携 地区住民に移管（移譲）が可能か 地区住民移管（移譲） 

民間連携 
民間企業への移管は可能か 民間移譲 

民間施設の利用は可能か 民間委託 

広域連携 周辺市町と連携可能か 広域化 

既存施設の 

長期利用 

現行の建物で 

公共サービスを維持 

する必要性があるか 

老朽化度の深刻

さに応じた方針 

長寿命化 

大規模改修 

利用度の改善 

のための方針※ 

収支分析（改善） 

機能分析（改善） 

利用分析 

課題が軽微 現状維持 

特殊 
上記に該当せず 

単独建替えが必要か 

建替え 

（単独での建替え） 

 

※「利用度の改善のための方針」は、公共施設の現状に応じて下記のように分類します。 

 

  ・収支分析（改善）：維持・管理・運営費用の継続的な分析や、改善策の検討が主な課題 

・機能分析（改善）：規模や設備等を活用した、より適切な施設利用の検討が主な課題 

・利用分析：比較的新しい施設であり、利用実態や利用形態について継続的な分析が必要 
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5.2 優先すべき施設（類型） 

 

■前述の優先順検討に加え、現在進行中の計画等との整合性や、単独又は分散配置型施設の特徴等を考

慮し、対処又は検討の緊急性を要する施設を下記のように選定しました。 

■今後は、優先順位の高い施設から順に個別施設計画を策定する等、適切な維持管理を進めていきます。 

 

施設類型 考察と今後の取り組み 

学校 ■町内で最も延床面積が大きく、維持運営コストが高く、施設の老朽化が進んで

いる類型である。また、災害時の避難所に指定されている。 

■特定年齢対象施設（６歳～14 歳）である。 

☞今後の施設更新時期や児童生徒数の推移を考慮し、統廃合を含めた学校再編を

検討する。 

幼保・こども園 ■町内で２番目に維持管理コストが高い類型である。 

■特定年齢対象施設（0 歳～５歳）である。 

■広幡保育園は平成 28 年度（2016 年度）に耐震化工事、各幼稚園は平成 30

年度（2018 年度）までに認定こども園への移行や、廃止を計画している。 

☞認定こども園への移行計画を策定し、それに基づいた統廃合を進める。 

公営住宅 ■町内で延床面積が２番目に大きく、維持管理コストや老朽化度が高い。 

■特定公共賃貸住宅の入居促進、高齢者や障がい者に配慮したバリアフリー住宅

への転換、改良住宅の用途廃止（払い下げ）等が課題である。 

☞町営住宅長寿命化計画策定に向けた検討を行う。 

産業系施設 ■町内で維持管理コストが３番目に高く、施設の老朽化も比較的進んでいる。 

■現在、精米施設は大型作業所のみであり地域の関係団体等が使用している。統

合や廃止した場合、代替施設はなく地域住民に不利益が生じる。 

☞農業団体等、利用者が限定される施設については、移譲を検討する。 

集会施設 ■町内で利用者が２番目に多く、延床面積も３番目に大きい類型である。 

■コミュニティ活動や生涯学習の拠点として地区毎に設置されている。 

■上多度公民館は、平成 30 年度を予定に取り壊し、別の場所に建替え予定。 

☞地域住民等、利用者が限定される施設については、地区移管を検討する。 

スポーツ施設 ■町内で利用者が最も多く、延床面積も比較的大きい類型である。 

■東部町民体育館は平成 29 年度（2017 年度）に改修予定である。 

■池辺町民体育館、笠郷町民体育館は平成 29 年度以降解体予定である。 

☞町民体育館については、学校体育館の活用と併せて縮減することも検討する。 

また、指定管理者制度を導入し、維持管理コスト縮減に向けた検討を行う。 
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6. 計画の推進に当たっての体制等 

6.1 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

 

■本計画の推進に当たっては、各部局を横断する検討組織を構築し、総合的な管理や個別計画等の進行管

理を行います。また、基本方針の取り組みの中には、財政運営に関わる事項もあることから、中長期的

な財政収支の状況に注視しながら、公共施設マネジメントを推進していきます。 

■公共施設等の問題は、全庁的に取り組むことが必要不可欠となります。そのため、職員研修や庁内広報

等を通じて、職員への啓発を推進していきます。 

■情報の共有方策として、一元的に整理されたデータを庁内 LAN の活用により各担当者が閲覧できるよ

う共有ルールを明確化します。 

 

横断的検討組織のイメージ 

 

 

 

 

予算編成部局との連携 

公共施設等の適正管理を効率的かつ効果的に実施していくため、予算編成部局との連携を強化します。

公共施設等の適正管理にかかる予算については、「養老町公共施設等総合管理計画」に基づき、総合計

画や行財政改革との整合を図りつつ、優先的・継続的な予算確保に努めます。 
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6.2 フォローアップの実施方針 

 

■本計画の対象期間は、10 年間という長期の計画のため、中間時点の５年後を目途に、フォローアップ

として計画の見直しを行うこととします。 

■なお、本計画の内容については、社会経済情勢の変化により前提となる条件が大きく変わる可能性があ

るため、必要に応じて適宜見直しを行います。 

■建物系の公共施設については、各施設の今後のあり方について全庁的な体制で検討を進めつつ、点検実

施等の具体的な手法や優先順位について、柔軟に見直しを実施します。 

■インフラ系の施設については、点検基準等の整備状況や新技術による効率的な点検の実施等、国や県、

他市町村の動向にも注視しつつ、適宜見直しを実施します。 

 

