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第１章 はじめに 

第１節 計画策定の背景 

１．公共施設等の老朽化問題 

わが国では現在、少子高齢化が進展し、人口減少社会の時代にある。今後、さらに人口

減少が進展することが見込まれており、かつて経験したことがないような時代に突入しよ

うとしている。このまま人口減少が続くと、社会保障や子育て支援等において、これまで

国や自治体が行ってきた様々な施策・政策について、大幅な見直しが必要となってくる。 

このような時代の中で、高度経済成長期に建設された公共施設や道路、橋りょう等のイ

ンフラ施設の老朽化が顕著になり、今後、一斉に更新時期を迎えることから、国は、「経済

財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）に

おける「インフラの老朽化が急速に進行する中、「新しく造ること」から「賢く使うこと」

への重点化が課題である。」との認識のもと、平成 25 年 11 月には、「インフラ長寿命化基

本計画」が策定され、平成 26年 4月には、各地方公共団体においては、こうした国の動き

と歩調をあわせ、速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公

共施設等総合管理計画）の策定要請がなされた。これまで建設、整備が進められてきた公

共施設等は、建築年数が 30年以上経過し、耐用年数が切れ、この先の公共施設等は、大規

模改修や修繕、建て替えが必要となってきている。そのため、本町においても、これらの

課題に対して重要な取組と考え、公共施設等総合管理計画（以下、「本計画」と言う。）の

策定に取り掛かることとした。 

今後、公共施設等を取り巻く状況は、あらゆる方面からの影響を受け、適切に対応して

いかなければならない。この状況を見過ごしてしまうと、公共施設等の老朽化による事故

や、公共施設等にかかる多額の更新費用の発生が、安易に予想することができる。 

これを受け、本町においても、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、中長期的な視

点をもって、更新・統廃合・長寿命化等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、公共施設等の適切な規模とあり方を検討し、公共施設等のマネジメン

トを実施する。 

 

２．老朽化施設の更新問題 

 老朽化した公共施設等は、適切に修繕や改修、また、必要に応じて、建て替え等を実施

しなければ、安全に使うことはできない。しかし、建て替え等には、老朽化の状況や施設

の規模にもよるが、多額の費用が必要となる。本町は、平成 18年（2006年）3月 31日に、

海部郡海南町、海部町、宍喰町の 3町が合併し、新町・海陽町として誕生した。本町の行
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政面積は、327.65㎢となっており、徳島県内の市町村では、24団体中 4番目の規模である。

合併後の 10 年間は、合併算定替えによる交付税の優遇措置を受けていたが、合併から 10

年目以降は、特例期間の終了に伴い、交付税は段階的に減少することになっている（合併

特例：合併前に公布された交付税総額は、10年間維持され、11年目から 5年かけて漸減さ

れる）。また、合併特例債の償還も控えており、今後、本町の財政は圧迫することが予想さ

れる。さらに、全国規模で進行している少子高齢化、人口減少を受け、税収減・扶助費増

も見込まれる。その結果、公共施設等の建て替え等に必要な予算を充てることができなく

なる可能性がある。これは、本町に限らず、日本全国のどの自治体も直面している問題で

ある。そのため、本町では、これらの問題に対して、公共施設等を将来的に適切に、かつ

安全に使用できるよう、公共施設等のマネジメントを実施する。また、財政面に関しては、

現在所有している公共施設等で、未使用となっている施設や、使用頻度の低い施設の統廃

合を積極的に検討する。 

 

３．本町における計画の策定 

ここまで示してきた内容から、公共施設等を安心・安全に使用できるよう、適切な維持

管理を推進する。一方で、将来、本町の財政負担や次世代の住民に、健全な状態で、公共

施設等を引き継ぐことが重要である。そこで、本町において、本計画を策定するにあたり、

公共施設等の今後のあり方や総量の適正化等について、基本的な方向性を示す「海陽町公

共施設等総合管理計画」を策定する。 

 

  

漁火の森公園 

（遊遊 NASA） 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、国（総務省）より要請された「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進

について（平成 26年 4月 22日）」を受け、本町の公共施設や道路、橋りょう等のインフラ

施設の今後のあり方について、基本的な方向性を示すものとして位置づける。 

また、本計画は、本町の最上位計画である「第 1次海陽町総合計画」及び「海陽町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の理念のもと、その他のまちづくりや公共施設等に関連する

計画と連携し、今後の公共施設等に係る基本的な取組の方向性を示す、分野横断的な計画

である。 

 

図表 1-1：海陽町 公共施設等総合管理計画 位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インフラ長寿命化基本計画 

国が策定【基本計画】 

各省庁が策定 

【行動計画】 

個別施

設計画 

・第 1次海陽町総合計画 

・海陽町まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

海陽町公共施設等総合管理計画

【行動計画】（本計画） 

個別施

設計画 

個別施

設計画 

個別施

設計画 

個別施

設計画 

個別施

設計画 

（国） （海陽町） 
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第３節 計画期間 

計画期間は、図表 1-2に示すとおり、本計画の推進期間として、平成 28年度から平成 37年度

までの 10 年間とする。なお、その間、本町を取り巻く社会・経済情勢や法令・国の施策等の進行

状況、最新科学技術・知見の状況等の変化を考慮し、計画期間内であっても、適宜柔軟に見直

し等の対応を行う。また、今後、策定が求められる個別施設計画についても、同様である。 

 

図表 1-2：年次行動計画（平成 28年度～平成 37年度） 

年度 平成

28 

年度 

平成

29 

年度 

平成

30 

年度 

平成

31 

年度 

平成

32 

年度 

平成

33 

年度 

平成

34 

年度 

平成

35 

年度 

平成

36 

年度 

平成

37 

年度 

平成

38 

年度 内容 

本計画の策定            

方針の決定            

本計画の推進            

【方針】 

点検・診断等 、維持管理・修繕・更新、安全確保、耐震化、長寿命化、転用・複合化・機能集約、統合・廃止 

本計画及び方

針の見直し 
           

個別施設計画

の策定 
           

 

  



海陽町 公共施設等総合管理計画   

- 5 - 

 

 

第２章 本町を取り巻く状況 

第１節 人口の状況 

本町の人口は、1950 年（昭和 25 年）の 20,591 人をピークに、毎年減少し続け、2010

年（平成 22 年）は 10,446 人と、ピーク時に比べ 49.3％減少しており、全国に先行して

減少している。 

また、年齢階層別の人口割合は、1985年（昭和 60年）を境に老年人口（65歳以上）が

年少人口（0～14 歳）を上回り、2010 年（平成 22 年）の高齢化率 37.3％にまで上昇して

いる。 

 

図表 2-1：総人口と年齢 3区分別人口及び人口比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（海陽町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンより） 

 

今後の本町の人口は、社人研の推計によると、2010 年（平成 22年）の 10,446人から、

2040 年（平成 52年）には 5,466人まで減少し、そのうち年少人口は 1,098 人から 375人

へ、老年人口も 3,901 人から 2,765人へ減少し、高齢化率は 50.6％まで上昇すると見込ま

れている。2040年（平成 52年）までに、東京都区部では 6％、中核市・特例市の多くは

15％の人口減少にとどまるのに対し、本町の場合は 48％の人口が減少するという推計結果
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が出ている。 本町の人口減少は、戦後の 1950年（昭和 25 年）から約 60 年間をかけて

半減してきたスピードが、今後は約 30 年間で半減するという驚異的なスピードで進むこ

とになる。 

 

図表 2-2：本町独自推計による人口の長期的な見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（海陽町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンより） 
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第２節 財政の状況 

本町の財政状況について、今後は人口減少等も進行するものと考えられるため、大幅な

増収は見込めず、より厳しい財政運営が続いていくことが予測される。 

以下、普通会計決算を基にした本町における財政状況を、図表 2-3に歳入決算額の推移、

図表 2-4に歳出決算額の推移として示す。 

歳入では、地方税等の収入減が続いており、2009 年度（平成 21 年度）に 9,718 百万円

だった歳入決算額が、2014年度（平成 26年度）には 8,389百万円と減少している。 

 

図表 2-3：歳入決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（決算統計 05表収入の状況より作成） 
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歳出では、2009年度（平成 21年度）に 9,397百万円だったものが、2014年度には 8,026

百万円となっており、約 1,371百万円減少している。 

財政の状況について、今後は人口減少等による税収の減少及び国・県等からの交付税・

補助金の減少による歳入の減少、高齢化の進行による扶助費等の増加による歳出の増加が

見込まれる。しかし、財政規模自体は、全体的に年々縮小していくことが予測される。 

 

図表 2-4：歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（決算状況カードより作成） 
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前述のとおり、本町の財政状況は、今後、財政規模が縮小し、厳しい財政運営が続くこ

とが予測されるため、公共施設等の更新（建て替え）や維持管理に対して、財源配分を適

正に行うことが重要になる。そのため、公共施設等の更新コストに関しては、ライフサイ

クルコスト（ＬＣＣ）の考え方を取り入れ、建設時のコストに加え、維持・運営及び修繕・

改修等、将来にわたって必要となってくるコストも含める。建物のライフサイクルコスト

は、規模や用途等によって変動するが、建物を建設してから解体するまで 60年を一つのサ

イクルとすると、その費用のコストは、設計・建設費に 20%、運営管理に 24％、修繕費に

30％、光熱水費に 16％、清掃等に 7％、解体等に 3％必要と考えられており、維持管理費

（運営管理費、修繕費、光熱水費、清掃等の合計）は 77％と、およそ 8 割近くを占めてい

る。 

図表 2-5は、過去の決算カードの情報を基に、今後 10年間の本町の歳入歳出を推計した

グラフである。今後の財政見通しにおいては、歳入歳出ともに減少する傾向にあると推測

され、財政規模自体が縮小する傾向にある。この結果に、公共施設等の改修や更新の費用

が加算されることを考慮すると、今後の財源が不足することが見込まれる。そのため、前

述のライフサイクルコストの考え方を取り入れ、本町の公共施設等の維持管理・改修・更

新等に支出できる財源には限界があることを前提に、公共施設等のあり方を検討する必要

がある。 

 

図表 2-5：歳入歳出推計グラフ（千円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推計値 
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第３章 公共施設等の現状及び将来の見通し 

第１節 対象施設 

本計画で対象とする公共施設等は、3 つの類型（建物系公共施設、土木系公共施設、企

業会計施設）に分類する。 

 

図表 3-1：対象とする施設分類（機能別分類） 

区分 大分類 小分類 主な施設 

建物系 

公共施設 

行政系施設 
庁舎等 庁舎・出張所等 

消防施設 消防屯所 

市民文化系施設 
集会施設 集会所･公民館等 

文化施設 文化館等 

社会教育系施設 
図書館 図書館 

博物館等 海南文化村等 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 町民プール等 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 まぜのおか等 

保養施設 自然休養村管理センター 

産業系施設 産業系施設 農村環境改善センター等 

保健・福祉施設 
高齢福祉施設 老人憩いの家等 

その他社会福祉施設 生活改善センター等 

学校教育系施設 
学校 小学校・中学校 

その他教育施設 学校給食センター等 

子育て支援施設 幼稚園・保育所等 幼稚園・保育所等 

公営住宅 公営住宅 公営住宅 

公園 公園 公園 

供給処理施設 供給処理施設 排水機場等 

病院施設 病院・診療所施設 海南病院・診療所 

その他 その他 旧小学校・火葬場等 
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区分 大分類 小分類 主な施設 

