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第１章 計画の策定（改訂）に当たって 
第１節 計画の目的 

岩手町は、昭和30（1955）年７月に沼宮内町、御堂村、一方井村、川口村
の１町３村が合併して誕生しました。本町は盛岡市の北部に隣接し、町の面
積の約76％が山林・原野となっており、豊かな自然に囲まれています。町に
は東北新幹線とIGRいわて銀河鉄道の駅があり、さらに東北自動車道滝沢IC
と西根ICにも近いことから、鉄道・自動車の高速交通網の利便性の高い地域
となっています。 
これまで、本町では「道の駅 石神の丘」や「スポーツ文化センター 森

のアリーナ」など、多くの公共施設の整備が行われてきました。公共施設の
機能としては、子育て支援、高齢者福祉、産業振興や文化・スポーツなど、
多岐にわたっており、施設の機能に応じた利用がなされています。町民の生
活の質向上に対し、公共施設が果たす役割は非常に大きいと考えられます。 
しかし、道路・橋梁、水道・下水道など、生活に必須となるインフラ資産

を含めた公共施設（以下「公共施設等」という。）のうち39.2％が既に建築・
整備後30年を経過しており、老朽化が着実に進行しています。こうした公共
施設等は大規模改修（耐震改修）や建て替えを定期的に実施しなければ、安
心して利用することができなくなる可能性があります。災害時に避難所とし
て指定されている施設は、定期的な点検を実施し、非常時においても安心し
て利用できるような施設にしなくてはなりません。 
一方で人口減少の進行により、将来的な税収の減少が見込まれます。同様

に、地方交付税や各種補助金の減少が見込まれることから、すべての施設を
維持・更新していくことは非常に困難と言えます。また、人口減少は施設利
用者の減少を招きます。そのため、施設を利用した活気ある地域づくりや町
民主体のまちづくりを支援することが、徐々に困難になっていくことが予想
されます。 
このような課題は、本町に限らず他の自治体においてもみられています。

国においては、インフラ長寿命化計画を策定するとともに、地方に対しても
公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針を示すなど、公共施設等に
求められる安全性・機能を今後も確保していくための支援を実施するとして
います。 
本町における公共施設等の全体を把握し、長期的な視点に基づいて更新・

統廃合・長寿命化を計画的に実施することにより、財政負担の軽減・平準化
を目指すとともに、引き続き公共施設等の最適な配置を実現することを目指
し、「岩手町公共施設等総合管理計画」を策定（改訂）します。 
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第２節 計画の位置づけ 
国においては、急速に進行するインフラの老朽化対策として、2013年11月

にインフラ長寿命化基本計画を策定しています。これを受けて、2014年４月
の総務大臣通知では、地方公共団体に対し、速やかに公共施設等総合管理計
画を策定するよう要請しています。こうした国の動向を踏まえ、本町におけ
る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として、本計
画を位置づけることとします。 

図表 インフラ長寿命化計画の体系イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３節 対象とする施設、インフラ資産 
本町には、小中学校をはじめとする学校教育施設やゆはず交流館などの文

化施設、公営住宅やスポーツ施設、公民館など、町民に広く利用されている
公共施設が多くあります。その他町民が快適な生活を送るためのインフラと
して、道路や橋梁、水道及び下水道を整備しています。 
本計画では、町が所有する建物に加え、道路、橋梁、水道及び下水道など

の公共インフラすべてを対象とすることを原則とします。なお、一部の構造
物（野球場、電光掲示板など）については、本計画内のグラフでは対象外と
しています。なお、改修経費の見込み等については、その推計条件等の違い
から、各施設所管課で策定している個別の管理計画と一致しない場合があり
ます。 

 

第４節 計画期間 
計画期間は、10年間（平成29（2017）年度～令和８（2026）年度）としま

す。また、状況に応じて随時見直しを行うこととします。 

インフラ長寿命化計画 

学校 道路 河川 … 

各省庁による策定 岩手町公共施設等総合管理計画 

（個別施設計画） 

 

（個別施設計画） 

  

（行動計画） 

  

学校 道路 河川 … 

（行動計画） 

  

（基本計画） 

本町が策定する計画 
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第２章 本町の公共施設等の現状 
第１節 公共施設・インフラ資産の現状 
（１）公共施設 

2020年度時点で、本町が所有する公共施設の総延床面積は105,954.86㎡と
なっています（水道施設及び下水道施設、構造物を除く）。町民一人当たり
の延床面積は約7.74㎡と計算されます。これは全国平均の3.22㎡と比べると約
2.4倍となっています。人口１万人以上３万人未満の自治体に限って見ても、
一人当たりの延床面積の平均は5.24㎡であることから、全国的に見ても、本
町の公共施設の整備量は比較的多いと言えます。 
また、旧耐震基準下において整備された公共施設の延床面積は44,948.90㎡

で、本町が抱える公共施設の42.4％を占めています。これらの施設を今後も
利用する場合は、耐震診断を行い、基準を満たさないものは耐震工事を実施
する必要があります。 
建築用途別では、「学校教育系施設」が46.3％で最も多く、次いで「町民文

化系施設」が18.9％となっています。 

図表 建物面積の内訳（公共施設） 
単位：％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 
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保健・福祉施設
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9.5
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0.1

供給処理施設
0.9

その他
4.9
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公共施設の整備延床面積を年度別に見ると、大きなピークがあることがわ
かります。1977年度から1980年度にかけて、学校教育系施設や公営住宅など、
多くの施設整備を行っています。この時期に建設された施設は耐震基準が変
更される前のものであり、今後施設の存続も含め、大規模改修や建て替えを
早急に検討していく必要があります。なお、旧耐震基準に基づいて建築され
たものは、全体の４割強を占めています。学校教育系施設及び公営住宅は現
在の耐震基準を満たす状態となっていますが、耐震性能を満たさず、今後も
利用していく必要のある施設は、耐震化工事が必要です。耐震性能が不明な
建物は、耐震診断を行ったうえで、耐震化が必要と判断された場合、今後の
展望を踏まえ、利用していく場合は耐震化工事、利用しない場合は除却等の
処置が必要となります。 
その後は整備が落ち着き、学校教育系施設や公営住宅等を中心として整備

が進んでいましたが、2002年度には、産業振興機能、社会教育機能、文化機
能など、複合的な機能を有する「道の駅 石神の丘」や「岩手広域交流セン
ター」等を整備したことにより、産業系施設、社会教育系施設、市民文化系
施設の整備量が増加しています。その後も増築など、機能改善が図られてい
ます。2010年度には新規に「スポーツ文化センター 森のアリーナ」が整備
され、町民の健康福祉等に寄与しています。 
全体的に見ると、大規模な施設整備を所々で行ってきましたが、近年はほ

