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美 波 町  



第 1 章 計画策定の趣旨 

 

（１）策定目的 

美波町では、昭和 50 年代から平成 10 年代の期間を中心に、人口の増加や町民ニー

ズなどに応じて、「教育施設」「町営住宅」「図書館」などの『公共建築物』や「道路」

「上下水道」などの『インフラ資産』といった多くの公共施設を整備してきました。 

現在、人口減少や少子高齢化が進むなど、社会の構造や町民ニーズが当時とは大き

く変化しており、公共サービスのあり方を改めて見直す必要性に迫られています。人

口の減少・人口構成の変化に合わせ、バリアフリー化や施設の多機能化などの施設整

備や、施設用途の見直し、統廃合等、既存施設の有効活用を図っていく必要がありま

す。 

また、これまで整備してきた公共施設の老朽化が顕在化してきており、近い将来、

多くの公共施設が一斉に改修・更新時期を迎え、多額の維持更新費が必要になると見

込まれています。 

一方、財政面を見てみると、長期的には人口減少等による町税収入の伸び悩み、少

子高齢化社会の進展に伴う扶助費等の義務的経費の増大などによる財政状況の悪化が

見込まれる中、固定費ともいえる公共施設の維持更新費をいかにして適正な水準に抑

えていくかが、喫緊の課題であるといえます。 

こうした課題を解決し、健全で持続可能な町経営を実現するためには、個々の公共

施設を単に「管理」していくのではなく、公共施設全体を「貴重な経営資源」として

捉え、効果的かつ効率的に活用し、運用していく「資産経営」の視点を持つことが必

要です。 

このため、美波町では、計画的に効率よく公共施設の整備や維持管理を行い寿命を

延ばしたり、公共施設の利活用促進や統廃合をすすめることで将来負担の軽減を図り、

町政運営上の健全性を維持するための取り組みの基本的な方向性を示すため、「美波

町公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」といいます。）を策定し、健全で

持続可能な財政運営の実現を図ってまいります。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、本町の最上位計画である「美波町総合計画」を下支えする計画であり、

「美波町行財政改革プラン」と連動して、各政策分野の中で公共施設面の取組みに対

して横断的な指針を提示するものです。またこれまでに策定した他の計画等の整合性

を図るとともに、各政策分野における公共施設への取り組みについて、横断的に、総

合的・計画的な管理や利活用に関する基本的な方向性を示すものです。 

 

 

  



第２章 本町の状況 

 