土木系 

公共施設 
道路、橋りょう 

道路 町道、農道、林道 

橋りょう PC橋・RC橋・鋼橋等 

企業会計

施設 

上水道施設 上水道施設 ポンプ室等 

簡易水道施設 簡易水道施設 ポンプ室等 

公共下水道施設 公共下水道施設 浄化センター等 

農業集落排水施設 農業集落排水施設 排水機場等 

漁業集落排水施設 漁業集落排水施設 排水施設等 

 

  

蛇王運動公園 

（まぜのおか） 
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本町における施設分類ごとの延床面積は、図表 3-2のとおり。 

 

図表 3-2：施設分類ごとの延床面積 

区分 大分類 小分類 延床面積（㎡） 棟数 

建物系 

公共施

設 

行政系施設 
庁舎等 5,005.00 7 

消防施設 1,651.00 29 

市民文化系施設 
集会施設 5,168.00 31 

文化施設 4,023.00 11 

社会教育系施設 
図書館 1,392.00 2 

博物館等 2,742.40 7 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 3,237.55 3 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 9,548.55 28 

保養施設 4,703.00 1 

産業系施設 産業系施設 3,087.00 9 

保健・福祉施設 
高齢福祉施設等 2,844.00 8 

その他社会福祉施設 1,517.00 7 

学校教育系施設 
学校 20,176.00 36 

その他教育施設 1,130.00 6 

子育て支援施設 幼稚園・保育所等 3,592.00 10 

公営住宅 公営住宅 10,839.08 78 

公園 公園 1,151.00 17 

供給処理施設 供給処理施設 155.00 4 

病院施設 病院施設 4,178.64 7 

その他 その他 17,239.01 70 

合計 103,379.23 371 

※上記一覧には、水道施設は含まない。 
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本町における地区別の施設分類ごとの延床面積は、図表 3-3のとおり。 

 

図表 3-3：海陽町における地区別の施設分類ごとの延床面積 

類型 

海南地区 海部地区 宍喰地区 

延床面積 

（㎡） 

棟
数 

延床面積 

（㎡） 

棟
数 

延床面積 

（㎡） 

棟
数 

行政系施設 2,241.00 15 2,759.00 12 1,656.00 9 

市民文化系施設 4,685.00 16 1,575.00 11 2,931.00 15 

社会教育系施設 3,308.40 8 0.00 0 826.00 1 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

系施設 
4,711.06 20 3,982.76 4 8,795.28 8 

産業系施設 2,261.00 4 498.00 2 328.00 3 

保健・福祉施設 1,394.00 6 1,765.00 6 1,202.00 3 

学校教育系施設 10,269.00 22 2,749.00 8 8,288.00 12 

子育て支援施設 2,291.00 6 404.00 1 897.00 3 

公営住宅 4,575.40 34 5,554.68 43 709.00 1 

公園 1,004.00 12 112.00 3 35.00 2 

供給処理施設 0.00 0 0.00 0 155.00 4 

病院施設 3,782.64 5 0.00 0 396.00 2 

その他 8,429.50 36 5,702.00 14 3,107.51 20 

合計 48,952.00 184 25,101.44 104 29,325.79 83 

※上記一覧には、水道施設は含まない。  
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図表 3-4：海陽町における地区ごとの延床面積比較グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-5：海陽町における土木系公共施設の総量 

区分 累計 種別 総量 

土木系 

公共施設 
道路 

道路 

町道 270,124 m 

農道 49,067 m 

林道 173,369 m 

橋りょう 

（道路部面積） 

PC橋 5,077㎡ 

鋼橋 16,405㎡ 

その他 31㎡ 

 

  

単位：㎡ 
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第２節 建物系公共施設の更新費用推計 

図表 3-6 は、建物系公共施設の建築年別の面積を示しており、本町においては、1972

年（昭和 47年）から 1985年（昭和 60年）ごろにかけて、公共施設を整備してきた。 

  近年では、1996 年（平成 8 年）に「宍喰温泉宿泊施設（ホテルリビエラししくい）」、

1997年（平成 9年）に「ふれあいの宿遊遊ＮＡＳＡ」及び「海南文化村」、そして 2008年

（平成 20年）に「海陽町立海南幼保統合施設」が整備されている。 

本町では、昭和 56年度の新耐震化基準以前に建築された施設は、全体の 43.2％を占め

ており、施設の更新時期が近付いている。 

なお、建築後 30年を超える施設は、一般的に大規模改修が必要と言われていることを考

えると、施設の老朽化が懸念される。 

 

図表 3-6：建物系公共施設 築年別整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2 より算定） 

 

 

  



海陽町 公共施設等総合管理計画   

- 16 - 

 

図表 3-7は、建物系公共施設の将来の更新費用の推計を示しており、本町が所有する公

共施設について、現状規模のまま建て替えを行った場合、今後 40年間で 395.0億円の投資

的経費を要し、年平均を計算すると、毎年 9.9億円かかる試算であった。 

本町の財政状況は、今後、さらに厳しくなることが予測され、現状のままの施設の規模

を維持することは、困難であると考えられる。そのため、既存施設への機能の集約化・複

合化、利用者ニーズの変化への対応、地域の実情や施設等の周辺環境を考慮した公共施設

等のあり方についての検討が必要となる。 

 

図表 3-7：建物系公共施設の更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2 より算定） 

  



海陽町 公共施設等総合管理計画   

- 17 - 

 

 

※更新費用の試算にあたっての設定条件 

 

更新費用の推計額 

一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため、事業費ベースでの計算とする。 

 

計算方法 

耐用年数経過後に、現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定して計算する。 

延べ床面積×更新単価 更新単価 

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途

別に設定された単価を使用する。また、建て替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等につ

いては含むものとして想定している。 

 

耐用年数 

標準的な耐用年数とされる 60年を採用している。 

日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より。 

 

地域格差 

地域格差は、考慮しないものとする。 

 

耐用年数が超過しているもの 

今後 10年間で、均等に更新するものとして計算する。 

 

建て替え期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、建て替え期間を 3年間とし

て計算する。 

 

図表 3-8、3-9、3-10は、それぞれ総務省公共施設等更新費用試算ソフトによる建物系公共施

設、土木系公共施設及び企業会計施設の更新単価を示した表である。なお、大規模改修につい

ては、参考までに単価を表示した。また、林道に関しても、道路と同様の単価を用いた。 
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図表 3-8：総務省公共施設等更新費用試算ソフト更新単価（建物系公共施設） 

施設用途 大規模改修 建て替え 

行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

市民文化系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

社会教育系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

産業系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

保健・福祉施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

学校教育系施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

子育て支援施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

供給処理施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

 

図表 3-9：総務省公共施設等更新費用試算ソフト更新単価（土木系公共施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設用途 更新年数 更新単価 

道路 15 年 

1級町道 4,700円/㎡ 

2級町道 4,700円/㎡ 

その他の町道 4,700円/㎡ 

自転車歩行者道 2,700円/㎡ 

橋りょう 60 年 

PC橋 425千円/㎡ 

RC橋 425千円/㎡ 

鋼橋 500千円/㎡ 

石橋 425千円/㎡ 

木橋その他 425千円/㎡ 

上水道 60 年 導入管等 100～923千円/ｍ 

下水道 50 年 コンクリート管等 61～295千円/ｍ 
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図表 3-10：総務省公共施設等更新費用試算ソフト更新単価（企業会計施設） 

 

図表 3-11は、総務省が公表している人口一人あたりの公共施設の延床面積を、全国平均等と

比較したもので、本町は 10.44 ㎡であり、人口同規模の全国平均（人口 1 万人未満、10.61 ㎡）を

若干下回っており、今後も保有面積の維持に努める。 

 

図表 3-11：人口一人あたりの公共施設延床面積比較グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-12：人口一人あたりの公共施設延床面積 

市町村名 
延床面積 

（㎡） 

平成 28年 

3月末日時点 

人口（人） 

【海陽町】 

一人あたりの 

延床面積 

（㎡/人） 

【人口同規模 

全国平均】 

一人あたりの 

延床面積 

（㎡/人） 

海陽町 103,577.23 9,922 10.44 10.61 

（全国平均：平成 24年 3月総務省自治財政局財務調査課 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 資料 2 全国平均値及び人口区分別平均値） 

施設用途 更新年数 更新単価 

上水道 

下水道 

60 年 

導水管 100～923千円/m 

送水管 100～923千円/ m 

配水管 100～923千円/ m 

50 年 コンクリート管等 61～295千円/ m 

10.44 

1.92 

2.89 

3.56 

4.83 

5.24 

10.61 

単位：㎡/人 

3.22 
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第３節 土木系公共施設の更新費用推計 

 

図表 3-13は、道路の将来の更新費用の推計を示しており、本町が所有する道路について、

町道の面積は 1,212,238㎡、農道の面積は 162,607㎡、林道の面積は 640,852㎡となって

いる。これらすべて大規模改修を実施し、現状規模のまま更新を行った場合、今後 40年間

で 151.9億円の投資的経費を要し、年平均を計算すると、毎年 3.8億円かかる試算であっ

た。 

 

図表 3-13：道路の更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-14：道路の総量 

区分 累計 種別 道路部面積（㎡） 

土木系 

公共施設 
道路 

町道 1,212,238 

農道 162,607 

林道 640,852 
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図表 3-15は、橋りょうの将来の更新費用の推計を示しており、本町が所有する橋りょう

について、すべて大規模改修を実施し、現状規模のまま更新を行った場合、今後 40年間で

64.1億円の投資的経費を要し、年平均を計算すると、毎年 1.6 億円かかる試算であった。 

※投資的経費に関しては、決算統計の値を基に把握を行った。 

 

図表 3-15：橋りょうの更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-16：橋りょうの総量 

区分 累計 種別 道路部面積（㎡） 

土木系 

公共施設 
橋りょう 

PC橋 5,077 

鋼橋 16,405 

その他 31 
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第４節 企業会計公共施設の更新費用推計 

図表 3-17は、上水道施設の将来の更新費用の推計を示しており、本町が所有する上水道

施設について、すべて大規模改修を実施し、現状規模のまま更新を行った場合、今後 40

年間で 136.8億円の投資的経費を要し、年平均を計算すると、毎年 3.4 億円かかる試算で

あった。 

※投資的経費に関しては、決算統計の値を基に把握を行った。 

 

図表 3-17：上水道施設の更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-18：上水道施設及び簡易水道施設の総量 

区分 累計 種別 総量 

企業会計

施設 

上水道施設 

送水管 3,522 m 

配水管 83,114 m 

施設 379.02㎡ 

簡易水道施設 

送水管 4,446 m 

配水管 36,629 m 

施設 269.88㎡ 
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図表 3-19は、下水道施設の将来の更新費用の推計を示しており、本町が所有する下水道

施設について、すべて大規模改修を実施し、現状規模のまま更新を行った場合、今後 40

年間で 52.4億円の投資的経費を要し、年平均を計算すると、毎年 1.3億円かかる試算であ

った。 

※投資的経費に関しては、決算統計の値を基に把握を行った。 

 