とんど新規整備を行っていません。 

図表 年度別に見た公共施設の整備延床面積の推移 
単位：㎡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 
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有形固定資産減価償却率とは、町の資産の老朽化を示す値であり、この値
が高くなるほど、近い将来に大規模修繕や改築・改修などを要する可能性が
高くなると考えることができます。本町の有形固定資産減価償却率は2015年
度以降上昇が続いており、2019年度には65.1％となっています。類似団体平
均（62.5％）を2.6％上回っており、老朽化が進んでいることがわかります。 
また、将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等が、将来負担すべき

実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。一般会計等
の借入金（地方債）や公営企業、組合、設立法人等に対して将来支払ってい
く可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来、財政を圧迫する
可能性の度合いを示す指標とも言えます。本町の将来負担比率は一貫して低
下しているほか、類似団体内平均値も下回っている状況が続いています。 

図表 有形固定資産減価償却率の推移 
単位：％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
資料：岩手県「令和元年度財政状況資料集」 
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（２）道路・橋梁 

2020年度時点で、本町が所有する町道は502路線あり、その延長 iは503,727
ｍ、改良率は55.6％となっています。また、本町が所有する橋梁は157橋、そ
の面積は11,326.07㎡となっています。 
今後も耐用年数を迎える橋梁があることから、計画的に維持・修繕工事を

実施していく必要があります。橋梁の面積を構造別、年度別に見ると、本町
で整備してきた橋梁は、そのほとんどがコンクリート橋（PC橋・RC橋）と鋼
橋であることがわかります。 

図表 構造別、年度別に見た橋梁の整備面積 
単位：㎡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 
※架設年度が不明な橋梁はグラフより除外されている。 

 
 

（３）水道・下水道 

2020年度時点で、本町が所有する水道の総延長は114,510ｍであり、うち導
水管は1,616ｍ、送水管は8,218ｍ、配水管は104,676ｍとなっています。水道普
及率は72.4％となっています。現在に至るまで給水区域の拡大を図るととも
に、老朽化した管の更新を行っています。なお、石綿管の交換は完了してい
ます。引き続き順次計画的に更新、解体・撤去をするとともに耐震化を図る
必要があります。 
また、本町が所有する下水道の総延長は41,642ｍとなっています。下水道

普及率は47.3％、下水道接続率は67.9％となっています。下水道管は1996年度
以降に整備しているため、早急に更新が必要となるものはありませんが、老
朽化の進行に合わせて計画的な更新と解体・撤去が必要となります。固定資
産台帳とも連携させながら、資産の活用に努めていく必要があります。 

 
i 町内にある国道及び県道は除く。また、町道には農道を含まない。 
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図表 年度別に見た水道の整備延長 
単位：ｍ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 

図表 年度別に見た下水道の整備延長 
単位：ｍ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 

 
 

（４）農業用ため池 

2021年度時点で、本町が所有する農業用ため池は３つあります。このため
池は、決壊時に人的被害をもたらす恐れがある「防災重点ため池」に選定さ
れました。このうちの１つは、既に農業用に使用されていないことから、防
災を目的として貯水機能の廃止工事を行いました（総貯水量4.1千㎥）。 
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第２節 計画期間における取組 
これまでの計画期間においては、下記の建物の解体・撤去が行われていま

す。 

図表 解体・撤去済み施設の一覧 
解体・撤去した施設・建物 延床面積（㎡） 

大森消防屯所 23.00 
新田消防屯所 23.00 
川口中学校寄宿舎 500.00 
旧岩瀬張小学校教員住宅 50.00 
旧岩瀬張小学校教員住宅 50.00 
旧東部中学校教員住宅 50.00 
一方井中学校教員住宅 50.00 
旧岩瀬張小学校校舎 76.00 
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第３章 本町の公共施設等を取り巻く現状 
第１節 人口の推移と将来推計 

本町の人口について、1980年から2045年までの推移と推計を見ると、一貫
して減少局面にあることがわかります。国立社会保障・人口問題研究所（以
下、社人研）推計に準拠した推計（2020年以降）では2045年には6,563人まで
減少するとされ、2020年の半分程度まで人口規模が縮小する可能性が示され
ています。 
年齢構成別に見ると、財政負担の中心的な役割を果たす生産年齢人口（15

歳～64歳）は、減少傾向が長期にわたって続いており、2005年には既に１万
人を割り込んでいます。今後も生産年齢人口の減少は続くと見込まれ、2045
年には2,450人となると見込まれています。 
一方、老年人口を見ると、2020年までは増加し、その後は減少傾向に転じ

ると予測されています。老年人口比率（高齢化率）は少子高齢化に伴い上昇
が続き、2035年には50％を突破することが見込まれています。老年人口の増
加に伴う社会保障費の増大は今後も継続し、現役世代の負担はさらに大きく
なることが見込まれています。 
人口減少は、経済規模の縮小にも繋がるため、本町の産業の衰退を招きま

す。これにより、事業者からの税収も低下することとなります。また、公共
施設等の利用者数も減少することとなり、利用されなくなる施設などが出て
くることも予想されます。将来の本町を担う世代に可能な限り負担をかけな
いための公共施設、インフラ資産の管理を計画的に行っていく必要性が非常
に大きくなっています。 
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図表 年齢３区分別人口の推移と将来推計（社人研推計準拠） 
単位：人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
※2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 30 年３月公表）に
基づく推計値。 

図表 年齢３区分別人口比率の推移と将来推計（社人研推計準拠） 
単位：％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
※2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 30 年３月公表）に
基づく推計値。 
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第２節 財政の現状分析 
過去10年間の本町の歳入決算額の推移は以下のとおりです。2011年度から

2019年度にかけては、緩やかな減少傾向が続いていたことがうかがえます。
2020年度は新型コロナウイルス感染症対策等による国庫支出金の大幅な増加
が見られています。 
本町の歳入のうち、財源の使途が特定されず、どのような経費にも利用す

ることができる一般財源（地方税、地方交付税、その他一般財源の合計）の
推移を見ると、ほぼ横ばいで推移しています。しかし、そのうち地方交付税
等の依存財源の影響が依然として強く、今後も引き続き財源確保に努める必
要があります。 
長期的にも人口減少が進むことが見込まれていることから、一般財源の減

少可能性も視野に入れる必要があります。 

図表 歳入決算額の推移（普通会計決算） 
単位：百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成。 
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過去10年間の本町の歳出決算額の推移は以下のとおりです。 
本町では、「岩手町集中改革プラン」や「岩手町行財政改革プログラム」

