
 

  

平成 29 年３月 

（令和 4 年 3 月改訂） 

平生町 

公共施設等総合管理計画 

 

公共施設マネジメントの推進にむけて 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



目   次 

 

第１章 計画策定の背景と目的 

１．背景と目的 ··························· 1 

２．計画の位置付け ························· 2 

３．計画期間及び対象施設 ······················ 3 

 

第２章 平生町の現状 

１．人口推移 ···························· 4 

２．財政状況 ···························· 5 

 

第３章 公共施設等の現状と課題 

１．ハコモノ施設の現状と課題 ···················· 8 

２．インフラ施設の現状と課題 ··················· 14 

３．公共施設等の管理上の課題 ··················· 15 

 

第４章 公共施設等の管理に関する基本方針 

１．公共施設等総合管理計画における３つの基本方針 ········· 18 

２．公共施設等総合管理計画の具体的な取り組み ··········· 20 

３．公共施設等総合管理計画の実施 ················· 22 

４．実施方針について ······················· 26 

５．推進体制 ··························· 31 

 

第５章 施設類型ごとの基本方針 

１．町民文化系施設 ························ 32 

２．社会教育系施設 ························ 35 

３．スポーツ・レクリエーション系施設 ··············· 36 

４．産業系施設 ·························· 37 

５．学校教育系施設 ························ 38 

６．子育て支援施設 ························ 42 

７．保健・福祉施設 ························ 43 

８．行政系施設 ·························· 45 

９．公営住宅 ··························· 47 

10．その他 ····························· 51 

11．土木系施設（道路・橋梁施設） ················· 53 

12．土木系施設（漁港・海岸保全施設） ··············· 55 

13．下水道系施設（公共下水道・漁業集落排水施設） ········· 57 

 

巻末資料 ······························· 58  



 

 

 



 

1 

第 1 章 計画策定の背景と目的 

１．背景と目的  

本町では、高度経済成長期において、学校教育系施設や公営住宅等の建設に続き、いわゆるバブ

ル経済崩壊後の各種経済対策等に呼応する形で、文化・スポーツ施設等のハコモノ施設や下水道等

のインフラ施設等、様々な行政ニーズに対応するため、公共施設等（以下、ハコモノ施設及びイン

フラ施設を「公共施設等」という。）を建設してきました。 

時代は移り、現在、少子高齢化社会の進展や急速な人口減少に並行し、これらの公共施設等も建

設からの年数経過が進んでいます。今後通常の維持管理に加えて、老朽化に対応した大規模改修や

建替え等の更新を実施していく必要から、多額の経費投入が想定され、町の財政を圧迫する懸念が

あります。また、少子高齢化の進展等に伴う税収入の減少等により、今後の公共施設等の維持管理

や更新等に充てられる財源が減少することも予測されます。 

このような状況を踏まえて、本町は、平成 28 年度（2016 年度）に公共施設等総合管理計画（以

下、「初版管理計画」という。）を策定し、本町の公共施設等の実態と課題を把握し、今後の維持

管理や更新等に係る基本方針と取り組みについて定め、財政負担を軽減・平準化するとともに、将

来にわたって持続可能な公共施設等の最適な保有量や配置を実現するための公共施設マネジメン

トを開始しました。以降、着実に公共施設マネジメントを実施するとともに、計画策定から 5 年が

経過した令和 3 年度（2021 年度）に、国等の要請も踏まえ計画の改訂を行うこととなりました

（以下、「改訂版管理計画」という。）。改訂版管理計画では、施設類型ごとに策定された個別施

設計画（策定予定も含む。）の内容を踏まえ、初版管理計画の見直しを図るものです。 

今後、改訂版管理計画の公表や本町が実施する公共施設マネジメント等について、その結果を広

く公表することで、公共施設等の利用者であり、また、これらを支えている町民と行政、その他の

団体が公共施設等に関する課題やあり方等について認識を共有し、長期的な視点で公共施設等の維

持管理や更新のほか、統廃合を含めて意識的に取り組むものとします。 

また、公共施設等の建設段階から、実際の運営及び使用期間、そして解体除却までに発生する相

応の費用（ライフサイクルコスト）について全庁的に共通認識を持ち、本町の財政負担の軽減や計

画的な取り組みによる事業費の平準化のほか、公共施設等の集約化、統廃合等による最適な総量や

配置についても検討を行うものとして、改訂版管理計画を本町の公共施設等における管理の基本方

針として定めるものとします。 
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２．計画の位置付け  

公共施設等総合管理計画（以下、「本計画」という。）は、「平生町総合計画」を最上位計画と

し、各政策分野の中で公共施設等に関連する取り組みに対して、分野横断的な方針等を提示するも

のです。また、「耐震改修促進計画」、「公営住宅等長寿命化計画」、「学校施設長寿命化計画」、

「橋梁長寿命化修繕計画」等の個別の公共施設等に関連する計画については、本計画を上位計画と

位置付け、方針等との整合性や計画自体の実現可能性を図るものとし、国の動向や社会状況等を踏

まえ、柔軟に見直しを行うものとします。 

 

図表 1-1：公共施設等総合管理計画の位置づけ 
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３．計画期間及び対象施設  

（1）計画期間  

計画期間は、平成 29 年度（2017 年度）から令和 18 年度（2036年度）までの 20 年間と

します。なお、計画の内容等については、必要に応じて、随時見直すものとします。 

 

（２）計画の対象範囲  

本町の所有するハコモノ施設、インフラ施設を含む全ての公共施設を対象とします。 

 

図表 1-2：計画の対象範囲 
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第２章 平生町の現状 

１．人口推移  

本町の人口は、昭和 60 年（1985 年）の約 1 万 5 千人をピークに徐々に減少に転

じており、令和 2 年（2020 年）では 1 万 2 千人を割り込んでいます。また、国立社

会保障・人口問題研究所が、平成 30 年（2018 年）3 月推計として公表している最新

の将来推計によると、令和 22 年（2040 年）には 1 万人を割り込むものとされてい

ます。  

人口構成については、年少人口（0 歳～14 歳）と生産年齢人口（15 歳～64 歳）が

大幅に減少し、老年人口（65 歳以上）は令和 2 年（2020 年）までは増加傾向にあり

ましたが、今後、減少に転じる予測となっており、全体としては引き続き少子高齢化及

び人口減少が進展する見込みとなっています。  

 

図表 2-1：総人口・年齢３区分別の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※年齢不詳があるため総人口と一致しない場合がある。 

※令和 2 年までは国勢調査から作成（5 年区切り） 

※令和 12 年及び令和 22 年の人口は国立社会保障・人口問題研究所に

よる将来推計（平成 30 年 3 月公表：最新）から作成（10 年区切り） 



 

5 

２．財政状況  

（１）歳入  

令和 2 年度（2020 年度）決算における歳入総額は約 68.7 億円となっていますが、

これは国庫支出金（主に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）が大幅に

増加したためです。平成 28 年度（2016 年度）から令和元年度（2019 年度）まで

の歳入の平均額は、約 51.4 億円となります。主な自主財源である町税は、約 13 億円

程度で推移し、また、主な依存財源である地方交付税は、過去 5 年平均で約 19.0 億

円程度となっています。  

 

図表 2-2：本町普通会計における決算額の推移（歳入） 
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（２）歳出  

 

本町の歳出のうち、義務的経費について、公債費は減少傾向にあるものの、扶助費は

増加傾向にあります。義務的経費全体としては、横ばい傾向となっています。  

このうち扶助費については、子ども・子育て支援の充実や社会保障関係経費などの増

加により、今後においても増加傾向にあると予測され、公共施設等の建設や改良に充て

る投資的経費は、過去 5 年平均で約 3.1 億円程度となっています。  

歳出全体では、令和 2 年度（2020 年度）において、新型コロナウイルス感染症対

応により歳出額が増加しています。  

 

図表 2-3：本町普通会計における決算額の推移（歳出） 

 

 

  



 

7 

 

（３）人口推移等を踏まえた財政状況に関する考察  

 

歳入では、特に生産年齢人口の減少に伴う税収の減少を見込む必要があり、地方交付

税についても、人口減に伴う影響を見込む必要があります。  

これらを背景に、今後、歳入一般財源の増額を望むことは極めて困難な状況にあると  

予想されます。  

歳出では、義務的経費のうち人件費については職員定員管理計画の実施等により微増、

公債費については新庁舎建設事業費の影響を受けますが微減で推移していくと考えら

れます。  

以上のことから、人口減少、高齢化などと相まって今後も非常に厳しい財政運営が続

くことが予想されます。  
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第３章 公共施設等の現状と課題 

１．ハコモノ施設の現状と課題  

（１）施設類型別保有状況  

本計画において対象とする施設数は、令和 4 年（2022 年）3 月末時点で 86 施設

192 棟であり、総延床面積は 50,857.14 ㎡になります。延床面積の割合で見ると、学校

教育系施設（35.46％）、公営住宅（21.92％）、町民文化系施設（10.61％）の順となってお

り、これら 3 つの施設類型で、本町のハコモノ施設全体のおよそ 7 割（67.99％）を占めていま

す。 

※本町は、令和４年（2022 年）３月末に新庁舎施設を取得しますが、このタイミングにおい

ては既存庁舎の取壊しを残した状態となります。全体延床面積として、一時的に意図しない過

剰な数値となってしまうことから、このたびの計画では取得の反映を保留した取扱いで表記を

しています。なお、この時点の取得による増加床面積は 2,004.40 ㎡、移転後に取壊し予定

である床面積は 1,956.09 ㎡です。 

図表 3-1：施設類型別保有状況（延床面積別割合） 

 

  

連番 大分類 施設数 棟数
延床面積
（㎡）

割合

1 町民文化系施設 16 22 5,465.66 10.75%

2 社会教育系施設 4 5 1,640.18 3.23%

3 スポーツ・レクリエーション系施設 4 7 2,513.19 4.94%

4 産業系施設 4 7 746.44 1.47%

5 学校教育系施設 3 31 18,031.54 35.46%

6 子育て支援施設 3 3 1,738.08 3.42%

7 保健・福祉施設 17 20 3,993.45 7.85%

8 行政系施設 14 20 3,396.49 6.68%

9 公営住宅 10 63 11,082.50 21.79%

10 その他 11 14 2,249.61 4.42%

86 192 50,857.14 100.00%合計

主な施設

各地域交流センター　等

図書館、歴史民俗資料館　等

スポーツセンター、体育館　等

ひらお特産品センター　等

佐賀小学校、平生小学校、平生中学校

佐賀保育園、平生幼稚園　等

保健センター、福祉センター、老人憩の家　等

本庁舎、消防分団倉庫　等

町営住宅

佐賀渡船待合所、旧保育園　等
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（２）ハコモノ施設  

本計画において対象とする施設数は、令和 4 年（2022 年）3 月末時点で 86 施設

192 棟であり、総延床面積は 50,857.14 ㎡、町民一人当たりに換算すると 4.47 ㎡

となっています。これは、全国平均の住民一人当たり面積 3.22 ㎡（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」