図表 3-19：下水道施設の更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-20：下水道施設の総量 

区分 累計 種別 総量 

企業会計

施設 
下水道施設 

公共下水道 28,461 m 

公共下水道（施設） 1,386.39㎡ 

農業集落排水 17,773 m 

農業集落排水（施設） 727㎡ 

漁業集落排水 1,553 m 

漁業集落排水（施設） 362㎡ 
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第５節 公共施設とインフラ全体の更新費用推計 

 

図表 3-21は、公共施設とインフラ全体の将来の更新費用の推計を示しており、本町が所

有する公共施設とインフラ全体について、すべて大規模改修を実施し、現状規模のまま更

新を行った場合、今後 40年間で 800.1億円の投資的経費を要し、年平均を計算すると、毎

年 20億円かかる試算であった。図表 3-22は、公共施設とインフラ全体の更新費用及び直

近 5カ年の投資的経費を比較したものである。現状の公共施設とインフラ全体にかかる投

資的経費の平成 21 年度から平成 25 年度の年平均は、8.9 億円であるため、更新費用は投

資的経費の約 2.2倍となり、全体の財源不足額は年間あたり 11.1億円となる。 

 

図表 3-21：公共施設とインフラ全体の更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-22：公共施設とインフラ全体の直近 5カ年の投資的経費 

 
建物系 土木系 企業会計 合計 

更新費用 

（４０年間の平均） 
9.9億円 5.4億円 4.7億円 20.0億円 

投資的経費 

（５カ年の平均） 
4.5億円 2.1億円 2.3億円 8.9億円 

不足分 5.4 億円 3.3 億円 2.4 億円 11.1 億円 
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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 

第１節 基本的な方針について 

 

 老朽化が進む公共施設等を、良好な状態で使用していくためには、適切な維持管理が必

要である。また、日常生活上、必要不可欠な道路や橋りょう、上下水道のようなインフラ

施設は、安全な供用が求められる。 

しかし、厳しい財政状況等から、すべてを維持管理することは困難であるため、著しく

老朽化が進み、使用上、危険が及ぶ可能性があるもの、また、すでに供用を停止している

ものは、早急に取り壊し等の検討を行う。また、その他の公共施設等については、原則、

適切な維持管理を行うとともに、現状を把握し、将来の利用需要を予測し、必要に応じて、

複合化・集約化等の検討を行う。 

なお、本町の公共施設等の総合的な管理に関する基本的な方針は、次のとおり、５つの

基本方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

①住民生活の安全確保、行政サービスの充実及び本町の施策政策的な事由により、今 

後も継続して維持管理を行う必要があるもの。 

②まち・ひと・しごと創生総合戦略、過疎地域自立促進計画等において、現状、遊休

施設ではあるが、今後、有効的に利活用を推進することが検討されているもの。 

 

基本方針１．現状を維持し、施設等の適切な維持管理を行う。 

 

 

既存の計画内容を精査し、公共施設等総合管理計画の考え方を加味し、引き続き、適

切な維持管理や更新等を行うもの。 

基本方針２．既存の計画を基に、施設等の維持管理や更新等を行う。 

 

 

施設分野又は施設類型ごとに、個別施設計画を策定することが検討されており、今後、

適切な施設の総量、維持管理方法及び更新を行うもの。 

 

基本方針３．個別施設計画を策定し、施設の総量、維持管理、更新等を実施する。 
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第２節 実施方針について 

 

（１）点検・診断等の実施方針 

 

定期的な公共施設等の点検・診断を実施し、利用状況を把握する。 

 

 公共施設等の点検・診断については、老朽化及び設備等の機能低下を防ぐため、定期的

に実施し、経年による劣化、外的負荷（気象、使用等）による性能低下及び利用状況を把

握し、適切な維持管理を行う。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 

履歴情報を蓄積し、計画に活用する。 

 

 すべての公共施設等において、点検・診断を実施することにより、修繕等の必要な対策

を、適切な時期に着実かつ効率的・効果的に実施する。その際、公共施設等の状態や過去

の対策履歴等の情報を把握し、維持管理・修繕・更新等に活用する。なお、情報の蓄積手

 

施設の現状を調査し、老朽化や利用頻度が低い、近傍に類似施設又は代替施設がある 

等により、複数の施設との複合化・機能の集約化が可能であると認められるもの。 

 

基本方針４．施設の現状を把握し、老朽化、利用頻度の低い施設及び近傍に類似施

設がある場合は、複合化・集約化等を検討する。 

 

 

①課内等において、すでに廃止・解体等の方針が決まっているもの。 

②施設利用において、国等が定める基準を満たすことが困難な施設であり、早急に廃 

止・解体等が求められるもの。 

 

基本方針５．すでに供用を停止している又は老朽化等により、施設等を安全に利用

することが困難であり、かつ当該施設の機能を既存施設の一部に移転又は新規施設

に建設することが検討されている場合は、廃止・解体を検討する。 
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段として、固定資産台帳を有効活用する。 

 また、本町や指定管理者の維持管理等だけではなく、地域住民や利用者による維持管理

を依頼することを検討する。現在においても、地域住民に維持管理等を依頼している公共

施設があるが、今後、本町・地域住民等それぞれの役割を明確にする。なお、公共施設等

の維持管理等に要する経費については、従来の維持修繕費等の予算のみならず、将来に備

え、公共施設等維持管理基金（仮称）を設置し、必要に応じて、公共施設等の維持管理等

に使用可能な仕組みを構築する。 

 

（３）安全確保の実施方針 

 

危険性の高い施設等は、速やかに修繕・除却等の対応を実施する。 

 

 公共施設等における安全確保は、周辺住民や利用者の安全を確保し、安心安全に施設を

利用することができることを目的とする。点検・診断等により、危険性が認められた公共

施設等については、本計画等に基づき、早急に修繕等の安全対策や除却等を推進する。 

 

（４）耐震化及び国土強靱化の実施方針 

 

災害対応施設としての観点も含め、計画的に耐震化工事を実施する。 

 

 災害時において、防災拠点等となる公共施設等は、必要な調査等に基づき、耐震化を進

める。また、南海トラフ巨大地震・大規模水害・土砂災害及び同時かつ連続的に発生する

複合災害に対して適切に対応するため、『徳島県地域防災計画』とも密接に連携し、防災面

からの公共施設等のあり方を検討し、避難施設となる公共施設の機能強化を実施する。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

 

長寿命化工事は、ＬＣＣの縮減を図る。 

 

 すべての公共施設等に対して、長寿命化工事を実施すれば、本町の財政上、大きな負担

を強いることになる。これは、将来の人口減少・少子高齢化が予測され、かつ、財政状況

がより厳しさを増すことが考えられる中では、現実的ではない。そのため、長寿命化工事

（大規模修繕工事等）の実施については、従来の耐用年数切れ等による建て替えの場合と

比較して、ＬＣＣ（ライフサイクルコスト、施設等の計画・設計・施工から、施設利用に

係る水道光熱費、維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の総額）の削減を図る。
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また、原則として、各公共施設等は、耐用年数まで安全に使用できるよう、予防保全の考

え方を導入し、財政負担の軽減及び平準化を図る。なお、各公共施設等の長寿命化等の具

体的な対応・方針については、各個別施設計画において取り決める。 

 

（６）統合や廃止の推進方針 

 

施設の総量や配置の最適化を実施する。 

 

 統合や廃止の検討については、将来の人口見通しや利用需要を勘案し、施設の総量及び

配置の最適化を図る。しかし、公共施設等統合や廃止では、行政サービスの水準低下が伴

う可能性がある。水準の低下を最小限にするためには、公共施設等に関連する施策だけで

なく、総合的な施策・協議が必要である。そのため、本町の公共施設の統廃合や遊休施設

の利活用については、住民、議会等と十分に協議し、合意形成を経て実施する。 

 

（７）住民との情報共有の実施方針 

 

公共施設等に関する情報公開を積極的に実施する。 

 

 本計画の推進については、公共施設等を日々利用し、支えている住民との問題意識や情

報の共有が不可欠である。今後とも、公共施設等のあり方について、住民、議会等と十分

に協議し、固定資産台帳をはじめとする公共施設等に関する情報について、本町ＨＰ等を

通じ、積極的に開示する。 

 

（８）ＰＰＰ／ＰＦＩ活用の実施方針 

 

ＰＰＰ／ＰＦＩ等民間活力の活用の可能性について検討する。 

 

 今後、公共施設等の維持管理、更新等については、本町による対応だけでは限界がある

ため、公共施設等の一部又はすべての管理運営を民間に委託し、より効果的・効率的な維

持管理等を実現する。そのため、ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ：

公民連携）／ＰＦＩ（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ：公共サービスの提

供を民間主導で実施）方式、コンセッション方式、指定管理制度等、民間のノウハウや資

金等の活用を積極的に取り入れ、新たな公共施設等に対する利用需要に応えるとともに、

公共施設等の安全確保及び機能を向上させつつ、維持管理等の経費縮減を図る。 
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（９）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 

 

公共施設等に関する情報共有・職員研修を実施する。 

 

 本計画を着実に実施していくためには、全庁的な推進体制の整備が不可欠である。その

ため、職員及び部局間の連携強化、公共施設等の情報共有、有効活用や長寿命化に向けて

の取組の推進、固定資産台帳の更新、建物等の維持管理等に関する必要な研修等を行う。

また、本町に隣接する自治体間の情報共有を積極的に行い、計画推進に関する相互支援や

公共施設等の相互利用、災害時の避難対応等について、広域的な連携を行う。 

 

図表 4-1：推進体制のイメージ 

 

 

 

 

（10）フォローアップの実施方針 

 

社会情勢や利用需要等を把握しながら、フォローアップを実施する。 

 

 本計画は、公共施設等の更新費用を、将来 40年間分を見越しているが、計画期間 10年

間とし、今後の社会情勢や経済情勢、また、利用需要、人口動態等の変化により、適宜見

直しを実施する。また、公共施設等のマネジメントを実施するため、情報の一元管理を行

い、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）により、本計画に反映（Action）させ、随時、

計画の見直しを実施する。 

 

図表 4-2：PDCAサイクルのイメージ 
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第５章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

 本章では、第 4章第 1節及び第 2節で述べた公共施設等に関する基本的な方針及び実施

方針について、各施設における状況及び今後の維持管理等その他の施設についての対応等

について、取り纏めを行う。また、各施設を第 3章の建物系公共施設・土木系公共施設・

企業会計施設の 3区分にて明記する。 

 

第１節 建物系公共施設 

 

（１）行政系施設 

方針 

○行政サービスの向上や業務の効率性を高めることを考慮しつつ、施設の規模

や配置の適正化を検討する。 

○老朽化や未使用施設については、周辺施設等との機能集約等を検討する。 

○施設の新設は、原則として行わない。 

 

内容 

又は 

現状 

○海南庁舎は、築年数が 35 年以上であり、老朽化してきている。空調設備につ

いては、平成 29 年度に改修工事を行う予定である。 

○旧宍喰庁舎及び隣接するイベント倉庫は、平成 27 年度に庁舎機能を宍喰町民

センターに移転し、また、築年数が 50 年以上かつ耐震化ができておらず、老朽

化が著しいため、解体・撤去し、隣接する宍喰保育所等の駐車場等として整備

する。 

○川東第 1 分団屯所及び川東第 3 分団屯所は、老朽化により車庫として利用し、

近隣の町有施設を利用できないか検討する。 

○川上第 5 分団屯所は、取り壊しを行い、近隣の町有施設を利用し、車庫を新

築することを検討する。 
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図表 5-1：行政系施設（庁舎等）の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■海南庁舎（大里字上中須 128） 