など、「地方行政サービス改革」による行財政改革を推進してきました。こ
うした取組が、人件費の抑制や公債費の緩やかな縮小などが効果として表れ
ている一方で、扶助費は増加傾向にあります。これは、高齢者の増加や、児
童福祉費の増大、福祉に関する新たな制度が国によって整備されたことが大
きな要因となっています。 
人件費、扶助費、公債費で構成される義務的経費（支出することが制度的

に義務付けられており、簡単に削減することができない支出）について見る
と、2018年度までは低下傾向が続いており、2019年度以降はわずかに増加し
ているものの、ほぼ同様の水準となっています。今後も高齢化の進行に伴い、
扶助費が増加していくことが予想されることから、義務的経費の削減はます
ます難しい状況にあると考えられます。 
義務的経費が増加すると、町独自の取組に使うことができる予算が少なく

なります。維持補修費は義務的経費を除いた歳出（裁量的経費）から支出さ
れているため、少子高齢化と人口減少が進行すると、公共施設や道路等のイ
ンフラ資産の維持・改修は困難になり、安全に利用することができなくなる
恐れがあります。 

図表 歳出決算額の推移（普通会計決算） 
単位：百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成。 
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2019年度と2020年度における歳出決算額の性質別内訳については以下のと
おりです。 
人件費と扶助費、公債費を合わせた義務的経費の割合は、2019年度は40.4％

となっています。2020年度は新型コロナウイルス感染症対策等に伴う補助費
の大幅な増加もあったため、33.5％と比較的低い割合となりました。 

図表 2019 年度における歳出決算額の性質別内訳（普通会計決算） 
単位：％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成。 

図表 2020 年度における歳出決算額の性質別内訳（普通会計決算） 
単位：％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成。 
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過去10年間における投資的経費の内訳と推移は以下のとおりです。ここで
は、大幅な金額を要する建物の維持補修や新規整備に要した費用を「投資的
経費」として計上しています。 
ほとんどの年度で10億円を超える金額が投資的経費として計上されており、

これまでにも施設の維持・修繕に多くの経費が投じられていることがわかり
ます。特に2017年度以降は「公共施設に係る投資的経費」が増加傾向にあり
ます。「道路及び橋梁に係る投資的経費」を見ると、３億円から４億円程度
で推移しています。公共施設等の修繕や改修にも補助事業等が利用されてお
り、必ずしも町単独で賄えているわけではありません。また、災害が発生し
た場合におけるインフラの維持にも多額のコストを要します。 
今後、補助メニューの縮小や条件の厳格化などが生じた場合、こうした補

助事業は利用できなくなる可能性もあります。必要な補助が十分に受けられ
るよう、入念な調査と準備が必要です。さらに、施設の解体・撤去等に向け
ても、基金などの積立を行いながら、十分に対応できるようにしなくてはな
りません。維持・補修及び解体・撤去の計画的な実施が求められています。 

図表 投資的経費の内訳と推移（普通会計決算） 
単位：百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成。 
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第３節 公共施設等の管理に係る課題 
前期計画より、公共施設等の管理に係る課題として以下のようなものが想

定されています。この課題は本計画策定時においても同様であり、引き続き
課題の解決に向けて取り組んでいく必要があります。 

 
（１）各施設の設置目的と利用実態の乖離 

集会施設など、利用実態はほとんど同一であるにもかかわらず、建設時に
利用した補助メニューによって、所管課が異なる施設が存在しています。施
設の更新に当たっては、まとめて修繕を実施した方がコストを抑えることが
できることから、施設の利用実態を精査しながら、各部署における所管施設
を整理する必要があります。 

 
（２）費用対効果と施設の利用対象者の減少 

各施設においては、置かれた環境や利用状況によって老朽化の進行度は
様々です。今後は人口減少により、施設の利用者全体が減少していくと見込
まれることから、今後も長期にわたって利用していくことが見込まれ、対処
の優先度の高い施設から更新を進めていく必要があります。更新に当たって
は、各施設の公共性・必要性を十分に考慮する必要があります。 

 
（３）安全性の向上 

防災拠点や指定避難所等はもちろんのこと、災害時においても安全に利用
できることは、これからの施設に求められる機能の１つと言えます。個別の
施設のみで考えるのではなく、各施設とも連携しながら、あらゆる災害に十
分に対応できるような性能を備える必要があります。 

 
（４）施設管理における役割分担と費用負担の再検討 

集会施設など、施設によって、利用者が限定されるものがあります。管理
実態として、施設ごとに管理主体が異なる場合もあり、公平性が十分に確保
されているとは言えません。地域によっては人口減少により、利用者の減少
及び維持費負担の増加が見込まれます。地域間の公平性を確保しつつも、地
域の利便性確保に向けて取り組む必要があります。 
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（５）協働による施設の活用 

遊休施設は現在、普通財産として管理を行っています。一部施設は倉庫な
どとして利用されていますが、利用がなされていないものもあります。こう
した遊休施設は人口減少により、今後も増えていく可能性が高いと見込まれ
ます。 
遊休施設は放置しておくと、老朽化が進み、建材の飛散などにより施設周

囲に被害を与える可能性があります。遊休施設については行政だけではなく、
住民や団体、企業等とも連携しながら活用手法について探っていく必要があ
ります。また、活用が見込めない施設については、危険性の除去のため、解
体・撤去を行っていく必要があります。 
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第４章 公共施設とインフラ資産の更新に
かかる将来コスト 

第１節 更新費用の算出方法 
ここでは、本町が保有する公共施設とインフラ資産にかかる更新費用を試

算します。本試算を行うに当たっては、2012年度に財団法人地域総合整備財
団が提供したアプリケーションソフトを利用しています。 
単価や更新年次は平均的、一般的なものであり、本推計はあくまで目安と

して示されるものであるため、実際にかかる費用を示すものでありません。
また、構造物は推計に含まれていません。 

 
（１）修繕・更新等にかかる更新費用の算出 

①公共施設 

公共施設に関する試算では、試算ソフトに準じ、施設の大分類ごとに、建
て替え、大規模改修について、更新年数経過後に現在と同じ延床面積等で更
新すると仮定し、延床面積等の数量に更新単価を乗じることにより更新費用
を試算します。耐用年数は、標準的な耐用年数（日本建築学会「建築物の耐
久計画に関する考え方」）とされる60年を採用し、建築付属設備（電気設備、
昇降機設備等）及び配管の耐用年数がおおむね15年であることから、２回目
の改修である建築後30年で建築物の大規模改修を行い、その後30年で建て替
えるものと仮定します。更新単価については、以下のとおりです。 

図表 公共施設の更新単価 
 更新（建て替え） 大規模改修 

文化系、社会教育系、行政系等施設 40 万円／㎡ 25 万円／㎡ 
スポーツ・レクリエーション系等施設 36 万円／㎡ 20 万円／㎡ 
学校教育系、子育て支援施設等 33 万円／㎡ 17 万円／㎡ 
公営住宅 28 万円／㎡ 17 万円／㎡ 