より）と比較すると 1.25 ㎡上回る過剰面積となりますが、相応の人口規模団体と照ら

し合わせる必要もあります。人口 1～3 万人未満規模の団体の平均は 5.24 ㎡で、比較

すると 0.77 ㎡低く、人口規模からは決して過剰に施設を保有している実態にはありま

せん。 

平成 28 年度（2016年度）の初版管理計画策定時から、令和 3年度（2021 年度）の本計画

の見直し時点までのおよそ 5 年間において、ハコモノ施設の取得はなく、除却の進捗等により、延

床面積は 1,651.91㎡減少しています。ただし、延床面積や棟数の減少については、本計画の見

直しに合わせ、固定資産台帳や施設情報の精査、また、個別施設計画において、施設類型の再振り

分けを行ったため、一部実情と合わない場合があります。 

図表 3-2：住民一人当たりの延床面積 

 

図表 3-3：ハコモノ施設の増減 

 

 

 

 

  

延床面積 

（㎡） 

令和 4 年 1 月 31日

時点人口 

（人） 

【平生町】 

一人当たりの 

延床面積 

（㎡/人） 

【全国平均 

（人口 1～3万人未満）】 

一人当たりの 

延床面積 

（㎡/人） 

50,857.14 11,386 4.47 5.24 

延床面積 施設数 延床面積 施設数

1 集会施設 5,258.82 15 20 10.02% 17.44% 5,314.96 16 22 10.45% 19.28% 56.14 1 2

2 文化施設 150.70 1 1 0.29% 1.16% 150.70 1 1 0.30% 1.20% 0.00 0 0

3 図書館 689.30 1 2 1.31% 1.16% 689.30 1 2 1.36% 1.20% 0.00 0 0

4 博物館等 950.88 3 3 1.81% 3.49% 950.88 3 3 1.87% 3.61% 0.00 0 0

5 スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 2,442.79 3 6 4.65% 3.49% 2,513.19 4 7 4.94% 4.82% 70.40 1 1

6 産業系施設 産業系施設 633.19 2 4 1.21% 2.33% 746.44 4 7 1.47% 4.82% 113.25 2 3

7 学校教育系施設 学校 18,031.54 3 31 34.34% 3.49% 18,031.54 3 31 35.46% 3.61% 0.00 0 0

8 子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 1,738.08 3 3 3.31% 3.49% 1,738.08 3 3 3.42% 3.61% 0.00 0 0

9 高齢福祉施設 3,161.89 14 20 6.02% 16.28% 3,161.88 14 17 6.22% 16.87% -0.01 0 -3 

10 障害福祉施設 80.00 1 1 0.15% 1.16% 80.00 1 1 0.16% 1.20% 0.00 0 0

11 保健施設 751.57 1 1 1.43% 1.16% 751.57 1 1 1.48% 1.20% 0.00 0 0

12 庁舎等 3,154.87 5 10 6.01% 5.81% 3,154.87 5 10 6.20% 6.02% 0.00 0 0

13 その他行政系施設 262.02 10 11 0.50% 11.63% 241.62 9 10 0.48% 10.84% -20.40 -1 -1 

14 公営住宅 公営住宅 12,529.22 12 81 23.86% 13.95% 11,082.50 7 59 21.79% 8.43% -1,446.72 -5 -22 

15 その他 その他 2,674.17 12 21 5.09% 13.95% 2,249.61 11 14 4.42% 13.25% -424.56 -1 -7 

52,509.05 86 215 100.00% 100.00% 50,857.14 83 188 100.00% 100.00% -1,651.91 -3 -27 

延床面積(㎡) 施設数 棟数

増減

町民文化系施設

社会教育系施設

保健・福祉施設

行政系施設

合計

令和3年度見直し策定時点平成28年度初版策定時点

大分類 中分類連番
延床面積(㎡) 施設数 棟数

構成比構成比
延床面積(㎡) 施設数 棟数
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（３）過去に行った対策の実績  

本計画の初版策定（平成 28 年 3 月）以降に、公共施設マネジメントとして実施した対策は、以

下のとおりです。 

図表 3-4：過去に行った対策の実績 

   

連番 施設名称 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 対策実施年度 対策 

1 下横団地（2 棟） 1-4、2-6 70.38 昭和 38 年度 平成 28 年度 除却 

2 隅田団地（1 棟） 2-9 31.50 昭和 37 年度 平成 29 年度 除却 

3 大野町有住宅（1 棟） 60.75 不明 平成 29 年度 除却 

4 隅田町有住宅（4 棟） 194.96 昭和 41 年度 平成 29 年度 除却 

5 森の下町有住宅（1 棟） 48.74 昭和 41 年度 平成 29 年度 除却 

6 尾土路団地（1 棟） 2-9 31.46 昭和 44 年度 平成 30 年度 除却 

7 隅田団地（1 棟） 2-18 31.50 昭和 37 年度 平成 30 年度 除却 

8 下横団地（1 棟） 1-10 37.26 昭和 38 年度 令和元年度 除却 

9 上横団地（2 棟） 1-7、2-6 68.60 昭和 43 年度 令和元年度 除却 

10 旧植検事務所 レンガ倉庫 28.91 不明 令和元年度 除却 

11 隅田住宅コミュニティ集会所 48.74 昭和 37 年度 令和 2 年度 除却 

12 佐賀若者定住促進住宅（5 棟） 540.41 平成 16 年度 令和元年度 売却 

13 佐賀若者定住促進住宅（4 棟） 434.43 平成 16 年度 令和 2 年度 売却 

合計 1,627.64    
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（４）建築年別整備状況  

高度経済成長期等において社会資本整備のため、主に昭和 40年代から平成初期（1960年代か

ら 1992 年頃）にかけて、学校教育系施設や公営住宅等、各種のハコモノ施設を整備してきまし

た。総延床面積 50,857.14 ㎡のうち、 昭和 56 年（1981 年）の建築基準法改正以前のハコモ

ノ施設（旧耐震基準）は 24,172.64 ㎡（47.53％）、改正以降のハコモノ施設（新耐震基準）は

26,684.50 ㎡（52.47％）となっています。 

なお、本町は平成 24 年（2012 年）以降、新庁舎整備事業までの間にハコモノ施設の新規整備

による延床面積の増はありません。 

 

図表 3-5：施設類型ごとの年度別整備延床面積 

 

 

 

 

 

 

  

旧耐震基準 

昭和 56 年（1981 年）以前 

24,172.64 ㎡ 47.53％ 

新耐震基準 

昭和 57 年（1982 年）以降 

26,684.50 ㎡ 52.47％ 
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（５）ハコモノ施設の更新推計費用  

本町のハコモノ施設は、今後、さらに老朽化が進行していきます。加えて、照明設備の LED 化

やユニバーサルデザイン化等、社会的なニーズに応じた機能の更新も求められていますが、多くの

施設で対応が行き届いていないのが実態です。 

これらの施設の更新費用の増大が避けられないうえに、人口減少等に伴う歳入の減少が財政的な

制約として大きく影響してくることが見込まれます。 

このような状況の中、いかにして計画的かつ効率的に施設の維持管理等の対応を行うかが大きな

課題となっています。 

 

図表 3-6：ハコモノ施設の更新推計費用額（単純更新した場合） 

施設類型 40 年間の更新費用額 1 年当たりの更新費用額 

ハコモノ施設 242.3 億円 6.1 億円 

 

図表 3-7：年度別ハコモノ施設の更新推計費用額（単純更新した場合） 
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本町が所有するハコモノ施設について、仮に全ての施設に対して長寿命化工事を実施した場合、

今後 40 年間で 199.4億円の費用を要し、40年間で平均すると、毎年 5.0 億円かかる試算とな

りました。 

 

図表 3-8：ハコモノ施設の更新推計費用額（長寿命化） 

施設類型 40 年間の更新費用額 1 年当たりの更新費用額 

ハコモノ施設 199.4 億円 5.0 億円 

 

図表 3-9：年度別ハコモノ施設の更新推計費用額（長寿命化） 
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２．インフラ施設の現状と課題  

（１）インフラ施設の現状  

インフラ施設は、日常生活や産業の基盤となる公共施設であり、町民生活や地域経済活動に欠か

すことのできない施設です。 

図表 3-10：インフラ施設の保有量 

 

 

 

 

 

 

（２）インフラ施設の更新推計費用  

本町所有のインフラ施設のうち、道路や橋梁等の中には、建設から半世紀を超えているものもあ

り、今後急速に老朽化が進行すると予想されます。 

下記のインフラ施設の今後 40年間の維持更新費用は、総額約 142.3億円（年平均約 3.5億円）

となります。 

これらのインフラ施設の維持更新に要する経費が、今後増大することが予測される中、財政状況

による制約の範囲内において、計画的かつ効率的に維持管理することが大きな課題となってきます。 

図表 3-11：インフラ施設の整備額（今後 40年間） 

 

 

 

 

 

  

インフラ施設 総延長（m） 総面積（㎡） 

道路 155,891 741,863 

橋梁 894 5,534 

下水道 88,120  

インフラ施設 40 年間の更新費用額 1 年当たりの更新費用額 

道路 77.2 億円 1.9 億円 

橋梁 19.5 億円 0.5 億円 

下水道 45.6 億円 1.1 億円 

合計 142.3 億円 3.5 億円 

※道路は、町道・農道・林道を合算 

※橋梁は、PC 橋・RC 橋・鋼橋・石橋を合算 

※下水道は、公共下水道事業・漁業集落排水事業を合算 

※令和 3 年 3 月末時点 
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３．公共施設等の管理上の課題  

（１）施設の老朽化  

 

