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第１章 はじめに 

 １.計画の背景と目的  

１ページ 

改定後 改定前 

近年，人口減少・少子化等による今後の公共施設等の利用需要の変化が見込ま

れ，本市の所有する公共施設等は老朽化が進行し，今後，維持・修繕の需要はま

すます増加する傾向にあり，最終的には将来の建替え需要の集中的増大に直面す

ることが予想されています。 

また，財政面においても，施設の維持管理に係る経費の増大と併せて，今後の

少子・高齢化による生産年齢人口の減少に伴う税収不足が懸念されています。 

このような状況の中，平成26年4月，総務省は全国の地方公共団体に対し，「公

共施設等総合管理計画の策定」を要請しました。 

本市においても平成18年3月に1市6町が合併し，市域の拡大に伴う公共サービ

スの地域偏在や同じ用途の施設が点在するなどの課題が存在していますが，これ

らの施設は，合併前の市町がそれぞれの地域の必要性に基づき設置・管理され，

地域住民に利用されてきたものであり，その見直しは，住民生活に大きな影響を

及ぼすものであることから，利用者の声にしっかりと耳を傾けるとともに，経済

性を求めるだけでなく，利便性の向上や利用者の増加につながるような視点も含

め，総合的な公共施設のあり方を検討する必要があります。 

本計画はこのような状況を踏まえ，公共施設等の全体を把握し，将来のまちの

姿を見据え，戦略的・計画的に更新・統廃合・長寿命化等を行い，公共施設等に

係るコストと便益を最適な状態で保有，運営，維持するため，長期的な視点を持

って公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を目的として，平成２９年２月

に策定しました。 

令和３年１月に策定した大崎市公共施設等総合管理計画個別施設計画や令和

２年度中に見直された国のインフラ長寿命化計画を踏まえた変更を行います。 

近年，人口減少・少子化等による今後の公共施設等の利用需要の変化が見込ま 

れ，本市の所有する公共施設等は老朽化が進行し，今後，維持・修繕の需要はます

ます増加する傾向にあり，最終的には将来の建替え需要の集中的増大に直面するこ

とが予想されています。 

また，財政面においても，施設の維持管理に係る経費の増大と併せて，今後の 

少子・高齢化による生産年齢人口の減少に伴う税収不足が懸念されています。 

このような状況の中，平成26年4月，総務省は全国の地方公共団体に対し，「公

共施設等総合管理計画の策定」を要請しました。 

本市においても平成18年3月に1市6町が合併し，市域の拡大に伴う公共サービ 

スの地域偏在や同じ用途の施設が点在するなどの課題が存在していますが，これ 

らの施設は，合併前の市町がそれぞれの地域の必要性に基づき設置・管理され， 

地域住民に利用されてきたものであり，その見直しは，住民生活に大きな影響を 

及ぼすものであることから，利用者の声にしっかりと耳を傾けるとともに，経済 

性を求めるだけでなく，利便性の向上や利用者の増加につながるような視点も含

め，総合的な公共施設のあり方を検討する必要があります。 

本計画はこのような状況を踏まえ，公共施設等の全体を把握し，将来のまちの 

姿を見据え，戦略的・計画的に更新・統廃合・長寿命化等を行い，公共施設等に 

係るコストと便益を最適な状態で保有，運営，維持するため，長期的な視点を持 

って公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を目的として策定するものです。

         

                                   

                                    

 

 



第２章 公共施設等の現状 

 １.公共施設の整備状況   

８ページ 

改定後 改定前 

（４）有形固定資産減価償却率の推移 

平成３０年度の有形固定資産減価償却率は，44.3％で類似団体内平均値と比較

し15.5％少ない値であり，他団体に比べて減価償却が進んだ資産が比較的少ない

傾向にあります。 

しかし，減価償却が進んだ資産も保有していることから，今後も財政状況を踏

まえ，適切に維持更新していく必要があります。 

 

図２.１.3 有形固定資産減価償却率の推移 

※固定資産台帳が未整備のため，総務省「財政状況資料集の作成等について」 

（公会計指標分析・財政指標組み合わせ分析表）に基づき，計画の建替え年 

数６０年による有形固定資産減価償却率算定方法により推計しております。 

追加 

  



