
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 計画策定の背景と目的  ４ 稲美町の現状 

    稲美町公共施設等総合管理計画（令和４（２０２２）年３月改定） 概要版 

 

稲美町（以下「本町」という。）では、1965（昭和40）年以降の住宅開発等による人口増加に伴う行

政需要の変化に対応するため、公共施設（学校、福祉会館、文化会館等の建築物）やインフラ資産（道

路、橋りょう、上下水道等）の整備を進めてきました。これらの公共施設等については、年数の経過に

より、今後、順次更新時期を迎えることとなり、修繕や建替えに係る費用負担の増加が予想されます。 

一方、本町の人口は、2000（平成12）年をピークに減少傾向にあり、今後もさらに減少することが予

測されています。また、将来的に老年人口（65歳以上）の割合の増加や、生産年齢人口（15歳～64歳）

の割合の減少が見込まれることから、社会保障費の増加や、税収の減少等が予想され、持続力のある財

政運営への影響も懸念されます。 

このような状況の中、現在の健全な財政状況を維持していくため、公共施設等の現状の全体像を把握

し、住民サービスの提供に必要とされる公共施設やインフラ資産の更新を適切に行う必要があります。 

国においては、2013（平成25）年11月に、「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、また、2014（平

成26）年4月には、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」を示した上で、地方公共団体に

対して、利用需要の変化を踏まえた長期的な視点での計画的な公共施設等の更新・統廃合・長寿命化に

よる財政負担の軽減・平準化及び、公共施設等の最適な配置の実現に向けた計画策定を要請しました。 

本町においても、公共施設等を総合的かつ計画的に管理し、地域社会の実情にあった将来のまちづく

りを進めるため、「稲美町公共施設等総合管理計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。 

計画策定から5年が経過し、本町の公共施設の現状や将来の見通しも変わってきたこと、また、本計

画後に策定された個別施設計画等の内容を反映する等、総務省の「公共施設等総合管理計画の策定にあ

たっての指針」が見直されたことに伴い、改訂を行うことにしました。 

 
 ２ 計画の位置付けと期間 

(1)人口の状況 

本町の人口は、1965（昭和 40）年以降増加を続けてきましたが、現在は 2000（平成 12）年の 32,054

人をピークに減少傾向になっています。一方で、世帯数は増加し続けており、一世帯当たりの人数は

1965（昭和 40）年の 4.73 人から、2020（令和 2）年には 2.66 人に減少しています。 

今後もこの傾向が続いた場合、国立社会保障・人口問題研究所の推計値に直近の人口動態を加味した

本町の人口は 2060（令和 42）年には 19,151 人と、2015（平成 27）年の 31,020 人のおよそ 6 割程度

になるとされています。 

本町では、人口減少の克服と活気ある稲美町の創生を実現するため、「稲美町人口ビジョン」及び「稲

美町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口の現状と将来の展望、今後の基本的な方向や施

策を提示しています。今後は、総合戦略の内容を踏まえ、地方創生に向けた施策をさらに推進し、転入

者数の増加や出生率の向上等を図ることにより、2060（令和 42）年に 20,000 人程度の人口を維持する

ことを目指しています。 

本計画は、本町の上位計画である「稲美町総合計画」に基づく計画であり、各政策分野における公共施

設等の管理、利活用の取り組みや個別施設の計画等を横断的に捉え、基本的な方針を示すものです。 

計画期間は、2017（平成 29）年度から 2026（令和 8）年度までの 10 年間とします。 

(2)財政の状況 

本町の2020（令和２）年度における一般会計の歳入決算額は、156.0億円となっています。内訳は、国・

県支出金（国や県から交付される財源）が最も多く、55.7億円で歳入の35.7％を占めており、次いで、町税

が43.5億円で、27.9％となっています。今後は、生産年齢人口（15～64歳）の減少が見込まれるため、税収

が減少していくことが想定されます。 

また、一般会計の歳出決算額は、147.6億円となっています。内訳は、補助費等（住民や団体、広域行政な

どへの補助金や負担金）が最も多く、61.6億円で歳出の41.8％を占めています。次いで扶助費（社会保障制

度の一環として、福祉を支えるための経費）が20億円で13.5％となっています。 

今後は、高齢化等による社会保障費の増加に加え、公共施設等の維持・管理・更新に係る費用の増加が想

定されます。 

 