（１）本町の概況  

ア 概要 

美波町は徳島県の南東部（東経１３４°３２´、北緯３３°４３´）に位置し、県

都徳島市へは約５０㎞の距離にあり、東西３３㎞、総面積１４０．８５k ㎡で、北西

部は海部山地をもって那賀町、海陽町及び牟岐町に東は阿南市に接し、紀伊水道を経

て和歌山県に対面する海と山に囲まれた人口７，１８７人（平成２８年６月１日現在）

の豊かな海、山の幸に恵まれた風光明媚な町です。 

平安時代、鎌倉時代は「由岐町」と「日和佐町」「牟岐町」を含めて和佐郷と称した

が、その後多くの変遷を経て平成１８年３月３１日「市町村の合併の特例等に関する

法律」に基づいて「由岐町」と「日和佐町」が合併し、「美波町」が発足しました。 

気象は、概して温暖多雨の海洋性気候であるが、降水量は梅雨期から台風時に集中

する傾向にあり、梅雨末期の集中豪雨、台風の接近による風雨で甚大な被害を受ける

こともあります。また降雪期間は、１２月～２月下旬であるが、ほとんど積雪は観測

しません。 

交通機関としては、ＪＲ四国の牟岐線が本町の東部から南西部に通じており、駅は

東から由岐駅、木岐駅、北河内駅、日和佐駅、山河内駅の５駅があります。夏場には、

海水浴場である田井ノ浜に臨時駅が開設されます。また、国道５５号が大戸地区から

山河内地区を横断しており、主要地方道として県道阿南鷲敷日和佐線が、国道５５号

の北河内から赤松を経て国道１９５号に結ばれています。このほか、県道日和佐上那

賀線や日和佐小野線、由岐大西線などが那賀町、阿南市へ通じ、県道日和佐牟岐線（通

称「南阿波サンライン」）が海岸線沿いに牟岐町へ通じています。また、地域高規格道

路「日和佐道路」（阿南市福井町～美波町北河内、延長９．３㎞）が、平成１９年の一

部供用を経て、平成２３年から全線供用されています。 

地勢は一般に急峻で、地域の８９％が山林であり、約３％の農用地は山間を縫って

流れる日和佐川、北河内谷川、赤松川、木岐川、田井川の流域にあります。 

集落は、これらの耕地の間に散在する農山村地域と、河口臨海部にある市街地域、

また天然の良港として栄えた漁村地域に大別されます。周辺の海岸線はリアス式で、

風光明媚な室戸阿南海岸国定公園の中核として優れた景観を有するほか、四国八十八

ヵ所二十三番札所の「薬王寺」があります。 

 

イ 過疎の状況 

本町の総人口は減少を呈していますが、若者層の流出が引き続いた結果、地域の担

い手ともいうべき青壮年層の割合が低く、高齢者の割合が高い歪んだ人口構成となっ

てきているため、町の活力が低下しつつあります。また産業別人口では、長年にわた

る第一次産業の低迷により、第一次産業就業人口の減少が顕著で、基幹産業の担い手

不足が深刻になってきています。 



これまで、企業誘致や雇用促進住宅の誘致、農林商工業後継者定住に対する奨励金

の交付等、若者定住に向けての対策を講じてきましたが、今後も、これ以上の人口流

出を防止し、大都市地域からのＵＩＪターンの推進や、より一層の交流人口の増加を

図るため、就労の場とあわせて若者のニーズにあった、定住しやすい環境整備を促進

する必要があります。 

また、高齢化の進行は、健康で社会参加意識の高い高齢者が増加することも意味し

ており、町の新たな活力となる可能性もあることから、より積極的に高齢者が自分の

能力を発揮し、生きがいをもって暮らせるよう、学習の場と就業機会を充実し、地域

社会への参加を容易にする環境の整備を図る必要があります。 

 

ウ 人口及び産業の推移と動向 

美波町の人口（旧日和佐町、旧由岐町の合計）は、昭和３５年には１５，３５３人

だったが、平成２２年には７，７６５人と５０．６％にまで減少しています。また、

これを年齢構成割合で見てみると、１４歳以下の構成割合は昭和３５年３１．４％、

昭和５５年１８．６％、平成２２年９．０％と人口の減少とともに、その割合が低く

なっています。それに対して、６５歳以上では、昭和３５年９．３％、昭和５５年１

７．８％、平成２２年４１．１％と若年層と全く逆の傾向を示しており、急速に高齢

化が進行しています。これは経済の高度成長に伴い、若年層を中心とした労働人口の

都市部への流出による社会減により生じた若年者比率の低下が今日の自然減をも増大

させ、併せて高齢化率をも高めていると考えられます。これはまた、産業別就業人口

にも直結しています。 

産業人口は、昭和３５年の６，７４６人から昭和５５年には５，５６２人と８２．

４％に減り、平成２２年には３，２７１人で、昭和３５年の４８．５％にまで減って

います。そして、その動向は部門別によって大きく異なっており、昭和３５年の第一

次産業５３．６％、第二次産業１４．２％、第三次産業３１．８％に対し、平成２２

年には第一次産業１６．７％、第二次産業２０．８％、第三次産業６１．９％と就業

構造が大きく変化しています。第一次産業就業人口比率の減少は、後継者の他産業流

出によるものと思われますが、第二次、第三次就業人口比率は増加しているものの、

実質人数は減少していることから、就業構造の変化に対応した就業の場が不足してい

ることがうかがえます。 

 