 ハコモノ施設については、全体的に老朽化が進んでいます。今後、ハコモノ施設の安全性を保

つための大規模改修や建替え等に係る経費の増加が見込まれます。 

 大規模改修等だけでなく、継続的にハコモノ施設を維持管理するための修繕等に係る経費につ

いても、適正な予算を確保し続けていく必要があります。 

 インフラ施設については、耐用年数に応じた維持管理等を適切に行い、更新費用の平準化に努

める必要があります。 

 ハコモノ施設及びインフラ施設については、本町が保有する必要性及び今後も継続して維持を

行う場合におけるコストの検証が必要であり、今後も継続して使用する公共施設等については、

適切かつ計画的な維持管理や大規模改修、長寿命化等に努めることで、公共施設等の老朽化に

よる不具合等を解消し、同時に財政負担の軽減・平準化を図る必要があります。 

 公共施設の劣化状況を示す指標として、有形固定資産減価償却率（※1）があります（総務省 

財政状況資料集）。本町の平成 27 年度から令和元年度における減価償却率は、総じて上昇傾

向にあり、老朽化が進行していると言えます。今後、大規模改修や建替え等の更新が必要な施

設に対する計画的な投資を行い、総資産量の適正維持に努めていく必要があります。 

 

図表 3-12：有形固定資産減価償却率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

※1 減価償却：時間の経過や使用によって価値が減少する資産を取得したときに、その費用を使

用可能期間に応じて計上していくという会計処理のことです。減価償却率の値が大きいほど、

取得してからの時間が経過している、つまり古い資産が多いことを示しています。 
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（２）ニーズの変化  

 

 人口減少、少子高齢化が進んでいることに伴い、公共施設等に対するニーズの変化に対応する

必要があります。 

 社会状況の変化を見極めながら、施設の複合化、集約化、設備の更新等、また、現在利用され

ていない施設の処分等、保有総量の適正維持を図りながらも、各種のニーズ等に対応できる施

設運営が必要になります。 

 

（３）財源の不足  

 

 生産年齢人口の減少に伴う税収の減少、高齢化の進展による扶助費の増加等、厳しさを増す財

政状況の中、公共施設等の維持管理、大規模改修、建替え等に対応するための財源確保には、

困難を窮める状況が予測されます。 

 計画的な維持管理及び長寿命化等に努め、財政負担の軽減・平準化を図る必要があります。ま

た、公共施設等の使用料の見直しや施設運営について民間活力の導入、公共施設等の新築等の

際に減築の検討や使用する部材、発注方法の見直しに取り組む必要があります。 

 財政基金は、今後の財政需要への備えとして、新庁舎整備事業、社会保障関連経費等の増加に

対応するほか、災害等の非常時に要する経費に備え、基金を確保し、財源不足の解消を図りま

す。 

 その他特定目的基金のうち、公共施設整備基金は、直近では特に新庁舎建設事業のための積み

増しをしてきましたが、今後、庁舎以外における公共施設等の老朽化対策や解体の財源確保の

ため、計画的に積立てを行う予定です。 
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図表 3-13：基金残高に係る経年比較 

 

 

 

 

 

  

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

379 421 486 367

5 5 5 5

137 142 160 188

ふるさと振興基金 78 78 78 78

公共施設整備基金 25 30 46 72

まちづくり基金 23 23 23 23

地球温暖化対策推進基金 5 5 5 5

ボートパーク管理基金 5 5 5 5

森林環境整備基金 - - 1 3

521 568 651 560

区分

基金残高合計

財政基金

減債基金

その他特定目的基金

年度

（百万円） 
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第４章 公共施設等の管理に関する基本方針  

１．公共施設等総合管理計画における３つの基本方針  

 

今後、健全で持続可能な平生町を実現するためには、個別の公共施設を単に「維持・管理」して

いくだけではなく、公共施設全体を「行政サービスの拠点」であり「経営資源」として捉えて、効

率的で効果的な活用に努めるため「経営的視点」を持つことが必要不可欠です。 

このため、本町では以下の３つの基本方針に基づいて、本計画を推進していきます。 

 

基本方針１ 公共施設等の長寿命化・耐震化の推進及び管理運営の効率化の推進  

 

公共施設等のあり方や必要性について、町民ニーズや政策との整合性のほか、費用対効果等を検

証します。検証の結果、今後も活用することが求められる公共施設等については、定期的な点検や

診断により計画的に修繕等を実施し、長寿命化とライフサイクルコスト（※2）の縮減を図り、こ

れからも安全で快適な各種サービスを維持しながら、財政負担の軽減と平準化を実現します。 

また、『平生町耐震改修促進計画』に基づき、公共施設等の耐震化を促進します。『平生町耐震

改修促進計画』の対象とならない公共施設等については、防災拠点等の重要度の高いものから耐震

化を検討します。 

サービスの提供にかかる事業運営費については、運営方法の見直しなど、最適な事業実施手法を

検討し、コスト縮減を図ります。 

 

基本方針２ 総資産量の適正化 

 

ハコモノ施設については、今後の人口減少や財政状況を踏まえて、総資産量の適正な保有量の見

直しを行い、必要とされるサービス水準の維持のため不可欠な施設総量は確保したうえで、必要性

の低いものについては縮減を検討していきます。 

インフラ施設については、各長寿命化計画の方針に沿って進めていきます。道路、橋梁、下水道

などの施設類型ごとの特性を考慮して、生活関連資産としての重要性や中長期的な視点に立って点

検し、その総量の適正化を図っていきます。 

 

※2 ライフサイクルコスト：生涯費用とも呼ばれ、公共施設等の建設・設置から、維持管理、解

体・撤去に至るまでの全期間に要する全ての費用のことです。  
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基本方針３ 民間企業や他の自治体、住民との連携とノウハウ等の活用・導入  

 

ＰＰＰやＰＦＩ（※3）等の民間活力を積極的に導入することにより、施設整備や管理において

経営的視点に立った運営を実現するとともに、官民役割分担の適正化や財政負担の軽減とサービス

水準の向上の両立を目指します。 

また、他の自治体や住民との連携を強化し、より効率的な公共サービスの提供を検討していきま

す。施設更新や改修の際には、省エネ面の向上やユニバーサルデザインにも配慮した機能の導入に

努めます。 

 

※3 ＰＰＰ、ＰＦＩ：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

供を図るという考え方です。指定管理者制度や包括的民間委託等も含まれます。 
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２．公共施設等総合管理計画の具体的な取り組み  

 

公共施設等総合管理計画の３つの基本方針を踏まえて、以下の取り組みを推進します。 

 

基本方針１ 公共施設等の長寿命化・耐震化の推進及び管理運営の効率化の推進  

Ⅰ．ハコモノ施設 

① 耐震化の促進のほか、点検等に基づいた長期的な修繕計画を策定して、計画的な維持管理

を推進することにより、長寿命化を図るとともにライフサイクルコストを縮減します。 

② 計画的な修繕等により、維持更新に係る経費の平準化を図ります。 

③ 施設の管理運営にかかる費用を算出し、効率化や運営方法の見直しを行い、コスト縮減に

向けて全庁的に取り組みます。 

 

Ⅱ．インフラ施設 

① 道路、河川、公園等の施設類型ごとの特性や必要性を考慮して、計画的な維持管理を実施 

します。 

② インフラ施設を長期間安全に利活用するため、ライフサイクルコストを考慮して計画的な

修繕を実施します。 

 

基本方針２ 総資産量の適正化 

Ⅰ．ハコモノ施設 

① ハコモノ施設は、将来的な人口減少を踏まえ、本町における適正な保有量の維持に努める

ため、保有する施設を廃止・複合化、集約化、用途変更するなど、住民サービスの大幅な低

下を招かないよう配慮しながら 施設保有総量の維持・縮減に取り組みます。 

本町における町民一人当たりの延床面積は、第３章で示したとおり 4.47㎡でありますが、

これは人口区分別平均（人口 1～3 万人未満）の住民一人当たりの延床面積 5.24 ㎡と比べ

ると、0.77㎡低くなっています。よって、本町のハコモノ施設の総量に関しては、現状と

しては適正規模の範囲内であると判断できると考えます。今後は将来展望人口を考慮しなが

ら、引き続き、総資産量の適正化に努めるものとします。本町は、南北に長い地形と集落が

点在する特性もあり、現実問題として大幅な削減が見込みにくいことなどから、本計画にお

いては現状規模の住民一人当たりの延床面積の維持を原則としつつ、現に不要と判断される

施設の除却を適切に実施し、計画期間内での 15％以上の縮減目標の到達を目指していくこ

ととします。 

② 施設を新設する場合は、中長期的な計画に基づいて機能の複合化や集約化をさせることを

前提に、費用対効果を考慮して実施します。 

③ 施設の廃止により生じる跡地については、売却することを原則とします。 
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Ⅱ．インフラ施設 

① インフラ施設の整備にあたっては、人口減少等の社会情勢の変化やそれに伴うニーズの変

化を的確にとらえ、財政状況の推移も予測しながら、中長期的に計画的に必要施設の整備等

を実施します。 

② 整備・更新については、経済性や合理性等の観点から将来展望に立った視点を持ち、その

必要性や緊急性から判断します。 

③ 維持・縮減については、各長寿命化計画におけるトータルコストの縮減率等の方針に沿っ

て進めます。 

 

基本方針３ 民間企業や他の自治体、住民との連携とノウハウ等の活用・導入  

Ⅰ．ハコモノ施設 

① ＰＰＰやＰＦＩ等の手法により、効果的・現実的な選択による施設整備や管理運営につい

て民間活力を導入し、そのノウハウ等を活用したサービス提供を推進します。 

② 民間事業者との契約方法等について、効率的・効果的な方式等の検討を行います。 

③ 町民主体の施設運営について検討し、ニーズに合ったサービスの提供と財政負担の軽減を

目指します。 

④ 近隣市町との公共施設等の相互利用や共同運用、サービス連携、役割分担等により効率化

を図ります。 

⑤ 施設のユニバーサルデザイン化にあたっては、住民ニーズを十分踏まえ必要性を精査して 

対応に取り組みます。 

 

Ⅱ．インフラ施設 

① 先進的な取り組みを実施している他団体の事例等を取り入れ、効率的・効果的な維持管理

の実現に取り組みます。 

② ＰＰＰやＰＦＩ等の手法を導入し、民間活力を活かした施設整備や管理運営による取り組

みを推進します。 

③民間事業者との契約方法等について、効率的・効果的な方式等の検討を行います。 
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３．公共施設等総合管理計画の実施  