《年齢３区分別人口の推移》 《年齢３区分別将来人口の推移》 

《一般会計における決算の推移（歳入）》 《一般会計における決算の推移（歳出）

○ 

 ３ 対象施設 

本計画の対象となる公共施設等は、本町が保有する公共施設（学校、福祉会館、文化会館等の建築物）、

インフラ資産（道路、橋りょう、上水道、公共下水道、農業集落排水）とします。 
《対象施設－公共施設》 

施設類型 主な内容 施設数 延床面積（単位：㎡） 

学校教育系施設 小学校、中学校 7 49,304 

公営住宅 町営住宅 7 10,071 

行政系施設 役場庁舎、消防施設、消防団詰所 5 8,171 

福祉施設 福祉会館、隣保館 8 6,813 

住民文化系施設 文化会館、集会所 9 6,337 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 体育センター、サン・スポーツランド 6 5,344 

子育て支援施設 幼稚園、子育て交流施設 11 4,439 

供給処理施設 清掃センター 1 1,368 

公園 管理棟、倉庫、便所、学習展示棟等 22 984 

社会教育系施設 郷土資料館、播州葡萄園歴史の館等 2 657 

その他 農業用施設 8 1,062 

合計 86 94,649 

 《対象施設－インフラ施設》 

施設区分 施設数等 

インフラ資産 

道路 路線数 798 路線 総延長 297,841ｍ 

橋りょう 橋りょう数 168 橋 橋りょう面積 5,887 ㎡ 

上水道 配水場 3 施設 管総延長 289,205ｍ 

公共下水道 管総延長 219,986ｍ   

農業集落排水 クリーンセンター 8 施設 管総延長 73,112ｍ 

 

注）年齢不詳は一定の処理方法に基づき按分 
 （出典：各年国勢調査）推移 

 （（出典：第２期稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略） 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 公共施設等の現状 

(1)公共施設 

本町の保有する公共施設は、合計で86施設、延床面積は94,649㎡であり、人口1人当たりでは約3.1

㎡を保有しています。 

建築年度別に見ると、1974（昭和49）年度から

1984（昭和59）年度にかけて、学校教育系施設を中

心に多くの公共施設を整備しています。特に1975

（昭和50）年度は、稲美中学校の建築により床面積

が大きく増加しています。 

1992（平成4）年度の住民文化系施設は、文化会

館、公民館、図書館、1999（平成11）年度の行政系

施設は、役場庁舎新館、2000（平成12）年度の公営

住宅は、野谷住宅、2020（令和2）年度の子育て支援

施設は、子育て交流施設の建築によるものです。 

なお、建築基準法の旧耐震基準（1981（昭和56）

年度以前）により建てられた公共施設の全体に占め

る割合は51.8％となっていますが、本町の公共施設

においては、すでに耐震改修を実施し、耐震性能を

有しています。 

     

 

今後、現状の公共施設等を全て保有し続けた場合、これらの更新にかかる費用等を、総務省が提供す

る「公共施設等更新費用試算ソフト」で試算すると、35年間で約998.9億円となります。一年あたりの費

用は28.5億円となり、これは過去10年間と比較すると、2.1倍の費用が必要となります。 

したがって、今後の財政見通しを考えると、現在と同規模、同量の施設を保有し続けることは財政的

に困難であることが想定され、更新等を行う場合には、数量の削減や規模の縮小を検討し、少しでも総

量を減らすことによって、本町の人口や年齢構成、財政規模に見合った最適な配置を推進することが重

要です。 

また、施設の長寿命化を図るとともに、

施設の更新時期を調整し、分散させること

により、更新費用等の軽減・平準化を行う

必要があります。 

さらに、本町においては個別施設計画とし

て、「橋梁長寿命化修繕計画」、「学校園施

設長寿命化計画」、「公園施設長寿命化計

画」、「水道ビジョン」を策定し、施設のラ

イフサイクルコスト（施設整備から維持管理

まで全体にかかる費用）を考慮し、適切な時

期に改修・更新を行い耐用年数の延命を図

ることで、施設全体として将来的な総コス

トの削減を図っていきます。 

 ７ 公共施設等総合管理計画の基本方針 

(2)計画の推進体制 

《建築年度別の整備面積》 

《公共施設等の更新費用等の推計》 

稲美町公共施設等総合管理計画 概要版 

平成 29（2017）年 3月策定 

令和４（２０２２）年 3月改定） 

兵庫県加古郡稲美町 

 