（２）行財政の状況 

本町は、南部地域広域市町村圏の中心に位置し、１市４町（阿南市、那賀町、美波

町、牟岐町、海陽町）とともに調和のとれた工業開発や産業の振興、観光開発を目指

しています。 

行政執行体制については、合併により住民サービスの低下を招かないよう、旧日和

佐町役場を本庁舎とし、旧由岐町役場を由岐支所、旧阿部支所を出張所として行政運

営を行っています。 



本庁に９課（総務企画課、会計課、消防防災課、税務課、保健福祉課、住民生活課、

産業振興課、建設課、水道課）と議会事務局、教育委員会、日和佐公民館、包括支援

センター、日和佐診療所があり、由岐支所と由岐公民館、美波病院があります。 

本町の財政状況は、平成２６年度普通会計の決算額で、歳入５９億２，９０９万円、

歳出５６億９，２６９万円となっています。 

歳入では、町税等の自主財源は１２億３，７３３万円で構成比が２０．１％と乏し

く、国・県に大きく依存した財政構造となっています。 

依存財源は、地方交付税の３２億８，５９２万円（５３．２％）、町債の８億２，３

３０万円（１３．３％）、国庫支出金３億１，１４４万円（５．１％）、県支出金３億

７，８２０万円（６．１％）となっています。 

一方歳出の内訳では、義務的経費２１億４，７５８万円（３７．７％）、投資的経費

４億３，５３０万円（７．６％）、その他経費３１億９８１万円（５４．６％）となっ

ています。 

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、平成１７年度決算では９７．２％であっ

たが、平成２６年度決算では８６．６％まで改善されました。 

また実質公債費比率においては、平成１７年度決算において１５．６％であったが、

平成２６年度決算においては６．１％まで改善されました。 

しかしながら、国・県に大きく依存した本町の財政構造においては、国家財政の動

向により町財政が大きく変動するため、より一層の経費節減を図り、集中した事業実

施に努めなければなりません。 

 

（３）人口推計を踏まえた財政状況に関する考察 

歳入面について、生産年齢人口の減少に伴う個人町民税の減少が予想されます。ま

た、法人町民税については企業業績の影響を大きく受けるため、大きな経済成長を見

込むことが難しい現状においては、大幅な税収増は期待できません。 

このことなどから、当町一般財源総額の大幅な増額は期待できない状況にあります。

一方、歳出面では、義務的経費のうち人件費については町職員の定員管理の徹底によ

り横ばい傾向にあるものの、今後も少子高齢化に伴う扶助費等の義務的経費が増加し

ていくものと考えられます。 

以上のことから、当町の財政状況は、今後、より厳しいものとなっていくと考えら

れます。 

  



第３章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

 

（１）公共施設の状況 

① 公共施設 

 本庁の公共施設は、246 施設、延床面積 77,438 ㎡であり、その主な内訳は、学校教

育系施設が最も多く、30.0％、次いで公営住宅が 15.8％、集会施設が 11.1％となって

います。 

公共施設の施設数と施設規模 

分類 施設数 延床面積 構成比 

町民文化系施設 44 9876.62 12.8 

社会教育系施設 7 1901.11 2.5 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 26 9400.53 12.1 

産業系施設 7 1790.13 2.3 

学校教育系施設 43 23251.22 30.0 

保健・福祉施設 5 2385.26 3.1 

行政系施設 29 7709.07 10.0 

子育て支援施設 10 3726.24 4.8 

公営住宅 49 12267.47 15.8 

その他 17 1361.43 1.8 

下水道施設 2 276.64 0.4 

病院施設 7 3491.9 4.5 

 246 77437.62 100.0 
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②老朽化の状況 

 本町の公共施設のうち、旧耐震基準が適用させる昭和 56 年以前に建設された建築

物は 17,472 ㎡（24.4％）であり、新耐震基準の建築物は 54,224 ㎡（75.6％）となっ

ています。 

 一般的に、鉄筋コンクリート造の建築物は建築後 30 年程度で大規模改修、60 年程

度で建替えが必要になるとされており、今後、昭和 40 年代後半から昭和 60 年代に整

備された施設の大規模改修や建替えに対応するために費用が集中的に発生し、財政負

担が増大することが懸念されます。 

 