本計画を円滑に推進し実効性のあるものとするため、29 ページのとおり、『平生町公共施設等

総合管理計画推進委員会』（以下、「推進委員会」という。）を中心とした推進体制を構築し、各

施設等の維持管理担当課（以下、「施設等所管課」という。）と推進事務局、推進本部が連携して

以下の方策により実施します。 

（１）個々の公共施設等における方向性の選定 

令和 2 年度（2020 年度）において、個々の公共施設等ごとに利用度や維持管理コスト、老朽

化度を分析するとともに、将来的な町民ニーズや政策適合性も加味して、各施設等の長期的な整備

等の方向性（管理方針）を示すため、ハコモノ施設に係る平生町個別施設計画を策定しました。な

お、個別施設計画において設定した施設の管理方針は、次のとおりです。 

① 現状維持 

以下に該当する施設については、計画期間中は「現状維持」とします。 

・築年数が新しい。 

・劣化診断において、劣化が進んでいない。 

・小規模な施設のため、大規模な改修を要しない。 

・老朽化が進んでおり、計画期間以降すぐに建て替えが予定されている。 

・使用用途を検討中である。 

・取壊しや廃止を検討しているため、大規模な改修を要しない。 

 

 ② 予防保全的な改修 

  軽微な修繕を予定している施設や劣化診断結果において評価として C または D 判定があり、

部位修繕が必要な施設については、計画期間中は「予防保全的な改修」とします。 

 

 ③ 廃止検討 

  取壊しに向けて、用途廃止を検討している施設については、計画期間中は「廃止検討」としま

す。 

 

 ④ 取壊し 

  取壊しを予定している施設については、計画期間中は「取壊し」とします。 

 

 ⑤ 建替え 

  建替えを予定している施設については、計画期間中は「建替え」とします。 

 

 ⑥ 検討中 

  今後の方針が決定していないため、計画期間中は「検討中」とします。 
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 ⑦ 長寿命化改修・大規模改修 

  上記①～⑥に該当しない施設については、計画期間中は「長寿命化改修・大規模改修」としま

す。 

 

図表 4-1：平生町個別施設計画において設定した施設の管理方針 

管理方針 施設数 棟数 
延床面積 

（㎡） 

①現状維持 59 101 23,326.29 

②予防保全的な改修 9 9 3,078.94 

③廃止検討 7 25 2,783.42 

④取壊し 9 16 2,899.59 

⑤建替え 3 3 1,222.36 

⑥検討中 1 1 105.98 

⑦長寿命化改修・大規模改修 11 34 17,753.04 

※施設によって管理方針が複数設定されている場合があります。 

 

  なお、平生町個別施設計画において③廃止検討及び④取壊し事業を全て完遂したと仮定した場

合、本町のハコモノ施設の総延床面積は 45,486.61 ㎡となり、策定当初からは 7,022.44㎡

の削減が進むことになります。この場合において、今後も維持管理等を行うと判断されたハコモ

ノ施設に対して長寿命化工事を行った更新推計費用は、40 年間で約 178.6 億円となり、1 年

当たりの更新費用額は 4.5 億円となります。 

 

図表 4-2：年度別ハコモノ施設の更新推計費用額（平生町個別施設計画を反映） 

 

  



 

24 

この削減完遂の場合の面積は、計画初版策定時の延床面積（9 ページ参照）から 13.4％の減少

に相当し、縮減目標とする 15％に迫るものです。新設等により増加する想定は必要ですが、計画

期間内の削減については、引き続きこのパーセンテージを目標に取組みを進めていくこととします。 

 

図表 4-3：ハコモノ施設更新費用推計の比較 
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（２）個別施設計画の策定 

個別のハコモノ施設ごと、インフラ施設ごとに個別施設計画を策定しています。今後、未策定の

施設については必要に応じて策定を行うものとし、策定済みの個別施設計画又は長寿命化計画等に

ついても、計画内容の更新や見直し等を随時行うものとします。 

 

図表 4-4：個別施設計画等の策定状況等 

施設類型 主な関連計画 担当課 

ハコモノ施設全般 平生町個別施設計画 総務課 

スポーツ・ 

レクリエーション系施設 
平生町スポーツ推進計画 教育委員会 

学校教育系施設 
平生町学校施設耐震化推進計画 

平生町学校施設の長寿命化計画 
教育委員会 

行政系施設 平生町役場新庁舎建設基本構想・基本計画 総務課 

公営住宅 平生町公営住宅等長寿命化計画 建設課 

土木系施設 平生町橋梁長寿命化修繕計画 建設課 

下水道系施設 
平生町汚水処理施設アクションプラン 

平生町下水道事業経営戦略 
建設課 

※令和 2 年度（2020 年度）末時点 
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４．実施方針について  

（１）点検・診断等の実施方針  

 

 施設や設備等の劣化及び機能低下を早期に発見するため、各施設担当職員による点検を実施

します。 

 定期的に点検を行い、不具合・危険箇所の早期発見に努め、予防保全につなげるものとしま

す。 

 点検・診断結果については、その結果を庁内で一元管理し、老朽化対策等に活用できるよう

にします。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針  

 

 施設の維持管理については、指定管理者制度の導入等の民間ノウハウを活用し、効率化やサ

ービスの向上を図ります。 

 修繕については、計画的な予防保全による維持管理を行うことで、コストの圧縮を図ります。

また、大規模改修等の実施については、緊急性・重要性等を踏まえて実施時期の調整を行う

ことにより、年度間の財政負担の平準化を図ります。 

 更新を行う場合は、集約化や複合化、統廃合について検討を行います。 

 維持管理・修繕・更新等の履歴を、庁内で蓄積・共有し、老朽化対策等に生かします。 

 

（３）安全確保の実施方針  

 

 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、立入禁止等の安全措置を実

施し、利用者の安全確保を図ります。 

 今後も継続利用する公共施設等については、緊急性・重要性を勘案し、必要な改修工事等を

実施します。 

 現在かつ今後も公共施設として利活用する見込みのない施設については、除却・売却を検討

します。 

 

（４）耐震化の実施方針  

 

 災害時において、被害情報の収集や災害対策の指示を行う施設及び防災拠点として重要な役

割を果たす施設については、耐震診断及び耐震改修工事の実施を検討します。 
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（５）長寿命化の実施方針  

 

 建築物は、躯体の健全性が確保されてはじめて長期に使用することが可能となります。躯体

の健全性を測る指標としては、コンクリート中性化深さ、鉄筋の腐食度、コンクリート圧縮

強度等があります。今後は、耐用年数を目安に詳細診断（躯体の健全性調査）を実施し、結

果が良好であれば長期に使用するものとし、目標耐用年数を次のように設定します。 

 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造については、躯体の建築物を標準で 60 年間使用することと

し、躯体の健全性調査結果が良好な場合には、80 年以上使用します。 

 

図表 4-5：長寿命化のイメージ（目標耐用年数 80年） 

 

 

大規模修繕 長寿命化改修 

経年劣化による損耗、機能低

下に対する機能回復工事 

経年劣化による機能回復工事と、耐用性、快適性、 

省エネ性を確保するための機能向上工事 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・トイレ改修 

・内装改修 

・設備機器改修 

・劣化の著しい部位の修繕 

・故障、不具合修繕 等 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・トイレ改修 

・内装改修 

・設備機器改修 

・劣化の著しい部位の修繕 

・故障、不具合修繕 等 

・コンクリート中性化対策 

・鉄筋の腐食対策 

・バリアフリー改修 

・外壁、屋上の断熱化改修 

・省エネルギー機器への 

更新 

  

性能

（劣化度）

経年

（年）

要求水準

大規模修繕 長寿命化改修

竣工 10               20                 30                40                 50                 60                 70            80

建替え大規模修繕
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（６）ユニバーサルデザイン化の推進方針  

 

 「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」（平成 29 年２月 20日決定・令和２年 12 月

20 日一部改正、ユニバーサルデザイン２０２０関係閣僚会議決定）及び山口県の「山口県

ユニバーサルデザイン行動指針」（平成 15 年３月）における考え方等を踏まえ、公共施設

等の計画的な改修等によるユニバーサルデザイン化の推進を図ります。 

 

（７）脱炭素化の推進方針  

 地球温暖化への対策として、施設の更新等の際には、太陽光発電等による再生可能エネルギ

ーの導入を検討し、地域の脱炭素化に努めます。 

 

（８）統合や廃止の推進方針  

 公共施設の統合や廃止の決定・実施については、老朽化や利用状況等の調査のほか、人口動

態・人口年齢構成等を検証し、将来を見据えた適正な配置と効率的な管理を検討します。 

 そのまま維持することが不適当と認められる公共施設では、統合や解体といった検証を進め

る一方、余剰となった施設や敷地について、売却の可能性を検討します。 

 新規施設の建設や施設の更新について検討する場合、まず既存施設（民間施設も含む）の有

効利用について検討し、将来的な維持管理コストの試算を踏まえて判断します。 

 

（９）行政サービス水準等の検討  

 

 公共施設等の老朽化、利用者数、維持管理コスト等の状況を踏まえ住民サービスの水準とと

もに使用料の見直しを検討します。 

 公共的関与の必要性が低いと判断された施設については、民間への譲渡等について検討しま

す。 

 

（10）ＰＰＰ／ＰＦＩの活用  

 

 住民サービスの低下を招くことなく、行政運営の効率化が期待できる事務事業については、

民間等への委託等を検討します。 

 公共施設等の更新や利活用に際しても、他団体の事例等も参考にしながら、本町において導

入が可能か分析を行い、町民の意見や民間の技術やノウハウ、資金等の活用を検討します。 
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（11）市区町村域を越えた広域的な検討  

 

 近隣市町と公共施設等の相互利用や活用面での連携を検討します。 

 

（12）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  

 

 推進委員会を中心に、施設等所管課と連携をとりながら効率的な公共施設マネジメントの推

進を図るため、施設等所管課が所有する施設情報について一元管理を行い、地方公会計制度

や固定資産台帳システム、施設マネジメントシステムを活用し、総合的かつ計画的な公共施

設マネジメントの推進を図ります。 

 公共施設等の利活用や保全に関する研修等への参加を推進し、職員の知識習得に努めます。 

 

（13）フォローアップの実施方針  

 