 

②道路 

道路の試算については、試算ソフトの算出方法に準じ、以下のように耐用
年数と更新単価を設定します。 

図表 道路の更新単価 
 耐用年数 更新単価 

道路 15 年 4,700 円／㎡ 
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③橋梁 

橋梁の試算については、試算ソフトの算出方法に準じ、以下のように耐用
年数と更新単価を設定します。 

図表 橋梁の更新単価 
 耐用年数 更新単価 

PC 橋 

60 年 

425 千円／㎡ 
RC 橋 425 千円／㎡ 
鋼橋 500 千円／㎡ 
石橋 425 千円／㎡ 
木橋 425 千円／㎡ 

 

④水道 

水道の試算については、整備した年度から法定耐用年数の40年を経た年度
に更新すると仮定します。また、水道処理施設の建物部分及びプラント部分
については、公共施設の更新年数と同じ年数で更新すると仮定します。 
管径別の更新単価については、以下のとおりです。 

図表 上水道の更新単価 
 管径 耐用年数 更新単価 

導水管・送水管 

300mm 未満 

40 年 

100 千円／ｍ 
300～500mm 未満 114 千円／ｍ 
500～1,000mm 未満 161 千円／ｍ 
1,000～1,500mm 未満 345 千円／ｍ 
1,500～2,000mm 未満 742 千円／ｍ 
2,000mm 以上 923 千円／ｍ 

配水管 

50mm 以下 

40 年 

97 千円／ｍ 
75mm 以下 
100mm 以下 
125mm 以下 
150mm 以下 
200mm 以下 100 千円／ｍ 
250mm 以下 103 千円／ｍ 
300mm 以下 106 千円／ｍ 
350mm 以下 111 千円／ｍ 
400mm 以下 116 千円／ｍ 
450mm 以下 121 千円／ｍ 
500mm 以下 128 千円／ｍ 
550mm 以下 
600mm 以下 142 千円／ｍ 
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⑤下水道 

下水道の試算については、年度から法定耐用年数の50年を経た年度に更新
すると仮定します。また、下水処理施設の建物部分及びプラント部分につい
ては、公共施設の更新年数と同じ年数で更新すると仮定します。 
管径別の更新単価については、以下のとおりです。 

図表 下水道の更新単価 
管径 耐用年数 更新単価 

250mm 以下 

50 年 

61 千円／ｍ 
251mm～500mm 以下 116 千円／ｍ 
501mm～1,000mm 以下 295 千円／ｍ 
1,001mm～2,000mm 以下 749 千円／ｍ 
2,001mm～3,000mm 以下 1,680 千円／ｍ 
3,001mm 以上 2,347 千円／ｍ 
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第２節 将来コストの推計 
（１）公共施設 

今後本町が保有する公共施設の更新費用を推計すると、以下のグラフのよ
うになっています。直近５年間に公共施設に投じた投資的経費の平均は約4.0
億円となっていましたが、今後40年間の更新費用総額は約406.2億円と試算さ
れており、１年当たりでは約10.2億円となっています。これは、直近５年間で
投じた投資的経費の平均の約2.6倍となっており、このまま本町が現在保有し
ている施設を維持し続けていく場合は、非常に大きな負担となることを示し
ています。 
今後も施設の改修ニーズは今後も高止まり傾向が続くと見込まれ、2040年

頃には、多額の経費が必要となる可能性があります。財政的な負担を減らす
ためには、施設の更新時において施設の集約化、複合化、民間施設の活用な
どを行うことにより、施設総量の縮減と施設利用の効率性の向上を推進して
いく必要があります。 

図表 公共施設にかかる将来の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 

図表 公共施設にかかる直近５年間の投資的経費 
単位：千円 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2016 年度 158,068 0 0 158,068 
2017 年度 405,807 0 0 405,807 
2018 年度 367,733 0 0 367,733 
2019 年度 500,504 0 0 500,504 
2020 年度 544,419 0 0 544,419 
平均 395,306 0 0 395,306 

資料：総務課 
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（２）道路・橋梁 

今後道路の更新を行っていくに当たり、必要とされる更新費用は以下のグ
ラフのとおりです。今後40年では約305.9億円、１年当たりで約7.6億円が必要
となり、直近５年間における投資額平均の約2.1倍となっています。 

図表 道路にかかる将来の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 

図表 道路にかかる直近５年間の投資的経費 
単位：千円 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2016 年度 375,165 0 27,406 402,571 
2017 年度 270,611 0 31,145 301,756 
2018 年度 308,873 0 17,613 326,486 
2019 年度 422,183 0 7,070 429,253 
2020 年度 351,399 0 9,435 360,834 
平均 345,646 0 18,534 364,180 

資料：総務課 
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また、橋梁にかかる更新費用は以下のグラフのとおりです。 
既に耐用年数を超えている橋梁もあり、今後早急に対策を検討する必要が

あります。今後の40年で必要とされる総整備額は約42.9億円、１年当たりで
は約1.1億円となっていますが、直近５年間の整備額の平均は0.8億円程度にと
どまっています。点検結果を基に「橋梁長寿命化計画」の見直しを定期的に
行っており、これに基づいて今後も計画的な更新を行っていきます。橋梁の
架設年度から算出すると、2044年度頃には橋梁の更新に多額の費用がかかる
と見込まれることから、財政の負担を軽減するための取組も必要となります。 

図表 橋梁にかかる将来の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 

図表 橋梁にかかる直近５年間の投資的経費 
単位：千円 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2016 年度 76,685 0 0 76,685 
2017 年度 35,980 0 0 35,980 
2018 年度 61,076 0 0 61,076 
2019 年度 129,280 0 0 129,280 
2020 年度 107,974 0 0 107,974 
平均 82,199 0 0 82,199 

資料：総務課 
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（３）水道・下水道 

水道にかかる更新費用については、以下のグラフのとおりです。 
既に耐用年数を超えていると考えられる水道管の更新が早急に求められて

います。今後40年間で必要とされる整備額は約117.9億円にのぼります。１年
当たりに必要とされる整備額は約2.9億円となっていますが、直近５年間の整
備額平均は1.3億円程度にとどまっています。今後も、耐震管への交換を含め、
町民の居住地域に合わせた更新が求められます。管路や水道施設内の設備の
長寿命化を図ることによって、更新費用を平準化していくことも必要です。
また、人口減少社会に対応できるよう、長期的な視点をもって更新、新規整
備及び解体・撤去を進めていく必要があります。 