公共施設の建築年別延床面積 

  

 

 

（２）インフラ設備の状況 

 道路・橋梁・下水道などのインフラ資産は、住民の生活や産業の基盤であり、安全

な暮らしを支えるうえで必要不可欠な施設です。これまで多くの施設が整備されてき

ましたが、老朽化が進んでおり、順次更新の時期を迎えようとしています。本町の主

なインフラ資産の保有状況は以下に示すとおりです。 

 



インフラ設備の保有状況 

分類 種別 施設数等 

道路 

１級（幹線）町道 
実延長 12,501ｍ 

面積 69,565 ㎡ 

２級（幹線）町道 
実延長 11,084ｍ 

面積 58,029 ㎡ 

その他の町道 
実延長 110,717ｍ 

面積 467,418 ㎡ 

橋梁  
実延長 1,889ｍ 

面積 7,472 ㎡ 

上水道  延長 71,370ｍ 

下水道  延長 5,620ｍ 

 

（２）総人口や年代別人口についての今後の見通し 

本町の人口は、1980（昭和 55）年の 11,866 人から減少傾向にあり、2010（平成 22）

年には 7,765 人と 30 年間で 4,101 人の減少となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」と言う。）の推計では、減少傾向は

歯止めがきかず、30 年後の 2040（平成 52）年には 3,592 人まで減少し、2010（平成

22）年に比べて半数以下になることが示されています。 

徳島県全体では、2010（平成 22）年の人口 78 万 5 千人が、2040（平成 52）年には

57 万 1 千人と、2010（平成 22）年の 73％程度になると推計されており、本町は、県

内の中でも人口減少が早く進行しているといえます。 

 

◆年代別人口推計と指数 

①美波町総人口 

 H22 H32 H42 H52 

人口 7,765 6,171 4,764 3,592 

指数（H22＝100） 100.0 79.5 61.4 46.3 

②年少人口（０－１４歳） 

 H22 H32 H42 H52 

人口 706 424 286 217 

指数（H22＝100） 100.0 60.1 40.5 30.7 

③生産年齢人口（１５－６４歳） 

 H22 H32 H42 H52 

人口 3,865 2,695 1,941 1,417 

指数（H22＝100） 100.0 69.7 50.2 36.7 

 



④老年人口（６５歳以上） 

 H22 H32 H42 H52 

人口 3,193 3,052 2,537 1,958 

指数（H22＝100） 100.0 95.6 79.5 61.3 

 

 

 

（３）維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

地方公共団体の公共施設等総合管理計画の策定に向けて、一般財団法人地域総合

整備財団が「公共施設等更新費用試算ソフト」を作成し、総務省が活用を推奨してい

ます。このソフトを用い、本町の公共施設等の更新に係る経費の見込みを算定すると

以下のとおりです。 

 

※試算の前提 

◇ このソフトは、将来の財政運営の参考にするため、将来の公共施設等の更新費用

を便宜的に推計できるよう開発されたもので、公共施設等の延床面積（インフラは整

備済面積や整備延長）に更新単価を乗じて推計するものです。 

 

①公共施設 

 平成 28 年度から平成 67 年度までの 40 年間に公共施設等の改修・更新・修繕など

にかかる費用の総額は約 287.7 億円、1 年当たりでは約 7.2 億円かかると推計されま

す。 

 平成 30 年度に第１次ピークを迎え、その後は更新等費用が抑えられていますが、

平成 49 年度から平成 51 年度には、更新時期の第２次ピークを迎える見通しとなって

います。



 

 

②インフラ設備 

平成 28 年度から平成 67 年度までの 40 年間にインフラ資産にかかる更新等費用の

総額は、178.8 億円、1 年当たりでは約 4.5 億円かかると推計されます。 

 

 

 



第４章 公共施設等の総合的な管理に関する基本的な方針 

 

（１）計画期間 

総合管理計画の推進においては、中長期的な視点が不可欠であることから平成 28 年

度からの 30 年間を対象期間とします。なお、期間内であっても必要に応じ適宜見直す

ものとします。 

 