 計画期間中も、社会状況の変化や財政状況、事業の進捗状況等に応じて見直しを行うものと

します。 

 計画に位置付けられた事業は、施設担当課において優先度判定や事業の方向性など十分な検

討を経て予算要求することとし、当該年度の予算査定等において事業費を確定するものとし

ます。 

 実施計画及び各年度の工事実績についても施設マネジメントシステムにおいて管理し、翌年

度以降の展開に向けて適宜、見直しを行うことで、計画の確実な推進を図ります。 

 本計画が実効性をもって着実に進捗していくために、推進体制（後述）のもと、今後の各個

別施設計画等との連携を行い、ＰＤＣＡサイクルにより、計画・実施・評価・見直しを継続

的に図ることとし、このサイクルの期間は５年とします。 

 

図表 4-6：ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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（14）議会や町民との情報共有  

 

 公共施設等に関して、議会や町民に対しても十分な情報提供を行います。 

 公共施設等の情報公開が、民間活力の活用のきっかけとなることから、公共施設等に関する

情報の公開に努めます。  
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５．推進体制  

本計画の推進にあたっては、総資産量や施設等ごとの現状を把握し、推進委員会により全体

を一元管理しながら、組織横断的な機能調整を発揮させて、進行管理を実施するとともに方針

の決定や目標の見直しを随時行います。 

 

図表 4-7：平生町公共施設等総合管理計画推進委員会役割表 

 

図表 4-8：平生町公共施設等総合管理計画推進委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進本部 課長会議 副町長を本部長とし、重要事項について課長会議で協議 

推進事務局 

財産管理担当 

（総務課） 

本計画全体の調整・とりまとめ、固定資産台帳の管理、 

個別施設計画の策定支援・進捗管理 

財政担当 

（総務課） 

維持管理及び更新費用等の予算措置、財政負担の把握と 

平準化 

技術・営繕担当 

（建設課） 

施設の点検・維持管理・更新等について技術的支援、 

更新・解体費用の算出 

施設等所管課 施設等所管課 関連計画の策定・更新、各個別施設計画の実行 
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第５章 施設類型ごとの基本方針 

１．町民文化系施設  

（１）施設概要  

図表 5-1：町民文化系施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■礒崎団地集会所（平生村 886-3） 

 集会所 木造 45.13 昭和63年度 建設課 現状維持 

■ホームタウン平生集会所（平生村 635-5） 

 集会所 木造 67.90 平成12年度 建設課 現状維持 

■宇佐木地域交流センター（宇佐木 485-2） 

 宇佐木地域交流センター 鉄骨造 294.84 昭和61年度 地域振興課 現状維持 

 倉庫 木造 16.56 昭和61年度 地域振興課 現状維持 

 ふれあいの館 鉄骨造 175.00 平成11年度 地域振興課 現状維持 

■佐賀地域交流センター尾国分館（尾国 463-2） 

 佐賀地域交流センター尾国分館 鉄骨造 251.83 昭和58年度 地域振興課 取壊し 

 佐賀地域交流センター尾国分館 増築 鉄骨造 37.40 平成14年度 地域振興課 取壊し 

■音楽道場（平生村 241-2） 

 音楽道場 鉄骨造 150.70 平成 3 年度 教育委員会 現状維持 

■旧消防第 3 分団機庫（竪ケ浜 358-1） 

 倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 20.40 不明 地域振興課 
建替え 

（更新・改築） 

■旧勤労青少年ホーム（平生村 178） 

 旧勤労青少年ホーム 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 634.48 昭和50年度 地域振興課 現状維持 

■佐賀地域交流センター（佐賀 1525-1） 

 佐賀地域交流センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 995.15 昭和49年度 地域振興課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 佐賀地域交流センター 増築 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 61.51 平成 8 年度 地域振興課 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■佐賀地域交流センター田名分館（佐賀 3740-2） 

 佐賀地域交流センター田名分館 鉄骨造 215.30 昭和60年度 地域振興課 現状維持 

■佐賀地域交流センター佐合分館（佐合島 240） 

 佐賀地域交流センター佐合分館 木造 147.42 昭和57年度 地域振興課 現状維持 

■竪ヶ浜地域交流センター（竪ケ浜 358-26） 

 竪ヶ浜地域交流センター 鉄骨造 181.22 昭和62年度 地域振興課 現状維持 

 控所 木造 6.48 平成 5 年度 地域振興課 現状維持 

■田布路木老人集会所（宇佐木 595-14） 

 集会所 木造 58.15 昭和49年度 町民福祉課 現状維持 

■平生まち・むら地域交流センター（平生村 178） 

 平生まち・むら地域交流センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 887.41 昭和50年度 地域振興課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 機械室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 74.70 昭和50年度 地域振興課 現状維持 

■豊田コミュニティ集会所（平生村 627-4） 

 集会所 木造 39.75 昭和61年度 地域振興課 現状維持 

■中村集会所（大野南 750-17） 

 集会所 鉄骨造 60.48 昭和50年度 建設課 取壊し 

■大野地域交流センター（大野南 803-1） 

 大野地域交流センター 鉄骨造 549.60 昭和55年度 地域振興課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

■曽根地域交流センター（曽根 1869-1/外 3 筆） 

 曽根地域交流センター 鉄骨造 494.25 平成24年度 地域振興課 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（２）施設の現状と課題  

 

 集会施設の多くは、本町にて管理を行っていますが、一部の集会施設については、自治会に管理

を依頼している施設もあります。また、老朽化が進んでいる施設があり、雨漏りや耐震性能が不足

している施設もあります。 

今後、利用状況等を検証し、施設の改修等を行う必要があります。 
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（３）今後の管理方針  

 

集会施設は、町民の文化活動や憩いの場として利用されています。今後、施設や設備等の老朽化

が進んでいる施設については、利用状況や将来的な人口減少等を勘案し、集約化・複合化等の検討

を行い、継続して住民が利用しやすい環境を整えるものとします。 
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２．社会教育系施設  

（１）施設概要  

図表 5-2：社会教育系施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■阿多田交流館（佐賀 3900-14） 

 阿多田交流館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 240.50 平成16年度 教育委員会 現状維持 

■図書館（平生町 193-4） 

 図書館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 351.00 昭和42年度 教育委員会 
建替え 

（更新・改築） 

 図書館 増築 鉄骨造 338.30 平成 3 年度 教育委員会 現状維持 

■民具館（平生町 193-23） 

 民具館 鉄骨造 298.58 平成元年度 教育委員会 現状維持 

■歴史民俗資料館（平生町 193-4） 

 歴史民俗資料館 鉄骨造 411.80 昭和58年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（２）施設の現状と課題  

 

図書館は、築後 50年以上が経過し、老朽化が進んでいるため改修等の対策を講じる必要があり

ます。そのため、施設の利用状況等を踏まえながら、施設や設備の改修等を行う必要があります。 

阿多田交流館や民具館、歴史民俗資料館については、学校行事や生涯学習等ともさらに連携を進

め、利用促進を図る必要があります。 

 

（３）今後の管理方針  

 

『第五次平生町総合計画』において、特色ある図書館づくりや利用促進を目指した施策を掲げて

おり、それらに対応するべく施設等の適切な維持管理を行います。今後、図書館は、照明設備の

LED 化や建替え等を検討し、利用促進及び設備環境の向上を図ります。 

その他の施設については、図書館と同様に利用促進を図りながら、施設等の適切な維持管理を行

います。 
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３．スポーツ・レクリエーション系施設  

（１）施設概要  

図表 5-3：スポーツ・レクリエーション系施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■スポーツセンター（平生町 193-4） 

 クラブハウス 鉄骨造 59.62 平成 2 年度 教育委員会 現状維持 

■体育館（平生村 241-2） 

 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,437.28 昭和54年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 倉庫 1 鉄骨造 68.04 平成16年度 教育委員会 現状維持 

 倉庫 2 軽量鉄骨造 59.54 平成22年度 教育委員会 現状維持 

 倉庫 3 鉄骨造 48.60 昭和60年度 教育委員会 現状維持 

■武道館（平生村 241-2） 

 武道館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 769.71 昭和60年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

■運動広場（佐賀 11553） 

 管理棟 軽量鉄骨造 70.40 平成 5 年度 教育委員会 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（２）施設の現状と課題  

 

本町のスポーツ施設は、町民の健康増進や体力・運動技術の向上を図る場として、また、スポー

ツイベント等の会場として利用されています。しかし、施設や設備等の老朽化が進んでいるため、

継続的に安全に使用できるように、定期的なメンテナンスを行っていく必要があります。 

 

（３）今後の管理方針  

 

『平生町スポーツ推進計画』に基づき、既存施設については、整備充実に努めるものとします。

今後、施設や設備等の老朽化に対しては、利用状況等を踏まえ、計画的な改修等を検討します。ま

た、その際に生じる費用については、できる限り自主財源で当該費用を賄うことができるように、

施設の利用促進による使用料等自主財源の確保を目指します。 

なお、日常的な維持管理については、施設運営の効率化とサービスの向上の両立を目指します。  
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４．産業系施設  

（１）施設概要  

図表 5-4：産業系施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■ひらお特産品センター（平生町 589-21） 

 ひらお特産品センター 鉄骨造 346.26 平成10年度 産業課 
修繕。予防保

全的な改修 

■ひらおハートピアセンター（佐賀 10807-3） 

 ひらおハートピアセンター 鉄骨造 241.32 昭和63年度 産業課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 ひらおハートピアセンター 増築（浴室） 鉄骨造 38.32 平成12年度 産業課 
修繕。予防保

全的な改修 

 身障者用トイレ 木造 7.29 平成 3 年度 産業課 現状維持 

■丸山海浜パーク（佐賀 3061） 

 管理棟 鉄骨造 87.50 昭和63年度 産業課 現状維持 

■大星山運動公園（佐賀 10554-34） 

 展望台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 20.25 昭和62年度 産業課 現状維持 

 便所 鉄骨造 5.50 平成 3 年度 産業課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（２）施設の現状と課題  

 

産業系施設は、主に本町の農林漁業に資するための施設や観光産業において必要な施設ではあり

ますが、老朽化が著しく、また、利用率が低い施設もあります。 

今後、利用状況を検証し、施設や設備の改修等を行う必要があります。 

 

（３）今後の管理方針  

 

 施設の利用促進を図るとともに、継続して安全に使用できるよう、必要に応じて、施設等の改修

等を行います。 
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５．学校教育系施設  

（１）施設概要  

図表 5-5：学校教育系施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■佐賀小学校（佐賀 2022） 