図表 水道にかかる将来の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 

図表 水道にかかる直近５年間の投資的経費 
単位：千円 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2016 年度 87,000 14,811 0 101,811 
2017 年度 47,830 13,302 0 61,132 
2018 年度 210,922 22,520 0 233,442 
2019 年度 95,455 18,593 0 114,048 
2020 年度 102,487 31,208 0 133,695 
平均 108,739 20,087 0 128,826 

資料：総務課 
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下水道にかかる更新費用は、以下のグラフのとおりです。 
今後40年間で総額54.2億円にのぼります。１年当たりで約1.0億円が必要で

あると推計されています。 
下水道は水道と比べ、近年急速に整備が進んでいるインフラ資産であるこ

とから、早急な更新は必要ではありませんが、2031年度頃には、下水処理施
設の更新が必要となります。2046年度以降は下水道管の更新が必要となると
予測されており、支出の平準化が求められます。人口減少の進行を考慮しつ
つ、計画的かつ長期的視点をもった整備、解体・撤去を同時に進めていく必
要があります。 

図表 下水道にかかる将来の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 
 

図表 下水道にかかる直近５年間の投資的経費 
単位：千円 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2016 年度 0 53,804 0 53,804 
2017 年度 0 148,872 0 148,872 
2018 年度 0 69,723 0 69,723 
2019 年度 0 138,069 0 138,069 
2020 年度 0 89,367 0 89,367 
平均 0 99,967 0 99,967 

資料：総務課 
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第３節 公共施設・インフラ資産すべての将来コスト 
今後40年間に本町が保有する公共施設、インフラ資産のすべてを維持し続

けた場合の必要コストを総務省提供の試算ソフトにより試算したところ、40
年間で約914.3億円、１年当たりの整備額は約22.9億円にのぼることがわかり
ました。直近５年間でかけた投資的経費の平均は約10億円程度にとどまって
います。 

図表 すべての公共施設・インフラ資産を維持した場合の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 
 
インフラ資産に限って試算しても、今後40年間で必要な整備額は約508.1億

円にのぼり、１年当たりの整備額は約12.7億円となります。これは直近５年
間の投資的経費の平均（約6.3億円）の約1.9倍となっています。道路の更新整
備にかかる費用だけでも平均額を超えており、今後すべてのインフラ資産を
維持していくことは非常に困難であると予想されます。 

図表 すべてのインフラ資産を維持した場合の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より作成 
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第５章 適正管理に関する基本的な考え方 
第１節 公共施設等の適正管理のための４つの柱 

本町の総人口の減少などに伴う社会情勢の変化や厳しい財政状況などを踏
まえ、中長期的かつ総合的な視点に立ち、公共施設等を計画的に維持管理す
るとともに、将来にわたり、町民の理解を得ることのできるサービス水準を
確保していくための管理等に関する基本的な考え方を設定します。計画策定
時における柱を引き継ぎつつ、以下の４つとします。 

図表 公共施設等の適正管理のための４つの柱 

 
 
 
 
 
 
 

（１）施設保有量の適正化 

多様化する町民のニーズに対応できるよう、公共施設・インフラ資産の保
有総量の縮減を図ることで、将来的に必要となる更新費用や管理運営コスト
を削減し、本当に必要とされる施設を保有し続けていくことができる体制を
つくっていく必要があります。そのための取組として、以下の４点を掲げま
す。 

 

①施設の縮小や統合、廃止の推進による規模適正化 

本町における公共施設は、町民一人当たりの保有施設量から見ても、非常
に多くなっています。これまで時代に鑑みながら、必要とされる施設整備を
進めてきたことの結果であると言えます。しかしながら、本町は既に人口減
少段階にあり、それに伴う施設利用者の減少や施設維持費の増大、経済規模
の縮小による歳入の減少などが懸念されています。今後は将来世代の負担軽
減のため、施設の縮小や統合、廃止など、あらゆる選択肢を検討していくこ
とが必要です。施設のあり方は、地域に暮らす町民の生活に直結するため、
廃止や統合などに当たっては入念な議論、調査が必要になります。これから
の公共施設等においては、人口規模を見ながら、町民にとって満足のいく適
正な規模に変化させていくことが必要です。特に集会施設や消防施設などは、
今後人口規模が縮小すると見込まれることから、統合なども含めて検討し、
必要な施設の存続、あるいは更新を行う必要があります。管理においても、
地区が主体となった方がより利便性が向上すると考えられるものもあること

柱１ 施設保有量の適正化 
柱２ 管理運営の効率化 
柱３ 安全性の確保と長寿命化 
柱４ 持続可能な開発目標（SDGs）に寄与する公共施設の 

整備と維持管理 
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から、こうした施設については、行政側で適切なレベルまで状態を回復させ、
その後の所管を地区に移管することも考えられます。 
必要な公共サービスの水準を維持しながら、全体の保有量を削減していく

ためには、施設の更新時において施設の複合化を含めた統廃合の可能性を検
討していきます。例えば、スペースに余剰がある施設は、更新時に縮小を図
る、あるいは１つの施設に複数の機能を集約するなど、利用者数、利用頻度
に合わせて、より町民が利用しやすい施設へと転換していくことが考えられ
ます。学校施設など、利用者が限られている施設についても、利用区域の再
編、機能の複合化なども検討していくことも大切です。 
また、老朽化が進み、危険性の高い施設については、解体・撤去によって

未然に事故を防止することができます。危険性が高く、今後も活用が見込ま
れない施設については、解体・撤去を基本方針として、早急な対処に努めま
す。 

 

②施設の新規整備の慎重な検討 

今後40年間で必要となる公共施設やインフラ資産の将来更新費用の１年当
たりの金額は約22.7億円となっているのに対し、直近の５年間における既存
の公共施設やインフラ資産の更新などに充てられた金額は１年当たり約7.8
億円にとどまっています。今後も人口減少が継続していくと予測されている
以上、従来の考え方では更新費用を確保することすら非常に困難と言えます。
新規整備に当たっては、長期的な視点に立ち、既存の施設機能やその配置な
ど、多くの観点から慎重な検討を行います。 
新規整備を行う場合であっても、転用や統廃合の制約となるような取り決

めは行わないなど、施設の整備後であってもその時の状況に合わせた柔軟な
活用が可能となるような整備を行っていくことも考慮するよう努めます。 

 

③民間施設や近隣自治体施設の活用と転用 

近年では、自治体が民間の事業者に施設の運営を委託するなど、自治体に
依存しない公共サービスのあり方が模索されています。これまで、自治体が
主体となって提供すべきとされてきたサービスでも、民間事業者への委託や、
広域連携による施設の共用などにより、大幅なコストの削減を図ることが可
能となっています。 
本町でなくても、民間事業者が十分なサービスを継続的に提供することが