（２）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

中長期的な視点での施設整備・管理運営計画には財政措置が不可欠であり、町総

合計画や財政計画との整合性を持たせることが必要となります。予算編成段階から関

係事業部署間で連携をとり、公共施設を経済的かつ効率的に運営していくというコス

ト意識を全ての職員が共有し、総合的かつ計画的な管理を実施するための体制を構築

します。 

 

（３）現状や課題に関する基本認識 

 本町では、今後、少子高齢化が進行し、人口の大幅な減少が見込まれています。生

産年齢人口が減少すれば、税収の減少が予想されます。また高齢者人口の増加に伴い、

扶助費等のさらなる増加も考えられます。 

一方、今後、多くの公共施設が更新時期を向かえ、改修費用の大幅な増加が見込ま

れています。道路、橋梁、上下水道も含め、既存の施設を耐用年数まで使用し、すべ

ての施設を同規模で更新すると仮定した場合、今後40年間で要する維持更新費用を試

算すると、総額466.5億円、年平均11.7億円となっています。これは、公共施設等を選

別し更新を定期に実施すると仮定した計算ソフトによる数値で、現実的にはもう少し

抑えられた形になると考えられますが、将来的には多額の維持管理コストが必要であ

ることがうかがえます。 

そのため、厳しい財政状況の中、本町の特色を活かしたまちづくりを目指し、総合

計画との整合性を確保しながら、施設の長寿命化、老朽化した施設の改修・更新を計

画的かつ効率的に推進することが求められます。 

 

（４）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

①点検・診断等の実施方針 

公共施設の主要な全施設について、法定点検に加え、必要に応じて任意の点検を行

い、施設設備の劣化状況、安全性等を把握します。その診断結果をもとに、施設の利

用率、効用等を考慮したうえで、各施設の保全対策の優先度を決定します。また、こ

れらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を集積・蓄積し、総合管

理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、次の点検・診断等を含む老朽化対策等

に活かしていく「メンテナンスサイクル」の早期確立を図ります。 

 



②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公共施設をできる限り長く使用することを基本認識として、利用率、効用、老朽

度合等を総合的に勘案し、維持管理、修繕、更新等を実施します。 

大規模な修繕や更新をできるだけ回避するため、施設特性を考慮のうえ、安全性や

経済性を踏まえつつ、損傷等が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施すること

で、機能の保持・回復を図る予防保全型維持管理の導入を推進します。 

 

③安全確保の実施方針 

公共施設における安全確保は、町民ニーズを踏まえつつ、利用者の安全を確保し、

必要な機能を確実に発揮し続けることが要件となっています。また万一の事故・事件・

災害に遭遇したときに損害を最小限にとどめ俊敏に復旧する体制を、平時から整える

ための備えは、施設管理者にとって最も重要なことです。 

従来、劣化や故障が起きてからの対応が中心であったため、標準的な更新年数をか

なり超過した築年数の古い施設もあります。外壁の落下、防災設備の故障など利用者

の安全の確保に直結する場合は早急に対策を行い、施設を安全な状態で維持し、サー

ビスを継続的に提供します。 

点検・診断等により高度の危険性が認められた施設については、評価の内容に従っ

て、速やかに安全確保の改修及び長寿命化対策を実施します。ただし、大規模な改修

が必要でありながら、利用率、効用等の低い施設について、今後もその利用及び効用

が向上する見込みがなければ、総合的な判断により施設の供用を廃止し、機能を安全

性の確保された既存の施設に移転させることを検討します。 

 

④耐震化の実施方針 

いつまでも安心して暮らすことができるよう、総合的な防災対策を推進し、被害の

軽減を図る、災害に強いまちづくりを進めています。 

ハコモノ施設の多くは、災害時には避難場所等として活用され、病院・診療所では

負傷者の治療が、庁舎では被害情報や災害対策指示が行われるなど応急活動の拠点と

なります。このため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設とし

ての機能確保の観点からも、強力に耐震化の促進に取り組む必要があります。現時点

で耐震面に懸念のある建物がある場合、緊急度及び、優先順位を判断し、計画的に耐

震化を進めます。 

 