 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,310 昭和 54年 1979年 

■海部庁舎（奥浦字新町 44） 

 庁舎 鉄骨造 2,228 平成 15年 2003年 

■旧宍喰庁舎（久保字久保 49） 

 庁舎_1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 602 昭和 37年 1962年 

 庁舎_2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 436 昭和 56年 1981年 

 庁舎_3 鉄骨造 354 平成 6年 1994年 

■浅川出張所（浅川字川ﾖﾘ東 26-4） 

 出張所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 42 昭和 60年 1985年 

■川上出張所（神野字高尾 56-1） 

 出張所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 33 平成 3年 1991年 

■浅川第 1分団消防屯所（浅川字川ﾖﾘ東 26-4） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 78 昭和 60年 1985年 

■浅川第 2分団消防屯所（浅川字太田 99-8） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75 平成 9年 1997年 

■浅川第 3分団消防屯所（浅川字樋谷 25-1） 

 消防屯所 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 40 昭和 53年 1978年 

■海部第 1分団消防屯所（奥浦字立岩 26-1） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 72 昭和 51年 1976年 

■海部第 2分団消防屯所（奥浦字堤外 43-1） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 54 昭和 54年 1979年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■海部第 3分団 1班消防屯所（高園字松木谷 127-12） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 45 昭和 51年 1976年 

■海部第 3分団 2班消防屯所（高園字小林 58-1） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 42 昭和 53年 1978年 

■海部第 4分団 1班消防屯所（野江字南ﾉ前 28-1） 

 消防屯所 木造 58 平成 13年 2001年 

■海部第 4分団 2班消防屯所（芝字居内 61-1） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30 昭和 54年 1979年 

■海部第 5分団 1班消防屯所（富田字五反田 39-2） 

 消防屯所 木造 45 平成 15年 2003年 

■海部第 5分団 2班消防屯所（大井字岡ﾉ下 19-2） 

 消防屯所 木造 44 平成 7年 1995年 

■海部第 6分団 1班消防屯所（中山字兼ヶ渕 20-3地先） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 52 平成 3年 1991年 

■海部第 6分団 2班消防屯所（櫛川字片山 21-1） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 39 昭和 56年 1981年 

■海部本部消防屯所（奥浦字新町 93-2） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50 平成 16年 2004年 

■川東第 1分団消防屯所（大里字浜崎 41-2） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 38 昭和 47年 1972年 

■川東第 3分団消防屯所（吉野字西久保 16-2） 

 消防屯所 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 37 昭和 41年 1966年 

■川上第 1分団消防屯所（神野字猪谷 2-1） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 56 昭和 55年 1980年 

■川上第 2分団消防屯所（若松字若松字大野 4-3） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 85 平成 7年 1995年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■川上第 3分団消防屯所（岡本）（相川字岡本 192-2） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 68 平成 8年 1996年 

■川上第 3分団消防屯所（村山）（相川字東前 37-4） 

 消防屯所 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50 昭和 50年 1975年 

■川上第 4分団消防屯所（小川字小川 15-4） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 84 平成 11年 1999年 

■川上第 5分団消防屯所（平井字寒ヶ瀬 140-6） 

 消防屯所 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 64 不明 不明 

■海南機動分団・川東第 2分団消防屯所（大里字上中須 120-1） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 181 昭和 56年 1981年 

■宍喰第 1分団消防屯所（宍喰浦字宍喰 332-3） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 84 昭和 58年 1983年 

■宍喰第 2分団消防屯所（久保字久保 33-2） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 58 昭和 52年 1977年 

■宍喰第 3分団消防屯所（日比原字大野 93-3） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21 昭和 54年 1979年 

■宍喰第 4分団消防屯所（宍喰浦字宍喰 78-14） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 55 昭和 53年 1978年 

■宍喰第 5分団消防屯所（芥附字芥附 21-3） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 22 昭和 51年 1976年 

■宍喰第 6分団消防屯所(役場）（久保字久保 49） 

 消防屯所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24 昭和 52年 1977年 
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海部庁舎 海南庁舎 

浅川第 1分団消防屯所 旧宍喰庁舎 

宍喰第 3分団消防屯所 海部第 2分団消防屯所 
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（２）市民文化系施設 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○建て替えが必要な場合は、他の施設との複合化を検討する。 

○新設は、原則行わない。 

○小規模な施設でコミュニティーセンター的に利用している施設は、地元住民

との協働・連携による維持管理を進める。 

 

内容 

又は 

現状 

○公民館類似施設（集会所、コミュニティーセンター等）は、「海陽町公民館

類似施設等施設整備補助金」を活用し、維持修繕を行っている。 

○大規模施設である海南文化村は、築 20 年が経過しており、平成 28 年度にお

いて、長期修繕計画の策定を予定している。 

○利用率の高い施設等は、優先順位を十分検討し耐震診断、耐震化等を検討す

る。（平成 28 年度に松原公民館の耐震診断を実施予定） 

○海陽町複合文化施設長期修繕計画（平成 28 年度策定予定）は、当該施設が平

成 8 年 8 月に竣工し、約 20 年が経過している。経年劣化等により、相対的価値

が低下した建築物の部位を建設当時の水準まで改善し、建築物の長寿命化を目

的とした予防保全を含めた計画書を策定する。 

 

 

 

  

鯖瀬集落センター 日山会館 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■川上集会所（神野字高尾 56-1） 

 集会所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 253 平成 3年 1991年 

■松原憩いの家（大里字松原 33-6） 

 憩いの家 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 116 昭和 54年 1979年 

■松原集会所兼老人ルーム（大里字松原 34-104） 

 集会所兼老人ルーム 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 139 昭和 48年 1973年 

■大里集落センター（大里字浜崎 41-1） 

 集落センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 158 平成元年 1989年 

■馳馬集会所（日比原字馳場 67－1） 

 集会所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 98 昭和 58年 1983年 

■日山会館（日比原字大野 94-2） 

 会館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 172 昭和 54年 1979年 

■日比原センター（日比原字日比原 93） 

 日比原センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 140 昭和 58年 1983年 

■小谷会館（小谷字落合 106-1） 

 会館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 108 昭和 54年 1979年 

■小谷西集会所（小谷字小野 39-1） 

 集会所 木造 97 平成 9年 1997年 

■角坂集会所（角坂字天神後 33-1） 

 集会所 木造 151 平成 4年 1992年 

■樫木屋集会所（小川字樫木屋） 

 集会所 木造 65 平成 11年 1999年 

■小川集落センター（小川字小川 45） 

 集落センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 300 昭和 56年 1981年 

 

  



海陽町 公共施設等総合管理計画   

- 37 - 

 

 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■塩深集会所（塩深字長通 5） 

 集会所 木造 150 昭和 14年 1939年 

■吉田コミュニティーセンター（吉田字出口 7-1） 

 コミュニティーセンター 木造 67 平成 17年 2005年 

■吉野集会所（吉野字ｦﾜﾝ 83-1） 

 集会所 木造 72 平成 12年 2000年 

■中川原公会堂（高園字大川縁 102） 

 公会堂 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 129 昭和 49年 1974年 

■四方原コミニュティーセンター（四方原字町西 87-2） 

 コミュニティーセンター 木造 141 平成 9年 1997年 

■若松分館（若松字大野 11-3） 

 分館 木造 92 昭和 28年 1953年 

■伊勢田下集落センター（浅川字柳内 45） 

 集落センター 鉄骨造 61 昭和 58年 1983年 

■鯖瀬集落センター（浅川字鯖瀬口 78-1） 

 集落センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 81 昭和 56年 1981年 

■大田集会所（浅川字大田 100-2） 

 集会所 木造 82 平成 13年 2001年 

■多良前田集会所（多良字片山 4-1） 

 集会所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 118 昭和 49年 1974年 

■八山集会所（尾崎字八山 112） 

 集会所 木造 136 平成 3年 1991年 

■富田交流館（富田字五反田 39-2） 

 交流館 木造 135 平成 15年 2003年 

■平井集落センター（平井字寒ｹ瀬 140-2） 

 集落センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 285 昭和 57年 1982年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■船津集会所（船津字船津 55） 

 集会所 木造 135 不明 不明 

■大井コミュニティーセンター（大井字東前 22-2） 

 コミュニティーセンター 木造 95 昭和 60年 1985年 

■宍喰町民センター（宍喰浦字宍喰 362） 

 町民センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,229 昭和 49年 1974年 

■正梶集会所（宍喰浦字正梶 188） 

 集会所 木造 176 平成元年 1989年 

■西町集会所（宍喰浦字宍喰 332-3） 

 集会所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 71 昭和 59年 1984年 

■那佐集会所（宍喰浦字那佐 240） 

 集会所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 116 昭和 53年 1978年 

■海南文化村（大里字杉谷 73） 

 文化館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,382 平成 9年 1997年 

■久尾公民館分館（久尾字久尾 23） 

 公民館分館 木造 110 昭和 56年 1981年 

■松原公民館（大里字松原 14-83） 

 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 340 昭和 55年 1980年 

■久保公民館（久保字久保 12） 

 公民館 木造 42 不明 不明 

■高園公民館（高園字小林 56-1） 

 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 86 昭和 53年 1978年 

■芝公民館（芝字居内 60-1） 

 公民館 木造 96 昭和 54年 1979年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■中山公民館（中山字兼ヶ渕 20-5） 

 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 66 昭和 50年 1975年 

■那佐公民館（鞆浦字那佐 39-1） 

 公民館 木造 24 昭和 60年 1985年 

■姫能山公民館（大井字池ﾉ上 4-1） 

 公民館 木造 57 平成 15年 2003年 

■海部公民館（奥浦字新町 44） 

 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 756 昭和 50年 1975年 

■脇ノ宮公民館（奥浦字脇ﾉ宮 21-1） 

 公民館 木造 64 平成 8年 1996年 

 

  

久尾公民館分館 

宍喰町民センター 大井コミュニティーセンター 

海部公民館 
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（３）社会教育系施設 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○建て替えが必要な場合は、他の施設との複合化を検討する。 

○新設は、原則行わない。 

 

内容 

又は 

現状 

○大規模施設である海南文化村は、築 20 年が経過しており、平成 28 年度にお

いて、長期修繕計画の策定を予定している。 

 

 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■海南図書館（四方原字旭町 38-1） 

 図書館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 566 昭和 61年 1986年 

■宍喰図書館（宍喰浦字宍喰 375） 

 図書館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 826 平成 12年 2000年 

■郷土会館義仁荘（大里字中須 80-2） 

 郷土会館義仁荘 鉄骨造 560 昭和 57年 1982年 

■海南文化村（大里字杉谷 73） 

 博物館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 929 平成 9年 1997年 

 工芸館 鉄骨造 412 平成 9年 1997年 

 いきいき館 鉄骨造 377 平成 9年 1997年 

 三幸館 鉄骨造 242 平成 9年 1997年 

 倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 123 平成 9年 1997年 

 関船展示館 木造 99 平成 27年 2015年 

 