でき、これによって行政コストの削減が可能となる施設やサービスについて
は、一部、全部を問わず、積極的な民間への委託を検討します。「公共サー
ビスを提供するための施設は、本町で施設を所有、管理しなくてはならない」
という考えにとらわれることなく、民間で提供される代替サービスや近隣自
治体に所在する施設の活用についても検討します。 
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近隣自治体施設の活用については、近隣自治体における施設の配置状況を
把握し、相互利用の可能性などについて、広域での連携の模索に努めます。 
また、新たに整備が必要な施設についても、民間施設の転用可能性を検討

します。 
 

④まちづくりの方向性を踏まえた検討 

統廃合など施設保有量の適正化を進めるに当たっては、施設の地理的配置
のあり方、まちづくりへの影響を考慮していく必要があります。 
町内の各拠点・各地域に求められている機能が喪失しないよう、まちづく

りに関する施策との連携を図りながら、施設の配置を検討します。また、施
設配置の変更は、施設のアクセス、利用しやすさに影響するため、交通施策
との連携も図っていかなくてはなりません。 

図表 今後想定される施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）管理運営の効率化 

公共施設の管理運営においては、建て替えや大規模改修の他にも光熱水費
をはじめとする維持費など、多額のコストがかかります。したがって、保有
し続ける施設については管理運営の効率化を図り、管理運営コストを削減し
ていく必要があります。 
また、保有施設の有効活用の観点から、管理運営方法を見直すことにより、

町民のニーズをより満たしていける、より望ましい公共サービスが提供でき
るようにしていかなくてはなりません。特に、インフラ資産は総量の削減が
非常に難しいことから、管理運営方法を見直すことで、長期的にかかるコス
トを削減していくことが重要となります。 
そのため、以下のような取組を進めていきます。 

①経費の縮減 

１．遊休施設の解体・撤去 
２．施設評価による施設の選択と集中・機能の集約化 
３．地域による施設管理の推進 
４．施設更新時における費用負担の明確化 
５．新規の施設整備における慎重な検討 
６．民間施設・近隣自治体保有施設の共同利用の検討 
７．維持管理の民間への委託 
８．各種計画等との連携 
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公共施設の管理運営コストの縮減を図る観点から、光熱水費や委託費など
の縮減の余地がないか常に探っていく必要があり、今後も維持管理業務の包
括委託や、照明のLED化、スマートエネルギー iiの導入等によるエネルギーコ
ストの削減などを検討していく必要があります。 

 

②収入の確保 

適正な受益者負担について、検討、見直しをすることで、収入面の適正化
を図ります。今後は税制等の社会情勢の変動に加え、人口減少に伴う利用者
の減少が想定されることから、利用料等の見直しが必要です。また、保有し
ている公共施設やインフラ資産の有効活用を図るため、利用度向上の余地が
あると考えられる施設は、より良い公共サービスの提供に努めることでさら
に利用度の向上を図り、適正な利用料の確保に努めます。 
また、町での活用が見込めない施設やインフラ資産については、売却や貸

付による収入の確保を検討します。 
 

③PPP 手法の活用 

民間活力の活用により、安価で質の高い公共サービスの提供が期待できる
施設については、指定管理者制度やPFI iiiなど、PPP ivの積極的な導入を検討し
ます。 

図表 今後想定される施策 

 
 
 
 
 
 
 

 
ii 情報通信技術（ICT）を利用して、施設で利用される電気やエネルギーを効率よく利用するためのシス
テムのこと。 
iii Private Finance Initiative の略称。公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハ
ウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図
る考え方のこと。 
iv Public Private Partnership の略称。公民が連携して公共サービスの提供を行う仕組みを指す。 

１．維持管理業務の包括委託 
２．スマートエネルギーの導入などによる光熱水費の削減 
３．利用料の見直し 
４．遊休施設・遊休資産の貸付・売却 
５．民間活力の導入による効率的な管理運営 
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（３）安全性の確保と長寿命化 

公共施設等の老朽化は、時間とともに進行する、避けて通ることのできな
い問題です。老朽化に対処するため、安全性の確保を図るための適切なメン
テナンスを適切なタイミングで行っていくことが必要になります。 
そのため、以下のような取組を進めていきます。 
 

①継続的に点検、診断、メンテナンスを行っていくことのできる体制の整備 

長期にわたって安全性が確保されるよう、必要な点検・診断を継続的に行
うとともに、点検・診断結果に基づく適切なメンテナンスを行っていく体制
を整える必要があります。施設の置かれる環境によって、建物、設置物の状
況はそれぞれ異なると考えられるため、きめ細かな点検・診断に基づく保全
を行っていきます。 

 

②長寿命化の推進 

修繕が必要な状態になってから事後的に修繕を行うのではなく、損傷が軽
微である早期段階において予防保全的に修繕を行うことにより、施設を適切
な状態に保つとともに、より長持ちさせることができます。また、長寿命化
により施設の整備から更新までの期間を延伸することで、中長期的なコスト
効率性の向上も図ることができます。 
今後、多くの施設の更新時期が重なるため、費用負担が同時期に集中する

ことが予想されていますが、長寿命化によって時間的な猶予をつくることで、
費用負担の平準化が図りやすくなる効果が望めます。長寿命化は、施設だけ
ではなく、施設内部の設備においても有効です。 
本町においても、長寿命化によるメリットを生かし、財政的な負担を軽減

させるよう努めます。 
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③ユニバーサルデザインの積極的な導入 

町民が利用する公共施設においては、年齢や障害の有無にかかわらず、で
きるだけすべての人が利用しやすい施設・設備とするユニバーサルデザイン
の考え方が非常に重要です。 
長期的な施設の利用状況も踏まえつつ、ユニバーサルデザインを実現する

ために必要な改修を行っていくこととします。 

図表 今後想定される施策 

 
 
 
 
 
 

１．公共施設・インフラ資産の定期的な点検 
２．各個別施設計画の策定・定期的な見直し 
３．予防保全を前提とした公共施設・インフラ資産の維持管理 
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（４）脱炭素社会の実現と持続可能な開発目標（SDGs）に寄与する公共施設の整
備と維持管理 

本町は、SDGsvの理念に沿った基本的・総合的取組を推進しようとする都
市・地域の中から、特に経済・社会・環境の３側面における新しい価値創出
を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域として選
定される「SDGs未来都市」の１つとして内閣府より2020年に認定されました。 
公共施設の管理・運営においても、脱炭素社会の実現とSDGsの達成に向け

て、以下に掲げるとおり積極的に取り組んでいくこととします。 
 

①公共施設における県産木材の積極的な使用推進 

公共施設の新規整備及び改修に当たっては、岩手県産木材を積極的に使用
します。木材の地産地消は、地域の林業の育成に繋がるのみならず、森林循
環を通じて、森林のCO2吸収作用を強化し、脱炭素社会の実現にも繋がる取
組です。地域の自然環境の保全と安全なまちをつくり、維持するための取組
の１つとして、積極的な推進を図ります。 