第３章 公共施設等の更新等に係る中長期的な経費の見込み 

 ４.シナリオ別の公共施設等の更新試算の検討 

４０ページ 

改定後 改定前 

（３）個別施設計画における縮減目標 

 

追加 

  

（３）個別施設計画における縮減目標 

 

 

 

    

         ※施設延床面積の縮減＝施設用途の廃止，集約化，複合化，民営化 

 

経費の見込みと

縮減の効果額 

更新費用総額 

（億円） 

投資的 

経費 

（億円） 

過不足額 

（億円） 

投資的経費削減効果額 

（削減割合） 
計 年平均 

施設縮減＋ 

長寿命化 20年 
916.0 22.9  22.9 0 △44.2億円（△65.9％） 

（１）施設縮減分（32.3％）で年 21.7億円を削減し，（２）長寿命化 20年で年 22.5億円

を削減する。 

 

①総合管理計画（４０年）における施設延床面積の縮減目標 △３２.３％ 

個別施設計画（第一期）における施設延床面積の縮減目標 △８％ 

②継続する施設は，原則として長寿命化２０年を目標とする。 



第４章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

 １.公共施設等の管理に関する基本方針   

４３～４５ページ 

改定後 改定前 

（３）公共施設等の管理に関する基本方針 

更新・統廃合・長寿命化など，どのように公共施設等を管理していくかに

ついて，現状や課題に対する認識を踏まえて，公共施設等の管理に関する基

本的な考え方を示します。 

なお，「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省）」に

基づき，次の項目について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)～5) 文省略  

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2日ユニバーサル

デザイン2020関係閣議会議決定）を踏まえ，公共施設等の整備，改修にあた

っては，障がいの有無，年齢，性別，言語等にかかわらず，すべての人が利

用しやすいユニバーサルデザインに配慮するほか，施設のバリアフリー化に

よる利便性の向上に努め，誰もが安全に利用できる施設を目指します。 

（３）公共施設等の管理に関する基本方針 

更新・統廃合・長寿命化など，どのように公共施設等を管理していくかに

ついて，現状や課題に対する認識を踏まえて，公共施設等の管理に関する基

本的な考え方を示します。 

なお，「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省）」に

基づき，次の項目について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)～5) 文省略 

追加 

 

 

 

 

 

  

「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」（総務省） 

1) 点検・診断等の実施方針 

2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

3) 安全確保の実施方針 

4) 耐震化の実施方針 

5) 長寿命化の実施方針 

追加 

6) 統合や廃止の推進方針 

7) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」（総務省） 

1) 点検・診断等の実施方針 

2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

3) 安全確保の実施方針 

4) 耐震化の実施方針 

5) 長寿命化の実施方針 

6)  ユニバーサルデザイン化の推進方針 

7) 統合や廃止の推進方針 

8) 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 



改定後 改定前 

 

 

 

 

 

 

 

7) 文省略 

8) 文省略 

 

 

 

 

 

 

 

6) 文省略 

7) 文省略 

  

ユニバーサルデザイン化の推進方針について整理します。 

○既存施設等のバリアフリー化の必要性について検討し，必要な対応を計画

的に実施します。 

○公共施設等の整備，改修にあたっては，ユニバーサルデザイン化が図られ

るよう努めます。 



第４章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

 ２.施設類型ごとの管理に関する基本方針 

５０～８０ページ 

改定後 改定前 

（１）行政系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

   ５) 文省略 

   ６) 文省略 

 

（２）住宅系施設 

■管理に関する基本的な方針 

市営住宅の管理については，管理業務の効率化による経費削減を目的とした

行政改革の取組みとして，平成２７年１０月に宮城県住宅供給公社による管理

代行への移行を完了しています。 

１) 文省略 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

修繕，改善，建替などの公営住宅の活用手法を定め，長期的な維持管理を

実現するための大崎市公営住宅等長寿命化計画を令和２年に見直しました。   

 当該計画に基づく公営住宅等の建て替え事業に併せて，住環境の整備を行 

います。 

耐用年数を経過及び耐用年数の１/２を経過し，解体を予定している市営住 

（１）行政系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については，   長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

    ５) 文省略 

６) 文省略 

 