⑤長寿命化の実施方針 

施設の機能の不具合や設備機器の劣化などに対して、全てを従来のように修繕改

修していくことは、大きな財政負担を強いることになり、これは将来の少子高齢化や

人口減少予測、今後の厳しい財政状況のもとでは、非常に困難な状況にあります。そ

のため、点検・診断等の実施方針により早期に各施設の状態を把握し、予防的な修繕

等の実施を徹底することにより、事業費の大規模化及び高コスト化を回避し、ライフ



サイクルコストの縮減を図ります。 

今後は、原則として、改築に替えて各施設等の耐用年数まで使用することとし、財

政負担の抑制と平準化を図ります。 

 

⑥統合や廃止の推進方針 

町民ニーズ、社会情勢の変化による用途廃止や統廃合、集約化による移転後の空き

施設は、可能な限り用途転用することにより、既存施設の改築費の抑制を図ります。

また、有償で売り払いや貸し付けを行うなど、財源確保の手段として有効に活用しま

す。利用状況等に照らして必要性が認められない施設については、議会や地元との調

整を十分整えたうえで、廃止・撤去を進めます。 

集会室、和室、会議室など類似、重複した機能を有する施設を総合的にとらえ、改

築に際しては、まちづくりとの整合性を保ち公共施設のコンパクト化や効率化の観点

から、土地や建物について、単独更新以外の統合や施設の集約化による機能統合・複

合化について検討を行います。 

 

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 

中長期的な視点での施設整備・管理運営計画には財政措置が不可欠であり、町総

合計画や財政計画との整合性を持たせることが必要となります。予算編成段階から関

係事業部署間で連携をとり、公共施設を経済的かつ効率的に運営していくというコス

ト意識を全ての職員が共有し、総合的かつ計画的な管理を実施するための体制を構築

します。 

 

（５）フォローアップの実施方針 

本計画については、所管部署と連携して定期的に進捗確認を行うとともに、必要

に応じ方針や目標の見直しを行います。 

また、住民への積極的な情報開示により、公共施設等の現状や課題を共有し、将来

のあり方について意見交換を行いながら、計画を推進していきます。 

 

 

  



第５章 施設類型別の総合的な管理に関する基本的な方針 

 

 将来の人口減少や少子高齢化の進展、施設の利用・コスト・老朽化の状況、既に取

り組んでいる各分野の事務事業の見直しの経過といった様々な状況を踏まえ、各分野

において内容を十分理解するとともに、横断的かつ積極的な取組によって、成果を上

げることができるよう、全庁を挙げて取り組んでいきます。 

類似、重複した機能を有する施設を総合的にとらえ、改築に際しては、まちづくり

との整合性を保ち公共施設のコンパクト化や効率化の観点から、土地や建物について、

単独更新以外の統合や施設の集約化による機能統合・複合化について検討を行います。 

町民ニーズ、社会情勢の変化による用途廃止や統廃合、集約化による移転後の空き

施設は、可能な限り用途転用することにより、既存施設の改築費の抑制を図ります。

また、有償で売り払いや貸し付けを行うなど、財源確保の手段として有効に活用しま

す。 

維持管理・更新等に係るライフサイクルコストの縮減及び予算の平準化を図り、必

要な予算の確保を進めていくためには、中長期的な将来の見通しを把握し、それを一

つの目安として、戦略を策定し、必要な取組を進めていくことが重要です。 

しかし、現時点では老朽化状態の実態が十分に把握されていない施設もあり、また

今後、開発・導入される新技術や予防保全対策等によるライフサイクルコストの縮減

の可能性、長寿命化効果等については、不確定な要素が多くあります。 

このため、中長期的なコストの見通しについては、今後、策定される個別施設計画

に記載される対策費用等の必要な情報が蓄積された段階で明らかにしていきます。 

 建築物の定期点検を適切に推進します。現況調査を行い、施設の劣化状況を把握し、

修繕方法や実施時期を検討し、計画的に修繕・更新を実施することにより長寿命化を

図ります。また利用者との連携を図り、施設設備の安全確保にも努めます。 

原則として、既存施設を 60 年使用し、躯体の健全性調査の結果が良好な場合は、80

年以上使用することを目標とすることにより、財政負担の抑制を図ります。 

また、トータルコストを縮減するだけでなく、特定の時期に改修・更新等に係る財

政支出が過度に集中しないよう平準化も図ります。 

 