 

②太陽光等再生可能エネルギーの導入に向けた積極的な検討とエネルギーロスの
抑制 

公共施設において、太陽光パネルや風力発電機などの小出力発電設備の設
置等、再生可能エネルギーの積極的な導入により、自然環境への負荷の軽減
とエネルギーコストの縮小を図ります。 
また、高効率照明、高効率空調への交換など、エネルギーを無駄なく効率

的に使うための取組のほか、高性能断熱材や樹脂サッシへの交換、日射制御
フィルムの採用などにより、エネルギーロスの抑制に努めていきます。 

 

 
v 2015 年 9 月の国連サミットで採択された「Sustainable Development Goals」の略称であり、2030 年まで
に持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球
上の「誰一人取り残さない」ことが謳われている。 
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図表 今後想定される施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．公共施設の新規整備及び改修における県産木材の積極的な利用 
２．公共施設の新規整備及び改修における太陽光パネル等発電 

システムの導入 
３．高効率空調システム、高効率照明の採用 
４．断熱窓、樹脂サッシ等の採用 
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第２節 主な施設・インフラ資産の今後の整備・維持管理
方針 

主な施設・インフラ資産の今後の整備・維持管理方針は以下のとおりです。
個別の施設・建物の状況とは異なるため、個々の対応は状況に応じて実施し
ていく必要があります。また、本計画で設定された「適正管理に関する基本
的な考え方」や、本計画に基づいて策定される個別計画に沿って対応するこ
ととなります。 

 
（１）公共的施設 

①集会施設等 

地区による利用がメインとなっています。老朽化が進むところもあり、今
後は個別の施設ごとに必要な対応が求められます。補助メニューの違いによ
り所管が異なるものもあることから、施設間で扱いに差がないよう、公正な
維持管理を行っていく必要があります。また、地区への移管についても検討
していく必要があります。 

 

②学校 

老朽化が進んでいます。今後も利用していく施設については、安全性を最
優先に考慮し、適切な維持管理を行います。トイレなど設備の改修も必要と
なっています。また、閉校となっている学校については、活用について検討
します。 

 

③消防施設 

消防屯所を更新する時期を迎えています。人口減少による消防団の統合も
検討しなくてはならないことから、消防体制の再検討と合わせて施設等の更
新を進めます。 

 

④公営住宅 

建物の老朽化が進んでいます。必要な改修を行い、長寿命化を図ります。
また、解体・撤去が必要となる建物については、優先順位をつけて、計画的
に解体・撤去を実行するように努めます。 
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（２）道路・橋梁 

橋梁は「岩手町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、定期的な点検と修繕を
行っています。また、近年は、性能規定に基づき、橋梁の性能点検を実施す
ることが要求されていることから、将来に向けて実施に努めます。 
道路についても、交通に支障がないよう適切な維持管理に努めます。 
 

（３）水道施設・水道 

施設及び設備の一部の更新が必要です。保守点検により、必要に応じて修
繕を行いながら、維持管理費の削減に努め、更新時における財政負担の軽減
に努めます。 

 
（４）下水道施設・下水道 

「岩手町浄化センター」は民間企業に維持管理業務を委託しています。人
口減少により施設に余裕が生じています。今後も維持管理費を縮減し、今後
の施設更新費用を確保します。 

 
（５）農業用ため池 

本町が所用するため池は、県が策定する「防災重点農業ため池に係る防災
工事等推進計画」に位置づけられた「防災重点農業用ため池」に指定されて
います。今後はこの計画に基づき、ため池の防災工事等を行っていきます。 
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第３節 計画期間における取組予定 
（１）解体・撤去可能な施設及び削減目標の設定 

今後、下記の施設の解体・撤去等を予定しており、その延床面積の合計は
5,566.29㎡となっています。将来的な財政的負担の軽減を図るため、積極的な
解体・撤去を図っていきます。 

図表 解体・撤去が必要な施設（岩手町公共施設個別計画） 
解体・撤去が可能な施設・建物 延床面積 備考 

大森消防屯所 23.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
新田消防屯所 23.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
川口中学校部室-4 10.00 ㎡ 解体・撤去する 
川口中学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
川口中学校寄宿舎 500.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
川口中学校部室-1 40.00 ㎡ 解体・撤去する 
一方井中学校 プール棟 45.00 ㎡ 解体・撤去する 
岩手町体育館 1,104.00 ㎡ 解体・撤去する 
トレーニングセンター 462.00 ㎡ 解体・撤去する 
旧岩瀬張小学校教員住宅 50.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
旧岩瀬張小学校教員住宅 50.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
旧岩瀬張小学校教員住宅 50.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
一方井中学校教員住宅 50.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
一方井中学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
一方井中学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
沼宮内中学校教員住宅 49.99 ㎡ 解体・撤去する 
沼宮内中学校教員住宅 49.99 ㎡ 解体・撤去する 
沼宮内中学校教員住宅 49.99 ㎡ 解体・撤去する 
旧北山形小学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
旧北山形小学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
旧北山形小学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
旧北山形小学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
一方井小学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
一方井小学校教員住宅 50.00 ㎡ 解体・撤去する 
旧水堀小学校プール棟 40.00 ㎡ 解体・撤去する 
旧岩瀬張小学校校舎 76.00 ㎡ （解体・撤去済み） 
旧南山形へき地保育所 178.60 ㎡ 解体・撤去する 
旧川口保育所 158.00 ㎡ 解体・撤去する 
旧御堂村役場 400.00 ㎡ 解体・撤去する（優先的に実施）  
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解体・撤去が可能な施設・建物 延床面積 備考 

旧一方井診療所 316.00 ㎡ 活用を検討し、活用が見込まれ
ない場合、解体・撤去する 

旧一方井診療所 付属住宅 76.00 ㎡ 活用を検討し、活用が見込まれ
ない場合、解体・撤去する 

旧一方井保育所 289.00 ㎡ 倉庫として利用されているが、
解体・撤去を検討する 

旧野原保育所 300.40 ㎡ 解体・撤去する 
旧沼宮内高校教員住宅 129.00 ㎡ 解体・撤去する（優先的に実施）  
旧北山形公民館 事務所-1 149.00 ㎡ 解体・撤去する（優先的に実施）  
旧北山形公民館 事務所-2 88.00 ㎡ 解体・撤去する（優先的に実施）  
旧北山形公民館 渡り廊下 3.00 ㎡ 解体・撤去する（優先的に実施）  
旧横田児童館 186.32 ㎡ 解体・撤去する 
旧働く我らの家 物置 20.00 ㎡ 解体・撤去する 