 

  

海南図書館 
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（４）ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○施設の建て替え等が必要な場合には、他の施設との複合化を検討する。 

○利用者が多い施設は、経費の節減やより効率的、効果的な施設運営を前提と

しつつ、更新を基本方針とする。 

○耐用年数を迎える施設は、随時更新・統廃合等の検討を行う。 

 

内容 

又は 

現状 

○所有する観光施設で大規模な施設として、海洋自然博物館（平成 7 年）、ホ

テルリビエラししくい（平成 9 年）、ふれあいの宿遊遊ＮＡＳＡ（平成 10 年）、

まぜのおかオートキャンプ場（平成 10 年）があり、それぞれ建築後 20 年近く

経過し、施設及び設備関係で老朽化が進行しており、修理が必要になってきて

いる。また、自然休養村管理センター（観光ターミナル）は、平成 8 年に道の

駅として改修を行ったが、当初建築が昭和 54 年であり、建築後 36 年が経過し、

老朽化による劣化が激しくなってきている。 

○現在の管理状況は、海洋自然博物館を除く 4 施設は、指定管理者制度を活用

し、運営を委託しており、維持管理（光熱水費、小修繕、施設管理等）を行う

こととなっているが、大規模な修繕が必要な場合は、町で対応している。ただ

し、毎年度の予算も限られているため、すべての要望に即座に対応できている

わけではなく、要望のあったところから、緊急性等で判断し優先順位をつけな

がら対応している。今後、老朽化した施設の建て替え・大規模改修が課題とな

ってくる。 

 

 

 

  

ふれあいの宿遊遊ＮＡＳＡ 野江町民体育館 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■まぜのおかオートキャンプ場（浅川字西福良 43） 

 体育館 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 999 平成 10年 1998年 

 サニタリーハウス 木造 258 平成 10年 1998年 

 プロパン庫 木造 22 平成 10年 1998年 

 区画サイト A炊事棟(2棟) 木造 38 平成 10年 1998年 

 区画サイト B炊事棟 木造 19 平成 10年 1998年 

 区画サイト C炊事棟 木造 35 平成 10年 1998年 

 広場サイト B炊事棟(2棟) 木造 372 平成 10年 1998年 

 バーベキューハウス 木造 165 平成 10年 1998年 

 フリーサイト A トイレ棟 木造 40 平成 10年 1998年 

 フリーサイト B トイレ棟 木造 119 平成 10年 1998年 

 コテージ(9棟) 木造 432 平成 10年 1998年 

 コテージ身障者用 木造 76 平成 10年 1998年 

 住宅型コテージ 1 木造 119 平成 24年 2012年 

 住宅型コテージ 2 木造 125 平成 24年 2012年 

 仮設住宅型コテ－ジ A 木造 29.82 平成 27年 2015年 

 仮設住宅型コテ－ジ B 木造 29.82 平成 27年 2015年 

 復興住宅型コテージ 木造 59.63 平成 27年 2015年 

■海南海洋センター（浅川字西福良 43） 

 海洋センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,566.79 平成 11年 1999年 

■健康とふれあいの森研修Ｃ（船津字僧都谷 7） 

 健康とふれあいの森研修Ｃ  193 平成 7年 1995年 

■観光物産センター（久保字松本 34-2） 

 観光物産センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 378 平成 4年 1992年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■自然休養村管理センター(観光ターミナル)（久保字松本 34-2） 

 
自然休養村管理センター

(観光ターミナル) 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 980.28 昭和 53年 1978年 

■宍喰温泉観光ターミナル棟倉庫（久保字板取 219-6） 

 倉庫 木造 33 平成 21年 2009年 

■宍喰町民プール（久保字松本 1-1） 

 町民プール 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 776 平成 9年 1997年 

■海南駅前交流館（四方原字町西 146-4） 

 交流館 木造 132 平成 20年 2008年 

■海部川総合案内所（若松字ｲﾂﾘﾊ 34-11） 

 総合案内所 木造 74 平成 11年 1999年 

■野江町民体育館（野江字西内 22） 

 体育館 鉄骨造 894.76 平成 17年 2005年 

■ふれあいの宿遊遊ＮＡＳＡ（奥浦字鹿ヶ谷 58-3） 

 ふれあいの宿遊遊ＮＡＳＡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,842 平成 10年 1998年 

■ラムールＮＡＳＡ（奥浦字鹿ヶ谷 58-18） 

 ラムールＮＡＳＡ 木造 150 平成 14年 2002年 

■海部観光案内所（奥浦字一宇谷 23-3） 

 観光案内所 木造 96 平成 7年 1995年 

■宍喰温泉宿泊施設（ホテルリビエラししくい）（宍喰浦字松原 226-1） 

 温泉宿泊施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 4,703 平成 9年 1997年 

■海洋自然博物館（宍喰浦字竹ヶ島 28-20） 

 海洋自然博物館 鉄骨造 735 平成 7年 1995年 

■農村環境改善センター（宍喰浦字松原 226-1） 

 農村環境改善センター 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 997 昭和 54年 1979年 
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（５）産業系施設 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○施設の建て替え等が必要な場合には、他の施設との複合化を検討する。 

○利用者が多い施設は、経費の節減やより効率的、効果的な施設運営を前提と

しつつ、更新を基本方針とする。 

○耐用年数を迎える施設は、随時更新・統廃合等の検討を行う。 

 

内容 

又は 

現状 

○浅川漁村センターは、築 30 年以上を経過し、老朽化しているため、損傷箇所

があればその都度、修繕を行っている。また、浅川漁村センターは、災害時の

避難場所にも指定されている。 

 

 

 

  

久尾特産物加工施設 浅川出張所 

浅川漁村センター 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■林業振興センター（大里字上中須 130-1） 

 林業振興センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,273 昭和 52年 1977年 

■浅川漁村センター（浅川字川ﾖﾘ東 26-4） 

 漁村センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 680 昭和 60年 1985年 

■久尾特産物加工施設（久尾字久尾 77-6） 

 特産物加工施設 木造 84 平成 6年 1994年 

■森林管理センター（吉野字小松 9-5） 

 森林管理センター 木造 153 平成 12年 2000年 

■船津農林水産物加工施設（船津字宮前 16） 

 農林水産物加工施設 鉄骨造 44 平成 11年 1999年 

■村山農事センター（相川字村山 65-3） 

 農事センター 木造 155 昭和 36年 1960年 

■櫛川構造改善センター(平成館)（櫛川字片山 121-1） 

 構造改善センター 木造 121 平成 2年 1990年 

■中里農業構造改善センター（芥附字芥附 22） 

 農業構造改善センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200 昭和 48年 1973年 

■海陽町サテライト・コワーキングセンター（大里字北山下 4-1） 

 サテライトオフィス 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 377 平成 3年 1991年 
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（６）保健・福祉施設 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○今後も、大規模な修繕が必要になってきた際には、建物の耐用年数、維持管

理費・利用者の状況・介護保険制度でのデイサービスの位置づけ等を考慮しな

がら、施設の数を検討していく必要がある。その際、デイサービスセンターわ

しずみ荘、デイサービスセンターさつき荘は、今後、予想される南海トラフの

巨大地震の浸水エリアでもあり、場所についても考慮すべき点でもある。 

 

内容 

又は 

現状 

○海部文化センターは、海部老人ルームと距離およそ数百メートルしか離れて

いないため、建て替え・大規模修繕の際には、統合を検討する。 

○デイサービスセンターわしずみ荘、デイサービスセンターさつき荘は、いず

れも建築後 25 年以上経過しており、老朽化も進んでいる。 

○日常業務を行うための入浴機械、ボイラー、空調設備等は、故障が発生した

とき等、経過年数を考慮しながら、維持補修し、必要な時には更新を行ってい

る。 

○大雨の際の吹き込み、雨漏り、害虫被害等も、早い段階での補修で対応でき

るものもあるため、指定管理者と連携する。 

○両施設について、指定管理で運営しており、指定管理先と協議しながら、今

後も適切な維持管理に努める。 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■すだち寮（大里字馬谷 175） 

 寮 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 456 昭和 49年 1974年 

■デイサービスセンターさつき荘（大里字中須 84） 

 デイサービスセンター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 418 平成 2年 1990年 

■前田片山老人ルーム（多良字片山 4-1） 

 老人ルーム 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 118 昭和 49年 1974年 

■相川健康管理センター（相川字室津 12） 

 健康管理センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 285 昭和 58年 1983年 

■大内生活改善センター（相川字上大内 31） 

 生活改善センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 72 昭和 48年 1973年 

■海部老人ルーム（高園字松木谷 34） 

 老人ルーム 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 198 昭和 50年 1975年 

■海部老人福祉センター（奥浦字堤ﾉ外 25-1） 

 老人福祉センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 647 昭和 56年 1981年 

■鞆浦福祉会館（鞆浦字仲町 1-2） 

 福祉会館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 265 昭和 48年 1973年 

■デイ・サービスセンターわしずみ荘（宍喰浦字宍喰 383） 

 デイサービスセンター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 706 平成 3年 1991年 

■竹ヶ島生活改善センター（宍喰浦字竹ヶ島 12） 

 生活改善センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 198 昭和 57年 1982年 

■隣保館（大里字松原 34-102） 

 隣保館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 45 昭和 62年 1987年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■海部文化センター（高園字松木谷 54-2） 

 文化センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 196 昭和 56年 1981年 

■野江老人憩いの家（野江字小路 75-1） 

 老人憩いの家 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 353 昭和 61年 1986年 

 倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 106 昭和 61年 1986年 

■宍喰老人憩いの家（宍喰浦字宍喰 365） 

 集会所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 298 平成 3年 1991年 

 

  

海部老人福祉センター 相川健康管理センター 

野江老人憩いの家 竹ヶ島生活改善センター 
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（７）学校教育系施設 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○施設の建て替え等が必要な場合には、他の施設との複合化を検討する。 

 

内容 

又は 

現状 

○小学校、中学校は、平成 23 年 4 月に統合を実施したが、耐震補強工事を完了

しておらず、過疎化により年々生徒数が減少している。また、海陽中学校プー

ルは、現在使用できない状況であるが、防火水槽として活用している。 

○海南小学校プール（昭和 43 年開設）は、老朽化が進み、全面改修が必要な状

況である。 

○海南学校給食センター（昭和 48 年開設）及び海部学校給食センター（昭和 61

年開設）は、施設躯体及び調理器具等設備の老朽化が進んでおり、年々修繕費

等が増大してきている。また、両施設とも古い施設であるため、文科省が定め

る「衛生管理基準」を満たしておらず、現状、調理員の作業工程及び作業動線

等の工夫により、衛生管理の取組を行っている。そのため、両センターを統合

し、新たに海陽町海陽学校給食センターを建設する。今後の予定は、平成 28 年

度に新築工事設計、平成 29 年度に工事発注、平成 30 年夏から秋頃に開設予定

である。統合後、旧給食センターについては解体を行う。 

 

 

 

  

海陽中学校 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■海南小学校（四方原字旭町 50） 

 校舎_1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,369 昭和 54年 1979年 

 校舎_2 鉄骨造 217 平成 22年 2010年 

 特別教室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 659 昭和 53年 1978年 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 770 昭和 52年 1977年 