（２）住宅系施設 

■管理に関する基本的な方針 

市営住宅の管理については，管理業務の効率化による経費削減を目的とした

行政改革の取組みとして，平成２７年１０月に宮城県住宅供給公社による管理

代行への移行を完了しています。 

１) 文省略 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

修繕，改善，建替などの公営住宅の活用手法を定め，長期的な維持管理を

実現するための大崎市公営住宅等長寿命化計画の     見直しを行い、

当該計画に基づく公営住宅等の建て替え事業に併せて，住環境の整備を行い

ます。 

耐用年数を経過及び耐用年数の１/２を経過し，解体を予定している市営住 



改定後 改定前 

宅については，順次，建替え事業を進めます。 

老朽化している市営住宅のうち，今後も保持していく必要がある住宅につ

いては，外壁改修，屋上防水改修，風呂天井改修と併せて，エレベーターの

設置を進めます。 

   ３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成２８年８月 国土交通

省）」及び「大崎市公営住宅等長寿命化計画－２次計画－」に基づき，修繕，

改善，建替など活用方針を定め，予防保全的な維持管理や耐久性の向上等を

図る改善を実施し，市営住宅の長寿命化に取り組みます。 

今後も保持していく必要がある市営住宅については，修繕標準周期に先だ

って定期点検を実施し，建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとと

もに，計画的な修繕や機能改善の効率的な実施を推進します。 

   ５) 文省略 

 

（３）子育て支援系施設 

■管理に関する基本的な方針 

   １)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，今後とも保持していく必

要がある施設については，定期的な点検や修繕による予防保全に努めるとと

もに，計画的な機能改善により長寿命化を推進します。 

   ５) 文省略 

   ６) 文省略 

 

（４）学校教育系施設 省略 

 

 

宅については，順次，建替え事業を進めます。 

老朽化している市営住宅のうち，今後も保持していく必要がある住宅につ

いては，外壁改修，屋上防水改修，風呂天井改修と併せて，エレベーターの

設置を進めます。 

   ３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

「公営住宅等長寿命化計画策定指針    （平成２１年３月 国土交通

省）」及び「大崎市公営住宅等長寿命化計画      」に基づき，修繕，

改善，建替など活用方針を定め，予防保全的な維持管理や耐久性の向上等を

図る改善を実施し，市営住宅の長寿命化に取り組みます。 

今後も保持していく必要がある市営住宅については，修繕標準周期に先だ

って定期点検を実施し，建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとと

もに，計画的な修繕や機能改善の効率的な実施を推進します。 

５) 文省略 

 

（３）子育て支援系施設 

■管理に関する基本的な方針 

   １)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

                      今後とも保持していく必

要がある施設については，定期的な点検や修繕による予防保全に努めるとと

もに，計画的な機能改善により長寿命化を推進します。 

   ５) 文省略 

６) 文省略 

 

（４）学校教育系施設 省略 



改定後 改定前 

（５）社会教育系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) ～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５) 統合や廃止の推進方針 

大崎市図書館は，老朽化や収蔵能力不足により，平成２９年７月に建替え

ました。 

６) 文省略  

 

（６）スポーツ・レクリエーション系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) 文省略  

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の不具合が生じた場合等，必要に応じて修繕・更新等を実施してきま

した。 

今後は，予防保全型維持管理の考え方を取り入れ，点検・診断結果を踏ま 

えながら，修繕・更新等の優先度を判定し，また，維持管理・修繕・更新

等の履歴を活用し，長寿命化，更新等に取り組みます。 

大規模改修を行った施設についても，施設の長寿命化に向けて計画的な維

持管理・修繕・更新等の実施に取り組みます。 

３) 文省略 

 

 

（５）社会教育系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) ～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５) 統合や廃止の推進方針 

大崎市図書館は，老朽化や収蔵能力不足により新図書館の建替えをしてい

ます。  

６) 文省略 

 

（６）スポーツ・レクリエーション系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) 文省略  

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の不具合が生じた場合等，必要に応じて修繕・更新等を実施してきま

した。 

今後は，予防保全型維持管理の考え方を取り入れ，点検・診断結果を踏ま 

えながら，修繕・更新等の優先度を判定し，また，維持管理・修繕・更新

等の履歴を活用し，長寿命化，更新等に取り組みます。 

                                    