（１）公共建築物 

①町民文化系施設 

類型 種別 方  針 

町
民
文
化
系
施
設 

集会施設 
時代のニーズに合わせ集約化や用途変更の検討をするととも

に、有効活用を図るため指定管理や民間委託を検討します。 

文化施設 

比較的規模が大きく、住民が集う場であるため、安全性の確保

や施設の効率的な維持・更新、長寿命化の観点に加え、人口構

成の動向も踏まえ、その規模や更新の方向性を検討します。 

 



②社会教育系施設 

類型 種別 方  針 

社

会

教

育

系
施
設 

図書館・

博物館等 

建築物の定期点検を適切に推進します。施設の劣化状況を把握

し、修繕方法や実施時期を検討し、計画的に修繕・更新を実施

することにより長寿命化を図ります。また利用者との連携を図

り、施設設備の安全確保にも努めます。 

 

③体育施設 

類型 種別 方  針 

体
育
施
設 

体育施設 

建築物の定期点検を適切に推進します。施設の劣化状況を把握

し、修繕方法や実施時期を検討し、計画的に修繕・更新を実施

することにより長寿命化を図ります。また、利用者との連携を

図り、施設設備の安全確保にも努めます。 

 

④産業系施設 

類型 種別 方  針 

産
業
系

施
設 

産業系 

施設 

まちの活性化において重要な施設であり、老朽化施設の改修、

新規施設の整備にあたっては、地域振興、管理コスト縮減・長

寿命化を考慮するとともに将来を見据えた整備を行います。 

 

⑤学校教育系施設 

類型 種別 方  針 

学
校
教
育
系
施
設 

学校 

長期的な視点による効率的な維持管理を行い、予防保全の考え

方により計画的に修繕等を実施し、施設の長寿命化を図るとと

もに 学校規模の状況、児童・生徒数減少の動向、適正な通学

区の設定、地元への影響等、諸条件を総合的に判断し、安全で

快適な教育環境の整備を推進します。 

その他 

教育施設 

効率的な維持管理に努め、保全の考え方により、優先度を踏ま

え計画的に修繕等を実施し、長寿命化を推進します。 

 

⑥保健福祉施設 

類型 種別 方  針 

保
健
福
祉
施
設 

高齢福祉

施設 

【生活支援ハウス（長寿村）】 

平成２８年度までは指定管理者制度により（社）由岐福祉会が

デイサービス及び生活支援ハウスを運営する予定ですが、（社）

由岐福祉会が新たな施設を新築移転することにより、デイサー

ビス及び生活支援ハウスも移転することとなるため、平成２９

年度以降の利用については消防法の改正も踏まえ検討する必要

があります。 

【デイサービスセンター竜宮】 

現在指定管理者制度により社会福祉協議会がデイサービスセン

ターを運営しており、平成２９年度からは介護予防・日常生活

支援総合事業における介護予防専門のデイサービスとして運営



予定です。 

【デイサービスセンター浦島】 

現在指定管理者制度により（社）東紅会がデイサービスセンタ

ーを運営しており、今後についてもデイサービスセンターとし

て運営予定です。 

 

⑦行政系施設 

類型 種別 方  針 

行
政
系
施
設 

庁舎等 

行政サービスを持続的に提供するため、日常的な巡回点検・法

定点検や保守・補修に加え、清掃などの日常的維持管理を行い、

施設機能を良好に保ち、利用者等に対する安全性の確保を第一

に利便性と快適性の維持・向上に努めます。 

施設の「維持管理・修繕」にあたっては、中長期的な観点から、

本計画に則って計画的・効率的な保全整備を行い、長寿命化を

進めるとともに、施設管理コストの低減を図るための省エネを

一層進めます。 

災害時の防災拠点としての役割を果たすことができるよう、必

要な整備・改修も行います。 

消防施設 

消防団員が日常の点検を実施し、異常があれば町に報告する体

制となっています。詰所の更新は更新計画を策定し計画的に更

新する予定としています。 

 