 倉庫 鉄骨造 45.00 昭和53年度 教育委員会 現状維持 

 特別教室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 285.00 昭和55年度 教育委員会 現状維持 

 普通・特別教室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,553.25 昭和61年度 教育委員会 現状維持 

 屋内運動場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 840.00 昭和62年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 倉庫 鉄骨造 15.00 昭和62年度 教育委員会 現状維持 

 プール専用付属室 木造 58.32 平成11年度 教育委員会 
修繕。予防保

全的な改修 

■平生小学校（大野南 83） 

 第 1 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,666.10 平成22年度 教育委員会 現状維持 

 第 2 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,671.76 昭和39年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 第 2 校舎 増築(シャワー室、宿直用） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.00 昭和63年度 教育委員会 現状維持 

 第 2 校舎 増築(給食室) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 25.20 平成 9 年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 第 3 校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 819.96 昭和52年度 教育委員会 現状維持 

 屋内運動場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,337.50 平成 3 年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 倉庫 鉄骨造 68.16 昭和40年度 教育委員会 
建替え 

（更新・改築） 

 倉庫 鉄骨造 48.05 平成 4 年度 教育委員会 現状維持 

 倉庫 鉄骨造 9.14 平成22年度 教育委員会 現状維持 

 渡り廊下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 27.00 平成 2 年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 トイレ・更衣室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 61.25 昭和62年度 教育委員会 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■平生中学校（曽根 1844） 

 教室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,660.50 昭和45年度 教育委員会 現状維持 

 教室棟 トイレ 増築 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.00 平成 7 年度 教育委員会 現状維持 

 管理特別教室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,837.00 昭和46年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 屋内運動場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,302.95 昭和47年度 教育委員会 現状維持 

 渡り廊下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 34.25 昭和47年度 教育委員会 現状維持 

 倉庫 鉄骨造 19.44 昭和47年度 教育委員会 現状維持 

 プロパン庫 鉄骨造 9.40 昭和47年度 教育委員会 現状維持 

 倉庫 鉄骨造 19.80 昭和48年度 教育委員会 現状維持 

 プール付属棟（更衣室） 木造 39.59 昭和49年度 教育委員会 現状維持 

 倉庫 鉄骨造 25.92 平成22年度 教育委員会 現状維持 

 特別教室棟 鉄骨造 247.00 昭和59年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 特別教室棟 トイレ 増築 鉄骨造 6.00 平成 4 年度 教育委員会 現状維持 

 部室 鉄骨造 24.00 昭和62年度 教育委員会 現状維持 

 部室 鉄骨造 263.00 平成元年度 教育委員会 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（２）施設の現状と課題  

 

本町では、児童・生徒数の増加により昭和 40 年代から 50 年代にかけ、学校施設の建替えが実

施されていますが、施設が建築されてからは相応の年数が経過しており老朽化が進行しています。 

今後、耐用年限の到来に伴う施設の更新時期を迎えることとなりますが、施設整備には多額の費

用を要し、またその時期が一定期間に集中することから、本町の財政への影響が懸念されています。 

施設の建替えは、構造体の老朽化対応のほかに、設備等の機能低下や老朽化を解消し、利便性や

機能性を向上させるなどの理由により実施されます。 

今後は、現有施設をできるだけ長期間使用する工夫に努め、施設整備にかけるコストを総合的に

抑制していくことといった「予防保全」の考え方に転換していく必要があります。 

 

（３）今後の管理方針  

 

この施設類型については、個別施設計画として『平生町学校施設の長寿命化計画』を策定してお

り、学校施設の長寿命化計画の基本方針等は下記のとおりです。 
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〇学校施設の長寿命化計画の基本方針 

 老朽化が進行した学校施設の整備を行うにあたっては、計画的な整備が重要です。そのため、

これまでのような施設及び設備に不備が生じてから保全を行う「事後保全」から、日頃の計画的・

の計画的・定期的な点検を通して、不具合を未然に防止する「予防保全」への転換を図っていく

ことが必要です。そこから、学校施設の長寿命化を図るために日常の維持管理がしやすい施設づ

くりを行い、日頃からの施設や設備の点検結果等による状況の把握に基づき、屋上防水改修、外

壁改修、内装改修、電気、給排水設備の延命化など国・県の補助金等を活用した計画的な修繕・

更新を行っていきます。 

また、非構造部材の耐震化については、「学校施設における天井等落下防止対策の手引」に基

づいた耐震診断を行った上で、学校毎の対策を講じていきます。 

  

〇学校施設の規模・配置計画等の方針 

  本町の幼稚園、小・中学校は町内にバランスよく配置されていることから、原則として現在の

配置を維持していくこととします。 

適正配置の方策 

・小規模特認校制度の活用 

 佐賀小学校を、学校の教育活動に特色を持たせ、町内全域から希望する児童を受け入れる小

規模特認校としています。 

 

 〇改修等の基本的な方針 

１）長寿命化の方針 

再生整備や予防保全により、内外装改修や設備改修などの老朽化対策、内装の木質化や教育

環境の質的向上を図り、幼稚園、小・中学校の教育環境を早期かつ効率的に改善するとともに、

長寿命化を推進し、財政支出の縮減と平準化を図ります。 

また、学校体育館については、避難場所の中心的な役割を果たすことから、総合的な防災機

能を備えた体育館としての役割が果たせるよう適切な維持保全に努め、老朽化の予防保全を実

施します。 

 

２）目標使用年数、改修周期の設定 

 

図表 5-6：目標使用年数、改修周期一覧 

区分 目標使用年数 大規模改造の周期 長寿命化改修の周期 

校舎 80 年 築 40 年 築 60 年 

体育館 80 年 築 40 年 築 60 年 
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なお、各学校のプールについても老朽化が進んでいます。『平生町学校施設の長寿命化計画』

の中で明記し、今後の機能維持に必要なマネジメントを行っていくこととします。 

 

図表 5-7：学校プールの状況 

学校 構造 設置年度 面積（㎡） 方針 

佐賀小学校 アルミ 昭和 48 年度 － 現状維持 

平生小学校 ステンレス 昭和 63 年度 － 現状維持 

平生中学校 アルミ 昭和 49 年度 － 現状維持 
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６．子育て支援施設  

（１）施設概要  

図表 5-8：子育て支援施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■佐賀保育園（佐賀 1525-1） 

 保育園 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 552.06 昭和49年度 町民福祉課 現状維持 

■中央児童館（大野南 94） 

 児童館 鉄骨造 406.03 平成 9 年度 町民福祉課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

■平生幼稚園（大野南 92-2） 

 幼稚園 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 779.99 昭和56年度 教育委員会 
修繕。予防保

全的な改修 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（２）施設の現状と課題  

 

保育機能や児童館としても使用されている施設で、継続して使用していく必要があることから、

今後も施設の老朽化による財政的な負担の増大が考えられます。 

 

（３）今後の管理方針  

 

老朽化が進んでいる施設や設備については、主に利用する子どもの目線に立ち、安全性などを踏

まえた適切な工事を行います。 
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７．保健・福祉施設  

（１）施設概要  

図表 5-9：保健・福祉施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■大野北地区老人作業所（大野北 597-2） 

 老人作業所 木造 80.08 平成 4 年度 町民福祉課 
修繕。予防保

全的な改修 

 既存建物 木造 4.20 不明 町民福祉課 現状維持 

■大野地区老人憩の家（大野南 803-1） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 33.12 平成 3 年度 町民福祉課 現状維持 

■大野地区老人作業所（大野北 1394-3） 

 老人作業所 木造 81.15 昭和63年度 町民福祉課 
修繕。予防保

全的な改修 

■尾国地区老人作業所（尾国 403） 

 老人作業所 木造 80.08 平成 3 年度 町民福祉課 現状維持 

■佐賀西部地区老人憩の家（佐賀 2599-1） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 86.12 昭和57年度 町民福祉課 現状維持 

■佐賀地区老人作業所（佐賀 1525-1） 

 老人作業所 鉄骨造 81.36 昭和59年度 町民福祉課 現状維持 

■新市・裏町地区老人憩の家（平生町 414-2） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 48.60 昭和53年度 町民福祉課 現状維持 

■旧心身障害者福祉作業所（曽根 126） 

 心身障害者福祉作業所 木造 80.00 平成 5 年度 総務課 現状維持 

■曽根東部地区老人憩の家（曽根 2154） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 57.02 昭和56年度 町民福祉課 現状維持 

■第 2 デイサービスセンター（大野南 626-3） 

 第 2 デイサービスセンター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 607.51 昭和52年度 健康保険課 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年月日 所属課 管理方針 

■竪ヶ浜地区老人憩の家（竪ケ浜 358-1） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 65.97 昭和52年度 町民福祉課 
修繕。予防保

全的な改修 

■竪ヶ浜地区老人作業所（竪ケ浜 358-1） 

 老人作業所 鉄骨造 83.72 昭和60年度 町民福祉課 
修繕。予防保

全的な改修 

■田名地区老人憩の家（佐賀 3740-2） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 33.12 昭和55年度 町民福祉課 現状維持 

■沼地区老人憩の家（平生村 1098-4） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 82.14 昭和58年度 町民福祉課 現状維持 

■野島・新町地区老人憩の家（平生町 5） 

 老人憩の家 軽量鉄骨造 32.40 昭和54年度 町民福祉課 現状維持 

■保健センター（平生村 178） 

 保健センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 751.57 昭和61年度 健康保険課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

■福祉センター（曽根 10126） 

 福祉センター 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,583.29 平成 4 年度 町民福祉課 現状維持 

 車庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 122.00 平成 5 年度 町民福祉課 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（２）施設の現状と課題  

 

福祉センターやデイサービスセンターは、本町の保健・福祉に係る事業の施設であり、老人憩の

家や作業所については、各地域の高齢者の集いの場として利用されています。しかし、いずれの施

設においても、老朽化が著しく、利用頻度も限られていることから、今後の維持管理について、見

直しを行う必要があります。 

 

（3）今後の管理方針  

 

利用者数が少なく、老朽化が進んでいる施設について、当面の間、軽微な修繕等の対応は行いま

すが、「利用団体への譲渡」か「除却」かの方針を決定し、個別施設計画における計画期間内に実

行します。 
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８．行政系施設  

（１）施設概要  

図表 5-10：行政系施設の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■本庁舎（平生町 210-1） 