 倉庫 木造 59 平成 22年 2010年 

 プール専用附属室 鉄骨造 4 昭和 43年 1968年 

 プールトイレ 鉄骨造 11 昭和 46年 1971年 

 車庫 鉄骨造 73 昭和 40年 1965年 

■海部小学校（奥浦字堤ﾉ外 44） 

 普通教室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,099 昭和 57年 1982年 

 特別教室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 595 昭和 56年 1981年 

 体育館 鉄骨造 757 平成 5年 1993年 

 プール付属室 鉄骨造 26 昭和 45年 1970年 

 プール横倉庫 木造 15 平成 14年 2002年 

 給食配膳室 スレート造 21 昭和 61年 1986年 

 倉庫 木造 28 平成 21年 2009年 

 

 

  

海部小学校 海南小学校 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■宍喰小学校（久保字松本 88） 

 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,927 昭和 61年 1986年 

 多目的室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 143 昭和 63年 1988年 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 979 平成元年 1989年 

■海陽中学校（大里字松原 34-83） 

 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,620 昭和 54年 1979年 

 特別教室棟 鉄骨造 225 昭和 44年 1969年 

 特別教室棟(増築) 木造 424 平成 23年 2011年 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,616 平成 2年 1990年 

 体育倉庫 鉄骨造 68 平成 7年 1995年 

 体育部室 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 132 昭和 54年 1979年 

 クラブハウス 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 184 平成 2年 1990年 

 エレベーター 鉄骨造 30 平成 11年 1999年 

 プール更衣室 木造 24 平成 8年 1996年 

 プール付属室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 9 昭和 41年 1966年 

 自転車置き場 鉄骨造 333 昭和 52年 1977年 

■宍喰中学校（久保字北田 5） 

 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,911 昭和 49年 1974年 

 管理棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 576 昭和 56年 1981年 

 技術棟 鉄骨造 162 昭和 48年 1973年 

 渡り廊下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 108 昭和 56年 1981年 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 951 昭和 51年 1976年 

 体育倉庫棟 4-1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 35 昭和 53年 1978年 

 体育倉庫棟 4-2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 16 昭和 54年 1979年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■海南学校給食センター（四方原字旭町 50） 

 給食センター 鉄骨造 235 昭和 48年 1973年 

■海部学校給食センター（野江字西内 22） 

 給食センター 鉄骨造 208 昭和 61年 1986年 

■宍喰学校給食センター（宍喰浦字宍喰 362） 

 給食センター 鉄骨造 438 平成 17年 2005年 

 給食車車庫 鉄骨造 42 平成 17年 2005年 

■スクールバス車庫（四方原字杉谷 73） 

 車庫 鉄骨造 200 平成 13年 2001年 

■町民グランド体育倉庫（大里字松原 34-83） 

 体育倉庫 木造 7 平成 5年 1993年 

 

 

  

宍喰中学校 宍喰小学校 
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（８）子育て支援施設 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○安全で快適な子育て環境を、継続的に提供するため、維持管理等を徹底する。 

○多様化するニーズに対応し、地域の実情を見据えながら、適正な管理運営を

実施する。 

 

内容 

又は 

現状 

○海部西保育所は、平成 8 年に建設された建物であり、現時点で大規模な修繕

の計画はされていないが、軽微な修繕は必要に応じ実施しており、平成 28 年度

に雨漏り等の修繕を実施し、光熱水費等の諸経費、運営については、町の一般

財源で行われている。 

○統廃合等については、平成 28 年度時点で旧町単位である 3 地区に公営の保育

所が設置されており、現時点で統廃合の計画はない。 

○宍喰保育所は、昭和 63 年に建設された建物（平成 13 年一部増築）であり、

老朽化が進み、現時点で屋根の修繕工事が必要である。軽微な修繕については、

必要に応じ実施しており、平成 27 年度には排煙窓等の修繕を実施している。 

 

 

  

海陽町立海南幼保統合施設 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年度  

（西暦） 

■海南子ども館（旧海南幼稚園）（大里字飯持 56-1） 

 園舎 鉄骨造 361 昭和 52年 1977年 

 園舎 鉄骨造 69 平成 13年 2001年 

 倉庫 鉄骨造 12 平成 3年 1991年 

■海陽町立海南幼保統合施設（四方原字広谷 18） 

 
幼稚園棟・保育所棟 木造 1,803 平成 21年 2009年 

幼稚園屋外倉庫 木造 26 平成 21年 2009年 

 保育所屋外倉庫 木造 20 平成 21年 2009年 

■海部西保育所（芝字岸ﾉ上 1） 

 保育所 木造 404 平成 8年 1996年 

■宍喰保育所（宍喰浦字宍喰 385） 

 保育所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 540 昭和 63年 1988年 

 増築分 木造 46 平成 13年 2001年 

■宍喰ドリーム館（宍喰浦字宍喰 390-1） 

 宍喰ドリーム館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 311 昭和 55年 1980年 

 

 

  

海部西保育所 
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（９）公営住宅 

方針 

○既存の個別施設計画である、公営住宅等長寿命化計画（平成 25 年度策定、計

画期間は 10 年間）にて検討している内容を、引き続き取り組む。 

○建て替え、用途廃止候補住棟を含む複数の団地が、比較的近接している場合、

事業を進める上での連携など、周辺地域における効率的な事業実施への寄与の

可能性を検討する。 

 

内容 

又は 

現状 

○本町では、163 戸の公営住宅等（公営住宅 107 戸、更新住宅 54 戸、改良住宅

2 戸）を管理しているが、公営住宅の多くは、既に耐用年数を経過している、も

しくは耐用年数の 1/2 を経過する住戸となっている。 

○現在の管理状況は、大規模な修繕が必要な場合は町で対応する必要があるが、

施設数が多い上に毎年度の予算も限られているため、すべての要望に即座に対

応できていない状態であり、要望のあったところから緊急性等で判断し、優先

順位をつけ対応している状況である。今後、老朽化した施設の建て替え・改修

等が課題となっている。 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■松原団地（大里字松原 32-25） 

 公営住宅（12戸） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 816 昭和 60年 1985年 

■松原東部団地（大里字松原 34-102） 

 公営住宅（4 戸） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 278 昭和 53年 1978年 

■多良団地（多良字片山 1） 

 公営住宅（12戸） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 686 昭和 51年 1976年 

■粟浦団地（浅川字粟浦口 79-5） 

 公営住宅（4 戸） 木造 252 昭和 61年 1986年 

 公営住宅（8 戸） 木造 382 昭和 61年 1986年 

■一宇谷団地（奥浦字一宇谷 25-3） 

 公営住宅（1号棟）（8戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 401 昭和 45年 1970年 

 公営住宅（2号棟）（10戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 324 昭和 44年 1969年 

■松原団地（大里字松原 34-5） 

 更新住宅（6 戸） 木造 491 平成 13年 2001年 

 更新住宅（8 戸） 木造 655 平成 14年 2002年 

 更新住宅（2 戸） 木造 164 平成 16年 2004年 

■小集落改良住宅（大里字上中須 118-1） 

 改良住宅（2 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 196 昭和 48年 1973年 

■前田片山第 1 団地（大里字上中須 80） 

 更新住宅（2 戸） 木造 164 平成 15年 2003年 

 更新住宅（2 戸） 木造 165 平成 15年 2003年 

■前田片山第 2 団地（多良字高橋 24-1） 

 更新住宅（4 戸） 木造 328 平成 16年 2004年 

■奥浦団地（奥浦字町内 191-19） 

 公営住宅（9 戸） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 668 昭和 58年 1983年 

 

  



海陽町 公共施設等総合管理計画   

- 57 - 

 

 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■松木谷団地（高園字松木谷 45） 

 更新住宅（8 戸） 木造 622 平成 17年 2005年 

■折戸団地（高園字折戸 29-1） 

 更新住宅（14戸） 木造 1,110 平成 16年 2004年 

■中川原団地（高園字中川原 12-1） 

 更新住宅（8 戸） 木造 640 平成 17年 2005年 

■雇作団地（高園字雇作 1） 

 公営住宅（6 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 402 昭和 60年 1985年 

■高園第 2団地（高園字松木谷 158-8） 

 公営住宅（6 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 377 昭和 57年 1982年 

 公営住宅（4 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 247 昭和 56年 1981年 

■高園団地（高園字松木谷 20-1・46・49-1） 

 公営住宅（4 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 264 昭和 53年 1978年 

 公営住宅（4 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 245 昭和 54年 1979年 

 公営住宅（2 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 123 昭和 54年 1979年 

 公営住宅（2 戸） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 133 昭和 62年 1987年 

■正梶団地（宍喰浦字正梶 188-2） 

 公営住宅（12戸） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 709 昭和 51年 1976年 
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（１０）公園 

方針 

○原則すべての施設において、適切な維持管理による更新を基本方針とする。 

○利用率の低い公衆用トイレや休憩所などの施設は、運営方法の改善や老朽化

が進んできた時点で、廃止等の検討を行う。 

○施設の建て替え等が必要な場合には、他の施設との複合化を検討する。 

○利用者が多い施設は、経費の節減やより効率的、効果的な施設運営を前提と

しつつ、更新を基本方針とする。 

○耐用年数を迎える施設は、随時更新・統廃合等の検討を行う。 

○小規模な施設でコミュニティーセンター的に利用している施設は、地元住民

との協働・連携による維持管理を進める。 

 

内容 

又は 

現状 

○蛇王運動公園及び漁火の森公園については、指定管理者制度を活用し、運営

を委託しており、維持管理（光熱水費、小修繕、施設管理等）を行うこととな

っているが、大規模な修繕が必要な場合は、町で対応している。 

○ただし、毎年度の予算も限られているため、すべての要望に即座に対応でき

ておらず、要望のあったところから、緊急性等で判断し優先順位をつけながら

対応している。今後、老朽化した施設の建て替え・大規模改修が課題となって

くる。 

 

 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■蛇王運動公園（浅川字西福良 43） 

 野球場屋内投球練習場 鉄骨造 260 平成 22年 2010年 

■西福良休憩所（浅川字西福良 43） 

 休憩所 木造 53 平成 12年 2000年 

■西福良休憩所（浅川字西福良 43） 

 ピクニック公園管理棟 鉄骨造 250 昭和 59年 1984年 

 
ピクニック公園便所(身体

障害者用) 
木造 20 昭和 59年 1984年 

 ピクニック公園集会室 木造 24 昭和 59年 1984年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■西福良休憩所（浅川字西福良 43） 

 
ピクニック公園シャワー

ルーム 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 5 昭和 59年 1984年 

 ピクニック公園便所 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24 昭和 59年 1984年 

 ピクニック公園便所 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 20 昭和 59年 1984年 

■ノドロ休憩所（浅川字ﾉﾄﾞﾛ 42-7） 

 休憩所 木造 106 平成 12年 2000年 

■轟山村広場休憩所（平井字王余魚谷 22-9） 

 休憩所 木造 113 平成 8年 1996年 

■三筒休憩所（神野字三筒 21-3） 

 休憩所 木造 47 平成 12年 2000年 

■清流の駅休憩所（神野）（神野字七川 44-1） 

 休憩所(神野) 木造 82 平成 11年 1999年 

■イベント広場公衆便所（久保字松本 34-2） 

 公衆便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24 平成 16年 2004年 

■ふれあい水辺公園公衆便所（久保字板取 221） 

 公衆便所 木造 11 平成 11年 1999年 

■漁火の森公園（奥浦字鹿ヶ谷 58-3） 

 資材倉庫棟 木造 52 平成 10年 1998年 

 便所棟 木造 40 平成 10年 1998年 

 炊事棟 木造 20 平成 10年 1998年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■宍喰浦雨水排水施設（宍喰浦字宍喰 31-1） 