(2)インフラ資産 
本町が所有し管理する道路は798路線、総延長は297,841m、橋りょうは168橋、整備面積は5,887㎡となって

います。また、上水道管の総延長は289,205m、公共下水道管は219,986m、農業集落排水管は73,112m布設さ

れています。 

 いずれも施設の整備年度から長期間経過しており、老朽化が課題となっています。 

(３)有形固定資産減価償却率の推移 
有形固定資産のうち、土地以外の償却資産（建物や工作物等）の取得価格に対する減価償却累計額の割合を

計算することにより、耐用年数に対して減価償却がどこまで進んでいるかを把握することができます。本町の公共施

設等の有形固定資産減価償却率の状況は年々増加傾向にあります（63.6％（2016年度）→68.9％（2020年

度））。今後保有資産の老朽化が進むことから、償却率が高くなることが予想されます。 

 ６ 公共施設等の更新費用等の試算結果と課題 

(1)施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

《公共施設》 

学校教育系施設 ・引き続き安全性の確保に努めます。児童・生徒が安心して快適な生活が送れるよう、稲美町立学校園施設長寿

命化計画に基づき大規模改修等を計画的に実施し、長寿命化を推進します。 

公営住宅 ・費用対効果を踏まえながら、必要な修繕を行います。 

・今後、町営住宅の必要量の把握に努め、施設のあり方も含めて検討を行います。 

行政系施設 ・役場庁舎は、災害時も十分な機能が発揮でき住民のニーズ等にも柔軟に対応できるよう、適切な維持管理を行

います。 

・消防施設は、災害発生時に迅速な対応が求められるため、十分な機能を発揮できるよう、適切な維持管理に努

めます。 

福祉施設 ・高齢者福祉施設は、今後の高齢化に伴う需要の増加と本町の財政負担を考慮しながら、適切な維持管理に努

めます。 

・その他の福祉施設についても、住民のニーズに対応できるよう適切な維持管理に努めます。 

住民文化系施設 ・文化会館や公民館、図書館等は、住民のコミュニティ活動の拠点施設であるため、安全性の確保に努め、適切

な維持管理を行うことにより、施設の長寿命化を推進します。 

スポーツ・レクリエー

ション系施設 

・住民のニーズに対応できるよう適切な維持管理に努めます。 

子育て支援施設 ・地域の実情を踏まえ、適切な維持管理を行います。 

供給処理施設 ・2市2町（稲美町、加古川市、高砂市、播磨町）による広域ごみ処理施設の稼動に合わせて、現在の施設を解

体、撤去します。 

公園 ・稲美町公園施設長寿命化計画に基づき適切な管理を行います。 

・指定管理者による巡回や点検を実施し、不具合等があれば適切に修繕し、利用者が安心して快適に利用できる

よう努めます。 

社会教育系施設 ・郷土資料館や播州葡萄園歴史の館について、適切な維持管理に努めます。 

《インフラ資産》 

道路 ・町道のうち、老朽化している区間については、交通需要や安全性、利便性、財政状況等を考慮した上で、重要度

及び優先度の高い区間から計画的に改修を進めていきます。 

・道路環境を維持管理するために日常的に道路パトロールを実施します。 

橋りょう ・「稲美町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、点検や補修対策を適切に実施することで、橋りょうの安全確保に努

めるとともに、より効率的な修繕計画の実現を図ります。 

・計画的な維持管理を実施するため、通常点検及び定期点検を行い、橋りょうの長寿命化を図ります。 

上水道 ・「稲美町水道ビジョン」に基づき、水源の整備、配水場の更新、水道管の布設替え等を行い、安全・安心なおいし

い水道水の安定供給に努めます。 

公共下水道 ・今後も住民の快適な暮らしを実現するため、適切な維持管理に努めます。 

農業集落排水 ・今後も住民の快適な暮らしを実現するため、適切な維持管理に努めます。 

 

公共施設等の総合的かつ計画的な保全、再編等を進めるためには、公共施設等の所管課を中心として、町政運営、財政

運営といった広い視野から取り組む必要があります。 

このため、計画の推進にあたっては、公共施設等の所管課、財政担当、行

革担当などが共通課題として行政運営を進めていくこととします。 

《フォローアップの実施方針》 

計画の実効性を確保するため、定期的に進捗状況の確認を行うとともに、

PDCA（Plan－Do－Check－Action）サイクルを活用した公共施設等の総合的

かつ計画的な進行管理を定着させる必要があります。このため、随時、計画の

見直しを行い、 PDCAサイクルの各段階において、住民や有識者との情報の共

有に努めます。 

とくに、施設の再編を進める場合には、施設利用者や住民への情報開示に

より、現状や課題を共有し、意見交換を行いながら、計画を推進していきます。 