 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,133.80 昭和35年度 総務課 
建替え 

（更新・改築） 

 渡り廊下 鉄骨造 24.84 昭和54年度 総務課 取壊し 

 ゴミ置場兼車庫 鉄骨造 56.07 平成元年度 総務課 取壊し 

 プレハブ倉庫 鉄骨造 32.40 平成10年度 総務課 現状維持 

 公用車車庫・書庫 鉄骨造 170.52 平成元年度 総務課 取壊し 

 第 2 公用車車庫・書庫 鉄骨造 213.52 平成 8 年度 総務課 現状維持 

■第 2 庁舎（平生町 210-1） 

 庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 517.70 昭和37年度 総務課 取壊し 

■第 3 庁舎（平生町 210-1） 

 庁舎 鉄骨造 693.66 平成 4 年度 総務課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

■第 4 庁舎（平生町 210-1） 

 庁舎 鉄骨造 259.20 平成11年度 総務課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

■第 5 庁舎（平生町 210-1） 

 庁舎 鉄骨造 53.16 平成13年度 総務課 取壊し 

■消防本部・第 1 分団（平生町 209） 

 倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 40.37 昭和25年度 総務課 現状維持 

■第 2 分団（平生町 453-4） 

 倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 21.70 昭和56年度 総務課 現状維持 

■第 3 分団（竪ヶ浜 358-1） 

 倉庫 鉄骨造 28.00 平成15年度 総務課 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

  



 

46 

 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■第 4 分団（宇佐木 489-4） 

 倉庫 鉄骨造 28.00 平成元年度 総務課 現状維持 

■第 5 分団サブ（大野南 626-13） 

 倉庫 鉄骨造 14.28 不明 総務課 現状維持 

■第 5 分団メイン（大野南 626-13） 

 倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 25.76 不明 総務課 現状維持 

■第 6 分団（曽根 752） 

 倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 16.80 不明 総務課 現状維持 

■第 7 分団（佐賀 3740-2） 

 倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 19.25 昭和61年度 総務課 現状維持 

■第 8 分団（佐賀 1525-1） 

 倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 40.80 平成 9 年度 総務課 現状維持 

 倉庫 木造 6.66 不明 総務課 現状維持 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（2）施設の現状と課題  

 

本庁舎は、建設から 60 年以上が経過しています。現在、新庁舎整備事業が進捗しており、令和

4 年度（2022 年度）に新庁舎へ移転となります。 

消防関連施設は、施設や設備等に老朽化が見受けられ、緊急時に適切に使用できるよう、定期的

に点検等を行う必要があります。 

 

（3）今後の管理方針  

 

本庁舎は、新庁舎へ移転後、取壊しを行います。新庁舎については、行政機能としての役割に加

え、防災拠点となる本町の最重要施設です。適切な維持管理等を行い、ライフサイクルコストの削

減、費用負担の平準化に努めます。 
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９．公営住宅  

（１）施設概要  

図表 5-11：公営住宅の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■礒崎団地（平生村 890） 

 町営住宅(2-1・2-2) 木造 129.48 昭和61年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(2-3・2-4) 木造 129.48 昭和61年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(2-5・2-6) 木造 129.48 昭和61年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(2-7・2-8) 木造 132.36 昭和62年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(2-9・2-10) 木造 132.36 昭和62年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(2-11・2-12) 木造 132.36 昭和62年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(2-13・2-14) 木造 132.70 昭和63年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(2-15・2-16) 木造 132.70 昭和63年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(2-17・2-18) 木造 132.70 昭和63年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(1-1・1-2) 木造 138.98 平成元年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(1-3・1-4) 木造 138.98 平成元年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

 町営住宅(1-5・1-6) 木造 138.98 平成元年度 建設課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

■上横団地（平生村 342-1） 

 町営住宅(1-2) 木造 37.20 昭和41年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(1-3) 木造 37.20 昭和41年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-3) 木造 31.40 昭和41年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-7) 木造 31.40 昭和43年度 建設課 廃止検討 

■尾土路団地（佐賀 2383） 

 町営住宅(2-7) 木造 31.46 昭和44年度 建設課 廃止検討 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■佐賀地区若者定住促進住宅（佐賀 2047-10） 

 町営住宅 Ｂタイプ南入り(6 区画) 木造 105.98 平成16年度 建設課 検討中 

■下横団地（平生村 131-1） 

 町営住宅(1-2) 木造 37.26 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(1-6) 木造 37.26 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(1-9) 木造 37.26 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-1) 木造 33.12 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-2) 木造 33.12 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-4) 木造 33.12 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-8) 木造 33.12 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-9) 木造 33.12 昭和38年度 建設課 廃止検討 

 町営住宅(2-10) 木造 33.12 昭和38年度 建設課 廃止検討 

■隅田団地（曽根 2328-30） 

 町営住宅(1-4) 木造 36.40 昭和37年度 建設課 取壊し 

■田名第 2 団地（佐賀 3446-1） 

 
町営住宅 1 号棟(1-1・1-2・1-3・1-4・

1-5・1-6) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 272.16 昭和45年度 建設課 廃止検討 

 
町営住宅 2 号棟(2-1・2-2・2-3・2-4・

2-5・2-6・2-7・2-8) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 334.08 昭和45年度 建設課 廃止検討 

 
町営住宅 3 号棟(2-9・2-10・2-11・

2-12) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 167.04 昭和45年度 建設課 廃止検討 

■中村団地（大野南 750-15） 

 
町営住宅 1 号棟(1-49・1-50・1-51・

1-52・1-53・1-54) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 310.56 昭和49年度 建設課 現状維持 

 
町営住宅 2 号棟(1-31・1-32・1-33・

1-34・1-35・1-36) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 283.50 昭和48年度 建設課 取壊し 

 
町営住宅 3 号棟(1-13・1-14・1-15・

1-16・1-17・1-18) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 282.00 昭和47年度 建設課 取壊し 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■中村団地（大野南 750-15） 

 
町営住宅 4 号棟(1-1・1-2・1-3・1-4・

1-5・1-6) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 266.10 昭和46年度 建設課 取壊し 

 町営住宅 5 号棟(2-1・2-2・2-3・2-4) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 167.88 昭和46年度 建設課 取壊し 

 
町営住宅 6 号棟(1-7・1-8・1-9・1-10・

1-11・1-12) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 266.10 昭和46年度 建設課 廃止検討 

 
町営住宅 7 号棟(1-19・1-20・1-21・

1-22・1-23・1-24) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 282.00 昭和47年度 建設課 廃止検討 

 
町営住宅 8 号棟(1-37・1-38・1-39・

1-40・1-41・1-42) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 283.50 昭和48年度 建設課 廃止検討 

 
町営住宅 9 号棟(1-55・1-56・1-57・

1-58・1-59・1-60) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 310.56 昭和49年度 建設課 現状維持 

 
町営住宅 10 号棟(2-5・2-6・2-7・2-8・

2-9・2-10) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 303.78 昭和50年度 建設課 現状維持 

 
町営住宅 11 号棟(1-43・1-44・1-45・

1-46・1-47・1-48) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 283.50 昭和48年度 建設課 廃止検討 

 
町営住宅 12 号棟(1-25・1-26・1-27・

1-28・1-29・1-30) 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 282.00 昭和47年度 建設課 廃止検討 

■ホームタウン平生団地（平生村 630-1） 

 町営住宅(W-1-L・W-1-R) 木造 159.28 平成 8 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-2-L・W-2-R) 木造 159.28 平成 8 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-3-L・W-3-R) 木造 159.28 平成 8 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-4-L・W-4-R) 木造 159.28 平成 9 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-5-L・W-5-R) 木造 119.54 平成 9 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-6-L・W-6-R) 木造 119.54 平成 9 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-7-L・W-7-R) 木造 119.54 平成 9 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-8-L・W-8-R) 木造 119.54 平成 9 年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-9-L・W-9-R) 木造 159.28 平成10年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-10-L・W-10-R) 木造 159.28 平成10年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-11-L・W-11-R) 木造 159.28 平成10年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-12-L・W-12-R) 木造 119.54 平成10年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-13-L・W-13-R) 木造 119.54 平成10年度 建設課 現状維持 

 町営住宅(W-14-L・W-14-R) 木造 119.54 平成10年度 建設課 現状維持 

 
特公賃住宅(101～105・201～205・301

～305) 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,268.77 平成11年度 建設課 

長寿命化改修・ 

大規模改修 

 
R-1 町営住宅(101～106・201～206・

301～306・401～404・501～502) 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,545.13 平成17年度 建設課 

修繕。予防保

全的な改修 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 
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（2）施設の現状と課題  

 

建設から 50年以上が経過した施設や敷地面積が狭い施設もあり、町民の安全・快適・継続的な

利用に課題があります。個別施設計画にあたる『平生町公営住宅等長寿命化計画』を見直し、それ

ぞれの施設に関する調査及び今後の方針を決定していく予定です。 

 

（3）今後の管理方針  

 

計画的に公営住宅の修繕や用途廃止、長寿命化改修、取壊し等を行い、施設全体としてのライフ

サイクルコストの削減、費用負担の平準化に努めます。 
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10．その他  

（１）施設概要  

図表 5-12：その他の状況 

名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■旧宇佐木保育園（宇佐木 489-4） 

 旧保育園施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 593.27 昭和51年度 総務課 現状維持 

■旧植検事務所（曽根 209-3） 

 旧植検事務所 軽量鉄骨造 85.20 平成 6 年度 総務課 現状維持 

■旧熊南地域休日診療施設（曽根 753-2） 

 旧熊南地域休日診療施設 木造 71.40 昭和31年度 総務課 取壊し 

■佐賀渡船待合所（佐賀 1578-36） 

 渡船待合所 鉄骨造 8.84 平成16年度 総務課 現状維持 

 トイレ 軽量鉄骨造 7.33 不明 総務課 現状維持 

■水産廃棄物等処理施設（尾国 101-2） 

 水産廃棄物等処理施設 鉄骨造 170.00 平成 7 年度 産業課 取壊し 

■水産物特産品加工センター（佐賀 1578-2） 

 水産物特産品加工センター 木造 51.84 昭和61年度 産業課 現状維持 

■堆肥センター（尾国 40-1） 

 資材庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 61.81 昭和61年度 総務課 取壊し 

 堆肥棟 鉄骨造 424.90 昭和61年度 総務課 取壊し 

■旧平生保育園（平生村 824-3） 

 旧保育園施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 666.28 昭和57年度 総務課 現状維持 