 雨水排水施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 23 平成 18年 2006年 

■松本排水機場（宍喰浦字三反田 11-3） 

 排水機場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 62 平成 6年 1994年 

■馳馬排水機場（宍喰浦字中角 4-4） 

 排水機場 鉄骨造 48 平成 10年 1998年 

■日比原排水機場（日比原字日比原 27-12） 

 排水機場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 22 平成 10年 1998年 

 

 

  

（１１）供給処理施設 

方針 
○長寿命化等を適切に実施し、ライフサイクルコストの削減に努める。 

 

内容 

又は 

現状 

○宍喰浦雨水排水施設、松本排水機場、馳馬排水機場、日比原排水機場の管理

は、町で維持管理（光熱水費、修繕、施設管理等）を行っている。また、専門

業者への委託による点検は、年 2 回実施している。 

○松本排水機場は、平成 27 年に水中ポンプオーバーホール更新、除塵機設備の

更新工事を行っている。 

○馳馬排水機場は、平成 27 年に水平ベルトコンベアの更新工事を行っている。 

○松本排水機場は、平成28年度にゲート及び配電盤の更新工事を予定している。 
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（１２）病院施設 

方針 

○定期的に劣化状況、外的負荷（気候天候、使用特性等）による性能低下状況

及び管理状況を把握するとともに、評価を行い、施設における保全の優先度を

判断する。 

○対象施設において、点検･診断を実施することによって、修繕等の必要な対策

を適切な時期に、着実かつ効率的･効果的に実施している。また、施設メンテナ

ンスを行うことにより、予防保全にも努める。 

 

内容 

又は 

現状 

○海南病院は、地域住民の健康を守る医療施設として平成 15 年度に新築移転。

新耐震の耐震性能基準もクリアしている。経年、外的負荷（気候天候、使用特

性等）による一部モルタル等の劣化及び損傷もあるが、建物等に係る不具合等

の状況は現在のところない。将来、大規模な修繕が必要な場合は、各種事業等

にて対応する。 

○海南病院災害備蓄倉庫、海南病院医師公舎（1･2･3 号棟）は、建物等に係る不

具合等の状況は現在のところない。 

 

 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■海南病院（四方原字広谷 16-1） 

 病院 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3,366 平成 15年 2003年 

 災害備蓄倉庫 木造 45 平成 19年 2007年 

■海南病院医師公舎（大里中小路 54-6） 

 医師住宅 1号棟(東側) 木造 123.88 平成 18年 2006年 

 医師住宅 2号棟 木造 123.88 平成 18年 2006年 

 医師住宅 3号棟 木造 123.88 平成 18年 2006年 

■宍喰診療所（宍喰浦字松原 142） 

 診療所 木造 308 平成 6年 1994年 

■宍喰診療所医師住宅（宍喰浦字松原 182） 

 住宅 木造 88 昭和 61年 1986年 
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（１３）その他 

方針 

○施設状況を的確に把握し、管理するために、定期点検を行って予防保全的な

維持管理を実施する。 

○施設の点検、診断を行い、状況を把握し、調査結果等を管理データとして整

備し、継続的な維持管理に努める。 

○大規模災害に備えて、耐震化等を行い、非常時に稼働できる体制を整える必

要がある。 

○旧学校施設等については、第一に利活用の検討を行う。 

○損傷等が発生した後に修繕等を行う「事後保全型」から、計画的に点検整備

等を行う「予防保全型」へと転換し、計画的に保全を図る。 

 

内容 

又は 

現状 

○那佐斎場、宍喰斎場ともに、建築後 30 年以上が経過しており、老朽化してき

ている。施設状況を的確に把握し、管理するために、定期点検を行って予防保

全的な維持管理を実施する。 

○分別収集車車庫は、すべての車両が入らないため、車庫外に駐車している状

況にあり、車両を長期的かつ安全に使用するためにも、車庫の増設・新設が必

要である。 

○現在の旧学校施設の多くは、高度経済成長期に集中的に整備され、その多く

の施設が老朽化している状態である。今後、適切に維持管理していくとしても、

多額の修繕費が必要である。そのため、施設の現状を把握し、必要な修繕等を

実施し、安全に利活用ができる環境を整備する。 

○ただし、老朽化が著しく、安全面に支障をきたす恐れがある施設については、

速やかに取り壊し等の対応を行う。 

○宍喰水防倉庫は、設置場所も含め新設を検討する。 

○旧海部東保育所については、雨漏り等、老朽化が著しいため解体を行う。 

 

 

  

川上水防倉庫 旧川上小学校 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■旧角坂小学校（角坂字天神後 3-23） 

 小学校(RC) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 476 昭和 44年 1969年 

 倉庫 鉄骨造 247 不明 不明 

■旧小川小学校（小川字小川 45） 

 小学校 木造 903 昭和 12年 1937年 

■旧小川保育所（小川字小川 64-8） 

 保育所 木造 226 昭和 38年 1962年 

■旧川上出張所（神野字高尾 46-1） 

 出張所 鉄骨造 56 昭和 50年 1975年 

■旧川上小学校（神野字高尾 54） 

 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,732 昭和 50年 1975年 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 702 昭和 51年 1976年 

 プール付属室 不明 22 昭和 50年 1975年 

 プロパン庫 不明 5 昭和 50年 1975年 

 倉庫_1 不明 19 昭和 50年 1975年 

 倉庫_2 不明 14 昭和 52年 1977年 

 トイレ 不明 3 不明 不明 

■旧川上小学校教員住宅（神野字神野前下 79） 

 教員住宅_1 鉄骨造 60 昭和 49年 1974年 

 教員住宅_2 木造 41 昭和 51年 1976年 

 教員住宅_3 木造 41 昭和 51年 1976年 

 教員住宅_4 木造 41 昭和 51年 1976年 

 教員住宅_5 木造 41 昭和 51年 1976年 

 教員住宅_6 木造 41 昭和 54年 1979年 

 教員住宅_7 木造 41 昭和 54年 1979年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■旧第 3 公民館（神野字高尾 46-1） 

 公民館 鉄骨造 193 昭和 50年 1975年 

■川上水防納庫（神野字猪谷 45-1） 

 水防納庫 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 60 不明 不明 

■旧浅川保育所（浅川字ｲﾅ 12-1） 

 保育所 木造 408 昭和 29年 1953年 

■観音庵備蓄倉庫（浅川字ｲﾅ 47-1） 

 倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 96 平成 8年 1996年 

■御崎備蓄倉庫（浅川字川ﾖﾘ西 168） 

 倉庫 軽量鉄骨造 19 平成 10年 1998年 

■防災対策施設（浅川字西福良 43） 

 防災対策施設 木造 121 平成 24年 2012年 

■旧浅川小学校（浅川字ｶﾐﾉ 41-3） 

 
校舎_1 不明 17 昭和 46年 1971年 

校舎_2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 405 昭和 54年 1979年 

 校舎_3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,400 昭和 57年 1982年 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 756 昭和 52年 1977年 

 更衣室 木造 24 平成 4年 1992年 

 倉庫_1 不明 8 昭和 57年 1982年 

 倉庫_2 木造 32 平成 4年 1992年 

 プロパン庫 不明 3 昭和 54年 1979年 

■旧浅川幼稚園（浅川字仏ﾉ尾 10-1） 

 幼稚園 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 407 昭和 51年 1976年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■ごみ収集車車庫（浅川字中川） 

 車庫 鉄骨造 236 平成 15年 2003年 

■町営バス倉庫（大里字松ﾉ本 6-1） 

 倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 190 不明 不明 

■川東水防倉庫（四方原字杉谷 73） 

 倉庫 木造 31.5 平成 24年 2012年 

■旧海部東保育所（奥浦字堤ノ外 45） 

 保育所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 399 昭和 52年 1977年 

■奥浦水防倉庫（奥浦字町内） 

 水防倉庫 木造 58 平成 15年 2003年 

■商業用駐車場（奥浦字新町 93-1） 

 駐車場 鉄骨造 535 平成 15年 2003年 

■旧海部中学校（奥浦字堤ﾉ外 32） 

 校舎_1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,041 昭和 50年 1975年 

 校舎_2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,165 昭和 52年 1977年 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,227 昭和 53年 1978年 

 技術室・機械室 鉄骨造 160 昭和 54年 1979年 

 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21 昭和 54年 1979年 

 倉庫・物置 木造 16 昭和 31年 1956年 

■那佐斎場（鞆浦字那佐 41-7） 

 斎場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 148 昭和 61年 1986年 

■農機具倉庫（松木谷）（高園字松木谷 46） 

 倉庫 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 32 昭和 52年 1977年 

■農機具倉庫（母川小橋）（高園字松木谷 158-10） 

 倉庫 鉄骨造 50 昭和 58年 1983年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■宍喰斎場（久保字板取 243-144） 

 斎場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 108 昭和 58年 1983年 

■分別収集車車庫（宍喰浦字正梶 10-1、11-1） 

 車庫 鉄骨造 213 平成 10年 1998年 

■分別収集用車庫兼事務所（宍喰浦字正梶 10-1、11-1） 

 事務所 鉄骨造 33 平成 10年 1998年 

■宍喰水防倉庫（久保字松本 8-6） 

 水防倉庫 木造 50 不明 不明 

 

 

  

旧海部中学校 旧海部東保育所 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■杭ノ瀬小学校（船津字北路 99-1） 

 小学校 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 408 昭和 50年 1975年 

 講堂 鉄骨造 160 昭和 43年 1968年 

 渡り廊下_1 鉄骨造 45 昭和 50年 1975年 

 渡り廊下_2 鉄骨造 25 昭和 51年 1976年 

 倉庫_1 不明 27 昭和 51年 1976年 

 倉庫_2 不明 31 昭和 51年 1976年 

■海部教員住宅（野江字南ﾉ前 49-1） 

 教員住宅 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 180 昭和 54年 1979年 

■宍喰教員住宅（船津字北路 99-1） 

 教員住宅_1 木造 50 昭和 52年 1977年 

 教員住宅_2 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50 昭和 52年 1977年 

■竹ヶ島公衆便所（宍喰浦字竹ヶ島 28-10） 

 公衆便所 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21 平成元年 1989年 

■竹ヶ島裏公衆便所（宍喰浦字竹ヶ島 25） 

 公衆便所 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 20 平成 5年 1993年 

■竹ヶ島分校（宍喰浦字竹ヶ島 3） 

 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 229 昭和 50年 1975年 

■セミナーハウス（久保字北田 31-1） 

 セミナーハウス 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 574.51 昭和 63年 1988年 

 

 

  

竹ヶ島分校 杭ノ瀬小学校 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■津波避難タワー（浅川字大田） 