⑧子育て支援施設 

類型 種別 方  針 

子
育
て
支
援
施
設 

幼児・ 

児童施設 

【美波町児童館・女性会館】 

児童に健全な遊びの場として提供され、集団的且つ個別的な指

導を行うことで地域児童の健全育成に資することを目的に、継

続運営を予定しており、今後高台整備が図られた後には移転を

予定しているところである。 

こども園 

【日和佐こども園・由岐こども園・阿部こども園・木岐こども

園】 

子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援

の総合的な提供を推進することを目的として継続運営を予定し

ており、今後地域において高台整備が図られた後には移転を予

定しているところです。 

【赤松こども園】 

５園のうちで唯一山間部にあるこども園であり、子どもに対す

る教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提

供を推進することを目的として今後も継続運営を予定していま

す。 

 

 



⑨公営住宅 

類型 種別 方  針 

公
営
住
宅 

公営住宅 

老朽化した町営住宅について、計画的な修繕を実施し、長寿命

化を図ります。長寿命化計画に基づき修繕・改善することによ

り、ライフサイクルコストを縮減します。 

 

⑩下水道施設 

類型 種別 方  針 

下
水
道
施
設 

下水道 

施設 

寺前ポンプ場については、H24 年度に長寿命化計画を策定、予

防保全的にポンプ、ゲート類の修繕工事に努めている。 

公共下水道終末処理場（H16 年度完成）、伊座利漁業集落排水処

理場（H13 年度完成）、志和岐漁業集落排水処理場（H22 年度完

成）については、比較的新しい施設であり、今後とも適切な維

持管理に努めます。 

 

⑪病院施設 

類型 種別 方  針 

病
院

施
設 

病院施設 
定期的な点検を実施し、計画的な修繕をすることにより長寿命

化を図ります。 

 

（２）インフラ施設 

①道路・橋梁 

類型 種別 方  針 

道
路 

道路 

道路については、老朽化や災害発生の可能性を踏まえた道路

の適正な管理を図るため、H25・26 年度に実施した路面性状調

査及び道路法面調査に基づき、計画的修繕工事に努めていま

す。 

橋梁 

橋梁についは、平成 23 年度策定の橋梁長寿命化計画に基づ

き、対症療法的な管理から予防保全型の管理への転換を図り、

長寿命化と維持管理、更新コストの縮減を図るとともに、耐震

対策を推進します。 

 

②河川 

種類 種別 方   針 

河
川 

河川 

巡視や定期点検のデータを保存・活用し、河川管理施設の劣化

の状況を把握した上で補修時期を選定することにより、「長寿

命化」と「コストの最小化」を図ります。 

 

 

 

 



③漁港 

種類 種別 方   針 

漁
港 

漁港 

漁港ストックマネジメント事業に基づく計画的修繕を実施す

ることで、漁港施設の長寿命化と更新コストの平準化・縮減を

図ります。 

 

④公園 

類型 種別 方  針 

公
園 

公園 

遊具の安全確保において、安全点検が果たす役割は非常に重

要です。児童遊具等は毎年度点検を実施し、事故につながるお

それがある場合は適切な措置を講じます。また、災害時を考慮

した整備についても検討します。 

 

⑤上水道 

類型 種別 方  針 

上
水
道 

上水道 

水道施設は、生活に直結するインフラ施設として適切な維持

管理を実施していかなければなりません。現在、老朽化した配

水池の更新工事を行っているが、管路についても老朽管が多く、

老朽化の度合いや給水拠点の重要性を踏まえた計画的な更新を

進めていく必要があります。 

 

⑥下水道 

種類 種別 方   針 

下
水
道 

下水道 
生活に必要なインフラ施設として、汚水処理機能を確実に維持

するため、適切な時期に計画的点検修繕を行います。 

 