目標に対する進捗管理と情報公開及び共有 

■公共施設等総合管理計画の推進に当たっては、公共施設等を実際に利用し、町税により支えている多

くの町民と行政が問題意識を共有し、将来のあるべき姿について幅広い議論を進めるために、施設に

関する情報や評価結果を積極的に開示していきます。 

■策定した公共施設等総合管理計画は、町民への周知を図ると共に、進捗管理として評価に基づくアク

ションプランの変更は議会に報告し、また、ホームページ等で町民に報告していきます。 

 

町民との連携 

■公共施設のマネジメントを進める上では、町民との情報共有のもと、ご理解・ご協力をいただくこと

が不可欠となります。 

■本計画の推進に当たっては、進捗状況をホームページで公表するなど、情報の共有を図ると共に、必

要に応じて住民説明会や町民参加によるワークショップ等を開催し、合意形成を図りながら、町民の

皆さんと共に新たなまちづくりを進めていくという観点で取り組んでいきます。 

 

広域連携 

■養老町はこれまで、環境・医療において近隣の自治体と一部事務組合等を組織し広域行政を実施して

きました。 

■平成 27 年度（2015 年度）からは本巣市を含めた西南濃 3 市 9 町による西美濃創生広域連携協議

会を組織し、職員研修をはじめ、移住定住の促進や観光の振興等、幅広い分野において、広域の取り

組みを推進しています。 

■変化する社会情勢に対応し、時勢にあった広域連携のあり方を模索しながら、施設活用の広域化等に

よる公共施設維持管理の効率化につなげる取り組みを進めていきます。 
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7. 資料集 

7.1 専門用語集 

 

養老町公共施設マネジメント関連用語 

養老町総合計画 

 ■【第五次総合計画（平成 23 年度から平成 32 年度）】 

この計画は、基本構想で定めたまちづくりの目標“みんなで力をあわせる絆のまちづくり”を

達成するために、必要な施策・事業を体系的に定めたもので、第五次総合計画の将来像である“誇

りと愛着が持てる 絆を大切にするまち 養老”の実現に向けて、町政経営を計画的に進めていく

ためのものです。 

公共施設マネジメント 

 ■地方公共団体の保有する施設等を重要な資産の一つと捉え、戦略的に施設の企画、計画、建設、

運営、管理、維持、更新等を行い、地方公共団体活動を最適化する経営管理活動です。 

インフラ長寿命化基本計画 

 ■老朽化対策に関する政府全体の取り組みとして、平成 25 年６月に閣議決定した「日本再興戦略」

に基づき、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、同年 11 月に「イン

フラ長寿命化基本計画」がとりまとめられました。 

■今後、基本計画に基づき、国、地方公共団体レベルで行動計画の策定を進めることで、あらゆる

インフラの安全性向上と効率的な維持管理を実現することとされています。 

長寿命化 

 ■公共施設の更新（建替え・大規模改修）の時期を想定するに当たり、従来の考え方では法定の耐

用年数を建物の使用限度と考えていましたが、各建物の物理的な耐用年数まで使用するため、計

画的な修繕や建物の機能改善のための修繕を計画的に実施することを長寿命化といいます。 

■長寿命化により公共施設の維持管理に掛かるコスト節減と安全確保等を実現していく必要があ

ります。 

ライフサイクルコスト 

 ■建物の建設時から最終的に解体に至るまでの、その建物に掛ける初期（イニシャル）コスト、施

設運営及び維持（ランニング）コストの総計をライフサイクルコストといいます。 

■建物のライフサイクルコストは建設費の数倍掛かるのが一般的とされており、これを念頭に置き

つつ建物の更新に必要な費用とそれに充てる財源について中長期的に計画していく必要があり

ます。 

人口ビジョン 

 ■今後想定される人口減少を克服し、「ひと」と「しごと」の好循環をつくりだすため、町民や企

業・団体、行政等多様な主体が人口に関する認識を共有することを目的に、国及び県が策定した
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長期（人口）ビジョン及び総合戦略を勘案し、人口の現状分析、今後目指すべき将来の方向と人

口の将来展望を提示するために策定したものです。 

「絆を大切にするまち養老」創生総合戦略（平成２7 年度から平成 31 年度） 

 ■平成 26 年 12 月 27 日に策定された国の「長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を勘案すると共に、岐阜県における「岐阜県人口ビジョン」及び「『清流の国ぎふ』創生

総合戦略」の方向性も踏まえつつ策定するものであり、本町の人口減少の克服と地域の自立的か

つ持続的な活性化に向けた現状と課題、目指すべき姿、最初の５年間における具体的な取り組み

方向を示すものです。 

 

行財政関連用語 

PPP/PFI 

 ■PPP（Public Private Partnership：官民連携）とは、養老町において既に採用している指定

管理者制度や、以下に示す PFI 等のような、官民が連携して公共サービスを提供する手法及び枠

組みの総称です。 

■PFI（Private Finance Initiative：民営公共事業）とは、民間の活力（資金・技術等）を活用す

ることにより、国や地方公共団体の各種事業（公共工事等の設計・建設・維持管理・運営等）に

係るコストの軽減を図りつつ、公共サービスの品質維持・向上を目指すための事業執行・推進の

しくみです。 

■PFI を活用できる施設としては下記のようなものが挙げられます。 

 ・公共施設（道路・河川・公園・上下水道 等） 

 ・公用施設（役場庁舎・宿舎 等） 

 ・公益的施設（公営住宅・教育文化施設・廃棄物処理施設・社会福祉施設 等） 

 ・その他（研究施設等） 

コンパクトシティ 

 ■拡散した公共施設等を中心市街地に集約化して都市機能を近接化し、生活圏を再構築し、社会イ

ンフラを賢く使っていくための施策を、集約型都市（コンパクトシティ）の形成といいます。 

■人口減少や高齢化が進行するなかで、公共サービスが集約化された「歩いて暮らせるまちづくり」

を目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