 
 
現在所管する施設の総延床面積は90,220.04㎡、解体・撤去済みの施設の総

延床面積は822.00㎡となっています。また、解体・撤去可能な施設の総延床面
積は4,984.99㎡、全体の5.58％となっています。本計画においては、延床面積
の削減に関する目標を、解体・撤去する施設の総延床面積である4,984.99㎡（全
体の5.58％）として定めます。 

図表 延床面積の削減に関する目標 

 
 
 
 
 

削減面積 4,984.99 ㎡（全体の 5.58％） 
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上記の施設を解体・撤去した場合、40年間の更新費用の総額は389.2億円（１
年当たり9.7億円）と、17億円程度のコストの縮小が可能と見込まれます。大
幅なコストの抑制には直接的に繋がっていませんが、人的・時間的コストを
含めた管理コストの抑制が図れるのみならず、周辺地域の安全性の確保に繋
がると見込まれます。 

図表 延床面積の削減に関する目標を達成した場合の更新費用の推計 
単位：億円 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
資料：公共施設等更新費用資産ソフト Ver.2.10 より作成 

 
 

（２）長寿命化を図る施設及び目標の設定 

今後も利用する施設のうち、計画期間において長寿命化等改修等が必要な
施設は以下のとおりです。 
長寿命化等改修等が必要な施設の総延床面積は、69,080.47㎡（全体の

24.67％）となっています。 
一方で、野球場（47,316.00㎡）は非常に大きな延床面積を有するのに対し、

ほぼ屋外に設置される構造物に近い建物であることから、数値目標を設定す
る意義と照らした場合、数値目標に含めることは必ずしも現実的とは言えま
せん。したがって、本計画では野球場の面積を除外して設定します。 
この条件において再度総延床面積を算定すると、16,573.47㎡（全体の

18.37％）であることから、この値を数値目標として設定します。 

図表 長寿命化を図る施設（岩手町公共施設個別計画） 
長寿命化を図る施設・建物 延床面積 備考 

柔剣道場 634.00 ㎡ 令和３～４年度に長寿命化改修を
実施 

野球場 30,630.00 ㎡ 数値目標の算定から除外する 
野球場 管理棟 16,686.00 ㎡ 数値目標の算定から除外する 
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長寿命化を図る施設・建物 延床面積 備考 

ホッケー場 クラブハウス 73.00 ㎡ 令和２～３年度に改築 

岩手町老人福祉センター 680.13 ㎡ 

設備故障が多いのに対し、利用料
収入が低い 
利用料金の見直しも必要 
令和３～５年度に長寿命化改修を
実施予定 

岩手町総合開発センター 1,375.83 ㎡ 平成 30～令和４年度にかけて長寿
命化改修を実施予定 

岩手町役場 庁舎 4,303.46 ㎡ 

外壁の落下が見られる 
ユニバーサルデザインを図った、
多目的トイレの整備、その他設備
等の改修が必要 
令和３年度に多目的トイレ及び空
調設備の整備を実施 

川口地区社会体育館 1,000.00 ㎡ 令和２～３年度に長寿命化改修を
実施 

沼宮内小学校 校舎-1 3,373.00 ㎡ 令和２～４年度に長寿命化改修を
実施 

沼宮内小学校 校舎-2 1,231.00 ㎡ 令和４～５年度に長寿命化改修を
実施予定 

働く婦人の家 620.05 ㎡ 令和８年度以降に長寿命化改修を
実施予定 

図表 延床面積の削減に関する目標 

 
 
 
 
 

長寿命化等改修等実施面積 16,573.47 ㎡（全体の 18.37％） 
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（３）遊休施設等のリノベーションによる民間活力の導入 

まちづくりによる交流施設や起業・創業の拠点施設、誘致企業の入居先と
しての活用など、廃校校舎や遊休施設をリノベーションviし、新たな活用に繋
げ、施設を活用した地方創生や産業振興の推進を検討します。 

図表 再利用を検討する施設 

 旧水堀小学校（校舎・体育館） 
 旧東部中学校（校舎・体育館） 
 旧北山形小学校（校舎・体育館） 
 旧南山形小学校（校舎・体育館） 
 旧浮島小学校（校舎・体育館） 
 旧久保小学校（校舎・体育館） 
 旧東北電力沼宮内サービスセンター 

 
 
 

 
vi 既存の建物に大規模な工事を行うことで、建物の性能を整備時の状態よりも向上させたり、価値を高め
たりすること。 
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第４節 計画の推進体制（フォローアップの方針） 
今後、本計画を着実に推進していくための体制づくりとして、以下の３点

を掲げます。 
 

①適切な現状把握と評価 

公共施設マネジメントにおいては、対象施設の適切な評価に基づいて推進
していくことが必要です。このため、施設の更新や今後のあり方などを検討
する場合は、施設利用度など当該施設について詳細な情報を把握し、データ
に基づく客観的な評価及び施設の性能診断を行うことで適切な評価を行うこ
とができます。 
施設の保全管理を効率的かつ効果的に行うためには、建物台帳及び土地台

帳を活用した施設情報の一元化や公会計情報の活用などに取り組んでいくこ
とが必要です。既に整備されている情報基盤と合わせて、公共資産の効率的
な管理に向けて努めていきます。また、公共施設、インフラ資産の改修、更
新が行われた場合、速やかにデータに反映させるための仕組みづくりに努め
ます。 
また、公共施設等の維持管理には、ランニングコストを知ることが重要で

す。個別の施設において、年間でどれくらいの費用が必要となっているか、
継続的な調査を行うことも、施設管理においては検討材料の１つとなります。 

 

②全庁的な推進体制づくり 

公共施設マネジメントは、政策、財政、財産管理、建築土木、都市計画、
産業振興、町民との協働など、様々な側面からの検討が必要となる取組であ
ることから、施設所管課をはじめ、各課の連携が求められます。このため、
全庁的な推進体制をもって情報の共有と認識の共有を図るとともに、個別の
施設に係る検討は関係部署間で連携しながら進めます。 

 

③町民とのコミュニケーション 

公共施設マネジメントは、町民に対する公共サービスのあり方に大きく影
響を与える取組であり、町民の視点は不可欠です。 
利用状況の継続的な把握や、町民のニーズの把握に努めるとともに、適時

適切な情報提供や意見聴取などに努め、コミュニケーションを図りながら持
続的かつ適切な公共サービスの提供を目指します。 
また、町民だけではなくNPO等団体や企業も巻き込み、民間と行政が連携

して施設を維持管理していくことができるような仕組みづくりに努めます。 
 



 

 

岩手町公共施設等総合管理計画 

策定  平成 29 年１月 
改訂  令和４年３月 
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