 浅川地区津波避難タワー 鉄骨造 35 平成 22年 2010年 

■津波避難タワー（宍喰浦字宍喰 49） 

 宍喰地区津波避難タワー 鉄骨造 100 平成 21年 2009年 

■津波避難タワー（宍喰浦字宍喰 228-1） 

 宍喰地区津波避難タワー 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 240 平成 27年 2015年 

■山下津波避難所（鞆浦字山下 3-8） 

 山下津波避難所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 670 平成 14年 2002年 

 

 

  

宍喰地区津波避難タワー 

（宍喰浦字宍喰 49） 

宍喰地区津波避難タワー 

（宍喰浦字宍喰 228-1） 

浅川地区津波避難タワー 
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第２節 土木系公共施設 

 

（１）道路 

 

図表 5-13：道路の状況 

区分 種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道 

路 

町道 270,124 1,212,238 

農道 49,067 162,607 

林道 173,369 640,852 

 

 

（２）橋りょう 

 

図表 5-14：橋りょうの状況 

区分 種別 道路部面積（㎡） 

橋
り
ょ
う 

PC橋 5,077 

鋼橋 16,405 

その他 31 

合計 21,513 

 

 道路及び橋りょうに関する基本的な方針については、維持管理等に要する費用の削減を

図るため、道路パトロールを強化し、修繕が必要な箇所の早期発見・補修等を実施し、適

切な長寿命化を行うことにより、今後必要となる更新費用の縮減を進める。また、橋りょ

うについては、個別に策定している橋梁長寿命化計画に基づき、道路と同様に更新費用の

縮減を行う。  
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第３節 企業会計公共施設 

 

（１）上水道・簡易水道 

 

図表 5-15：上水道施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■上水鯖瀬中継ポンプ室（浅川字大砂 3-39） 

 中継ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21 平成 8年 1996年 

■上水浅川中継ポンプ室（浅川字ノドロ 42-41） 

 中継ポンプ室 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 9 昭和 52年 1977年 

■上水道ポンプ室（吉野字前川原 50-3、53-3、56-3） 

 上水道ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 73 昭和 54年 1979年 

■浅川配水施設・計器室及び管理室（浅川字ノドロ） 

 配水施設・計器室及び管理室 不明 8.64 昭和 51年 1976年 

■鯖瀬施設電気室（浅川字大砂 3-39） 

 施設電気室 不明 21 平成 8年 1996年 

■上水浅川倉庫（浅川字中川 33） 

 倉庫 鉄骨ｽﾚｰﾄ 72 平成 15年 2003年 

■送水及浄水用ポンプ室及び滅菌室（久保字松本 130-3） 

 ポンプ室及び滅菌室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 32.38 昭和 40年 1965年 

■発電機室（久保字松本） 

 発電機室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 20 昭和 54年 1979年 

■上水板取中継ポンプ室（久保字松本） 

 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 10 平成 7年 1995年 

■ポンプ場建家（吉野） 

 ポンプ場建家 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 73.50 昭和 54年 1979年 

 

  



海陽町 公共施設等総合管理計画   

- 71 - 

 

 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■資材格納倉庫（吉野） 

 倉庫 鉄骨ｽﾚｰﾄ 24 昭和 55年 1980年 

■便所（吉野） 

 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 不明 昭和 61年 1986年 

■上水古目中継ポンプ室（宍喰浦字正梶 188-48） 

 中継所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 13.50 昭和 62年 1987年 

■中里（旧角坂）簡易ポンプ室（角坂字田古 10-6）中里簡易水道事業特別会計 

 簡易ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 15.93 平成 15年 2003年 

■樫ノ瀬、桑原簡易水道ポンプ室（小川字西桑原 9-3）川上簡易水道事業特別会計 

 簡易水道ポンプ室 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 14 昭和 54年 1979年 

■神野簡易水道ポンプ室（小川字西桑原 9-3）川上簡易水道事業特別会計 

 簡易水道ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 15 昭和 45年 1970年 

■水道管理室（奥浦字新町 39）海部簡易水道事業特別会計 

 機械室(棟) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30 不明 不明 

■水道管理室（奥浦字新町 39）海部簡易水道事業特別会計 

 倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 9 不明 不明 

■海部簡易水道ポンプ室（高園字大山白 55-2）海部簡易水道事業特別会計 

 簡易水道ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 37 昭和 31年 1956年 

■海部簡易水道水源地倉庫（1）（高園字大山白 55-2）海部簡易水道事業特別会計 

 簡易水道水源地倉庫 木造 50 平成 20年 2008年 

■海部簡易水道水源地倉庫（2）（高園字大山白 55-2）海部簡易水道事業特別会計 

 簡易水道水源地倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 38.25 平成 20年 2008年 

■櫛川中山簡易水道ポンプ室（中山字中山口 2-6）川西簡易水道事業特別会計 

 簡易水道ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 16 平成 6年 1994年 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■川西簡易水道ポンプ室（高園字導善寺 49-1）川西簡易水道事業特別会計 

 簡易水道ポンプ室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 20 平成 13年 2001年 

■大井簡易水道ポンプ室（大井字東前 36）川西簡易水道事業特別会計 

 簡易水道ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.70 平成 9年 1997年 

■姫能山簡易給水施設（大井） 

 簡易給水施設 不明 17 不明 不明 

 

 

  

水源地ポンプ室 
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 図表 5-16：上水道 管径別延長一覧表 

管種 口径 延長(m) 

送水管 

150mm 以下 0 

151mm～400mm 3,522 

400mm 以上 0 

配水管 

150mm 以下 74,959 

151mm～400mm 8,155 

400mm 以上 0 

合計 86,636 

 

 

図表 5-17：簡易水道 延長一覧表 

管種 延長(m) 

送水管 4,446 

配水管 36,629 

合計 41,075 
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（２）下水道 

 

図表 5-18：下水道施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

（㎡） 

建築年  

（和暦） 

建築年  

（西暦） 

■浅川浄化センター（浅川字太田 60-1）浅川公共下水道事業特別会計 

 浄化センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 380.19 平成 12年 2000年 

■海部浄化センター（鞆浦字山下 16）海部公共下水道事業特別会計 

 浄化センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 401.20 平成 20年 2008年 

■神野農業集落排水機場（神野字七川 44-1）神野農業集落排水事業特別会計 

 農業集落排水機場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 176 平成 11年 1999年 

■大井農業集落排水機場（大井字岩谷 17）川西農業集落排水事業特別会計 

 農業集落排水機場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 125 平成 9年 1997年 

■川西農業集落排水機場（野江字南前 136、138、146）川西農業集落排水事業特別会計 

 農業集落排水機場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 308 平成 13年 2001年 

■日比原農業集落排水施設（宍喰浦字中角 106、107）日比原農業集落排水事業特別会計 

 農業集落排水施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 118 平成 8年 1996年 

■宍喰浄化センター（宍喰浦字古目 50-1）宍喰公共下水道事業特別会計 

 浄化センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 605 平成 21年 2009年 

■漁業集落排水処理施設（竹ヶ島）（宍喰浦字竹ヶ島 33-3）漁業集落排水事業特別会計 

 排水施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 362 平成 14年 2002年 

 

 

  

神野農業集落排水機場 浅川浄化センター 
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 図表 5-19：下水道 延長一覧表 

管径（m） 

公共下水道 28,461 

農業集落排水 17,773 

漁業集落排水 1,553 

合計 47,787 

 

 水道施設に関する基本的な方針については、健全な経営を継続的に行うことを最優先と

し、今後、人口減少の進行や周辺環境の変化、また、本町の財政状況により、支出負担の

制限等の可能性が考えられることから、長寿命化等を実施し、効率的で安定的な取組再編

を実施する。 

 

 

  

川西農業集落排水機場 大井農業集落排水機場 
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第６章 おわりに 

 

第１節 本計画のまとめ 

  

本計画にて、本町全体の公共施設等に係る将来の更新費用や投資的経費が明らかになり、

将来の施設運営及び財政運営を行う上での課題が浮かんできた。この課題に対して、全庁

的に本計画にて取り決めた基本方針等を適切に実施していく必要がある。そのためには、

職員一人一人が、公共施設等をマネジメントするという意義を深く理解し、常日頃から公

共施設等の状況を把握し、老朽化等による不具合・故障等を、早期発見・改修等の対応を

行う必要がある。公共施設等のマネジメントを適切に実行に移し、コストの削減や自主財

源の確保、積極的な施設の利活用等を実施していく必要がある。 

 建物系公共施設については、老朽化が進んでいる施設や未使用の施設、また、類似施設

が多く存在する。今後、施設の利用者予測や設置状況の分析等を取り入れ、機能集約や統

廃合を、適切に取り組んでいく必要がある。 

 土木系公共施設及び企業会計施設については、予防保全的な修繕対策の実施へと転換を

図り、安全性の向上はもとより、コストの削減についても図っていく必要がある。また、

将来の利用者を予測し、整備事業を効率的に行い、住民及び利用者が安心して使用できる

よう、計画的に事業を進める必要がある。 

 

 

第２節 今後の課題 

 

 本計画において、公共施設等を総合的に検討することができた。今後は、各施設又は施

設類型ごとの具体的な事業の検討及び方針の決定、事業の実施を取りまとめた実行計画と

なる個別施設計画を策定する必要がある。これについては、各施設の関係各位と協議の上、

実施していく。 
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公共施設等総合管理計画 記載内容確認リスト 

項目 

番号 
項目 

確認欄 

（○） 

該当箇所 

（ページ） 

【必須項目】 

1 公共施設等全体を対象として計画を策定している。 ○ 第 3章第 1節（10P） 

2 計画期間が 10年以上となっている。 ○ 第 1章第 3節（4P） 

3 
総人口や年代別人口についての今後の見通しについて

記載がある。 
○ 第 2章第 1節（5P） 

4 
全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策につい

て記載がある。 
○ 第 4章第 2節（29P） 

5 
公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的

な考え方について記載がある。 
○ 第 4章第 1節（25P） 

【その他】 

6 
公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な

経費の見込みについて記載がある。 
○ 第 3章第 5節（24P） 

7 
公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る経費に充当

可能な財源の見込み等について記載がある。 
○ 第 3章第 5節（24P） 

8 
公共施設等の数・延床面積等に関する目標やトータルコ

ストの縮減・平準化等について数値目標の記載がある。 
  

9 フォローアップの方針について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（29P） 

10 
施設類型ごとの管理に関する基本的な方針について記

載がある。 
○ 第 5章第 1節（30P） 

11 行政サービス水準等の検討について記載がある。   

12 議会への報告を行った上で策定している。   

13 住民と情報共有を行った上で策定している。   

14 PPP/PFIの活用の検討について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（28P） 

15 
隣接する市区町村との連携等広域的視野をもった検討

について記載がある。 
○ 第 4章第 2節（29P） 

16 点検・診断等の実施方針について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（26P） 

17 維持管理・修繕・更新等の実施方針について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（26P） 

18 安全確保の実施方針について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（27P） 

19 耐震化の実施方針について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（27P） 

20 長寿命化の実施方針について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（27P） 

21 統合や廃止の推進方針について記載がある。 ○ 第 4章第 2節（28P） 

22 
総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築

方針について記載がある。 
○ 第 4章第 2節（29P） 
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