■森の下町有住宅（佐賀 2174、2041） 

 町有住宅(9 号) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 48.74 昭和41年度 総務課 廃止検討 

 町有住宅(12 号) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 48.74 昭和41年度 総務課 廃止検討 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 
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名称（所在地） 構造 
延床面積 

(㎡) 
建築年度 所属課 管理方針 

■神花公園（佐賀 1199-1） 

 神花山便所 鉄骨造 5.76 平成 5 年度 産業課 現状維持 

■箕山自然公園（大野南 10785-2） 

 便所 鉄骨造 5.50 平成 3 年度 産業課 
長寿命化改修・ 

大規模改修 

※令和 2 年度（2020 年度）固定資産台帳をもとに一覧表を作成、令和 4 年 3 月末時点 

※方針は個別施設計画等における方針 

 

（2）施設の現状と課題  

 

その他の施設に分類される施設は、公衆トイレや建築当時の役目を終えた施設になります。管理

方針が現状維持である施設については、適切な維持管理を行う必要があります。 

 

（3）今後の管理方針  

 

貸付や譲渡を含めた利活用の検討も行いますが、有効活用の見込みがない施設については、除却

を行います。 
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11．土木系施設（道路・橋梁施設）  

（１）施設概要  

 

図表 5-13：土木系施設（道路・橋梁施設）の状況 

区分 種別 
総延長 

（m） 

総面積 

（㎡） 

道路 

町道 129,450 615,771 

農道 20,219 98,225 

林道 6,222 27,867 

合計 155,891 741,863 

橋梁 

町道橋 802 4,819 

農道橋 92 715 

林道橋 － － 

合計 894 5,534 

※令和 2 年度（2020 年度）末時点 

 

（２）施設の現状と課題  

道路や橋梁のようなインフラ施設は、日常生活や地域経済活動を支える重要なライフラインであ

り、日常的に適切な形で維持管理されていることが求められますが、維持補修や長寿命化に要する

費用が膨大になることから、費用負担の平準化や工法の見直し等による費用削減が課題となってい

ます。 

 

（３）今後の管理方針  

 

日常点検や定期点検等を行い、計画的かつ適切な維持補修を実施するとともに、費用負担の平準

化等に取り組みます。 

橋梁は、個別施設計画として『平生町橋梁長寿命化修繕計画』を策定しており、橋梁の長寿命化

等に係る方針は以下のとおりです。 
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 ◆対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 管理目標を設定して状態を把握し、健全度評価を行います。 

 短期・中長期的な計画を立案し、実践します。 

 アカウンタビリティを確保します。 

 PDCA サイクルを構築します。 

 

 

図表 5-14：橋梁の維持管理に係る PDCAサイクル 
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1２．土木系施設（漁港・海岸保全施設）  

（１）施設概要  

 

図表 5-15：土木系施設（漁港・海岸保全施設）の状況 

地区 主な施設 

尾国 防砂堤、導流堤、離岸堤、物揚場 

小郡 防砂堤 

秋森 防砂堤 

黒羽根 防砂堤 

佐合島 護岸、突堤、防波堤 

浜田 護岸、突堤、防砂堤、導流堤、離岸堤、物揚場 

※令和 2 年度（2020 年度）末時点 

 

（２）施設の現状と課題  

 

漁港・海岸保全施設は、本町の水産業の振興のためだけでなく、わが国の国土強靭化にも関係す

ることから、適切な維持管理及び計画的な長寿命化を行う必要があります。 

土砂災害や台風等による波浪等の大規模災害時には、道路啓開よりも海上からの輸送を行うこと

が効果的な場合もあることから、海上からの輸送拠点となる漁港の強化等に努める必要があります。 

ただし、維持管理や修繕、長寿命化等に要する費用が膨大になることが考えられるため、費用負

担の平準化や工法の見直し等による費用削減が課題となります。 

 

（３）今後の管理方針  

 

日常点検や定期点検等を行い、計画的かつ適切な維持補修を実施するとともに、費用負担の平準

化等に取り組みます。 

漁港における主要な物揚場の耐震化や長寿命化計画に基づいた施設の維持管理・更新等の老朽化

対策を推進します。 
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図表 5-16：漁港の点検・修繕に係る推計費用（平準化後） 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-17：海岸保全施設の点検・修繕に係る推計費用（平準化後） 
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1３．下水道系施設（公共下水道・漁業集落排水施設）  

（１）施設概要  

 

図表 5-18：下水道系施設（公共下水道・漁業集落排水施設）の状況 

施設 管径 総量 

汚水管 

250mm 以下 83,686m 

251～500mm 4,434m 

合計 88,120m 

施設 佐賀地区浄化センター 312.48 ㎡ 

                   ※汚水管の数量は、公共下水道事業・漁業集落排水事業を合算 

                               ※令和 2 年度（2020 年度）末時点 

 

（2）施設の現状と課題  

 

下水道系施設は、生活基盤に係る施設であり、今後も維持していく必要があることから、計画的

な修繕・改修、予防保全を行うことにより長寿命化を図り、施設を長期的に活用する必要がありま

す。 

 

（3）今後の管理方針  

 

下水道系施設は、定期的な施設点検を実施し、施設等の異常や劣化、損傷等の状況について適切

に把握を行い、予防保全的な維持管理を行い計画的な長寿命化を図ります。 

平成 28 年度（2016年度）から令和 7年度（2025 年度）までを計画期間とする『平生町汚

水処理施設アクションプラン』に基づき、コストの縮減等に務め、設備等に係る整備に取り組みま

す。 
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１．更新等費用推計条件設定  

（１）総務省配布ソフトによる更新費用の条件設定  

 

総務省配布ソフトによる更新費用シミュレーションの条件設定は、以下のとおりです。 

 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、現在と同じ延床面積等で更新すると仮定して計算する。 

延床面積×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、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等を含むものと

する。 

 大規模改修単価 

建替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 

 耐用年数 

標準的な耐用年数とされる６0 年を採用する。 

日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より 

 大規模改修 

建築後 30 年で行うものとする。 

 地域格差 

地域差は考慮しないものとする。 

 経過年数が 31 年以上 50 年までのもの 

今後 10 年間で均等に大規模改修を行うものとして計算する。 

 経過年数が 51 年以上のもの 

建替え時期（建築から 60 年）が近いことから、大規模改修は行わずに 60 年を経た年度に

建替えるものとして計算する。 



 

 

 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。 

 建替え期間 

設計、施工と複数年度に渡り費用が掛かることを考慮し、建替え期間を 3 年間として計算

する。 

 修繕期間 

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、修繕期間を 2 年間として計算

する。 

 

図表：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） 

施設類型 大規模改修 建替え 

町民文化系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

社会教育系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

スポーツ・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/㎡ 

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/㎡ 

保健・福祉施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

 

図表：総務省公共施設等更新費用試算ソフト更新単価（土木系・下水道系施設） 

施設類型 
更新 

年数 
更新単価 

道路 15 年 4,700 円/㎡ 

橋梁 60 年 448 千円/㎡ 

下水道（管径により金額が異なる） 50 年 61～295 千円/m 
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（２）長寿命化を考慮した更新費用の条件設定  

 

長寿命化を考慮した更新費用シミュレーションの条件設定は以下のとおりです。 

 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 

耐用年数経過後に削減方針の延床面積等で更新すると仮定して計算する。 

延床面積×更新単価 

 更新単価 

総務省公共施設等更新費用試算ソフトの建替え単価を使用する。 

 大規模改修単価 

建替えの 2.5割と想定し、この想定の単価を設定する。 

 長寿命化改修単価 

建替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 

 耐用年数 

長寿命化を考慮した耐用年数を 80 年とする。 

 大規模改修 

建築後 20 年、60 年で行うものとする。 

 長寿命化改修 

建築後 40 年で行うものとする。 

 建替え期間 

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、建替え期間を 3 年間として計

算する。 

 修繕期間 

大規模改修の修繕期間を 1 年間、長寿命化改修の修繕期間を 2年間として計算する。 

  



 

 

 

図表：長寿命化を考慮した更新単価 

施設用途 大規模改修 長寿命化改修 建替え 

町民文化系施設 10 万円/㎡ 24 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

社会教育系施設 10 万円/㎡ 24 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設 9 万円/㎡ 21.6 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

産業系施設 10 万円/㎡ 24 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

学校教育系施設 8.25 万円/㎡ 19.8 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

子育て支援施設 8.25 万円/㎡ 19.8 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

保健・福祉施設 9 万円/㎡ 21.6 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

行政系施設 10 万円/㎡ 24 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

公営住宅 7 万円/㎡ 16.8 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

その他 9 

 

万円/㎡ 21.6 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

※文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」記載のソフトより 

 

図表：部位別修繕費単価 

部位名称 修繕単価 

屋根・屋上 5,700 円/㎡ 

外壁 12,500 円/㎡ 

内部仕上 33,200 円/㎡ 

電気設備 45,600 円/㎡ 

機械設備 33,600 円/㎡ 

※建築保全センターの「ＬＣＣ計算プログラム」を参考 

 

図表：解体単価 

名称 解体単価 

解体費（全施設） 30,000 円/㎡ 

※「公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果」（平成 25 年 12 月総務省）を参考に独自規定 
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２．参考資料等  

 

 

（１）平生町総合計画 

（２）平生町行政改革大綱 

（３）平生町行政改革推進計画 

（４）平生町未来戦略（平生町人口ビジョン、平生町まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

（５）平生町国土強靭化地域計画 

（６）平生町公共施設等総合管理計画（初版） 

（７）平生町個別施設計画 

（８）平生町役場新庁舎建設基本構想・基本計画 

（９）平生町業務継続計画 

（１０）平生町地域防災計画 

（１１）平生町子ども読書活動推進計画 

（１２）平生町スポーツ推進計画 

（１３）平生町教育振興基本計画 

（１４）平生町学校施設耐震化推進計画 

（１５）平生町学校施設の長寿命化計画 

（１６）平生町地域福祉計画 

（１７）平生町公営住宅等長寿命化計画 

（１８）平生町橋梁長寿命化修繕計画 

（１９）平生町下水道事業経営戦略 

（２０）平生町汚水処理施設アクションプラン 

（２１）平生町交通安全計画 

（２２）広島広域都市圏発展ビジョン 

（２３）国勢調査 

（２４）決算統計 

（２５）財政状況資料集 

（２６）財務書類 

（２７）固定資産台帳 
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