                          

     ３) 文省略 



 

改定後 改定前 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５) 文省略 

６) 文省略 

 

（７）保健・福祉系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な施

設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５) 文省略 

６) 文省略 

（８）市民文化系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) 文省略 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の不具合が発生した場合や各集会所の管理者から要請があった場合 

等，必要に応じて修繕・更新等を実施してきました。 

 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５) 文省略 

６) 文省略 

 

（７）保健・福祉系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については  ，長寿命化が必要な施

設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５) 文省略 

６) 文省略 

（８）市民文化系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) 文省略 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の不具合が発生した場合や各集会所の管理者から要請があった場合 

等，必要に応じて修繕・更新等を実施してきました。 



改定後 改定前 

今後は，予防保全型維持管理の考え方を取り入れ，点検・診断結果を踏ま

えながら，修繕・更新等の優先度を判定し，また，維持管理・修繕・更新等

の履歴を活用し，長寿命化，更新等に取り組みます。 

大規模改修を行った施設についても，施設の長寿命化に向けて計画的な維

持管理・修繕・更新等の実施に取り組みます。 

３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

（９）産業系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

 

 

 

今後は，予防保全型維持管理の考え方を取り入れ，点検・診断結果を踏ま

えながら，修繕・更新等の優先度を判定し，また，維持管理・修繕・更新等

の履歴を活用し，長寿命化，更新等に取り組みます。 

                                    

                      

３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

（９）産業系施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

 



改定後 改定前 

（１０）医療施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) 文省略 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の不具合が発生した場合等，必要に応じて修繕・更新等を実施してき

ました。特に大崎市民病院鳴子温泉分院は築４０年を経過した施設が多く老

朽化が著しいため，平成１２～１７年に大規模改修，令和２～３年に建替え

を実施しました。 

今後は，予防保全型維持管理の考え方を取り入れ，点検・診断結果を踏ま

えながら，修繕・更新等の優先度を判定し，また，維持管理・修繕・更新等

の履歴を活用し，果たすべき医療機能との整合性に留意し，長寿命化・更新

等に取り組みます。 

３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に 

   よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し 

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

（１１）公園施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４)長寿命化の実施方針 

公園施設は，スポーツ・レクリエーション系施設との関連を踏まえ，施設 

の長寿命化に取り組みます。今後とも保持していく必要がある施設について 

は，定期的な点検や修繕による予防保全に努めるとともに，計画的な機能改 

善による施設の長寿命化を推進します。 

（１０）医療施設 

■管理に関する基本的な方針 

１) 文省略 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の不具合が発生した場合等，必要に応じて修繕・更新等を実施してき

ました。特に大崎市民病院鳴子温泉分院は築４０年を経過した施設が多く老

朽化が著しいため，平成１２～１７年に大規模改修           

を実施しました。 

今後は，予防保全型維持管理の考え方を取り入れ，点検・診断結果を踏ま

えながら，修繕・更新等の優先度を判定し，また，維持管理・修繕・更新等

の履歴を活用し，果たすべき医療機能との整合性に留意し，長寿命化・更新

等に取り組みます。 

３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

（１１）公園施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４)長寿命化の実施方針 

公園施設は，スポーツ・レクリエーション系施設との関連を踏まえ，施設 

の長寿命化に取り組みます。今後とも保持していく必要がある施設について 

は，定期的な点検や修繕による予防保全に努めるとともに，計画的な機能改

善による施設の長寿命化を推進します。 



改定後 改定前 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，国土交通省の「公 

園施設長寿命化計画策定指針（案）」（平成24年４月）を踏まえ，長寿命化 

が必要な施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

（１２）供給処理施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に 

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

（１３）その他施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，令和３年１月に策定した個別施設計画に基づき，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

  ５) 文省略 

  ６) 文省略 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，国土交通省の「公

園施設長寿命化計画策定指針（案）」（平成24年４月）を踏まえ，長寿命化

が必要な施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

（１２）供給処理施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

（１３）その他施設 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，今後策定する個別の施設計画については   ，長寿命化が必要な

施設・部位等を確認し，施設の長寿命化に取り組みます。 

  ５) 文省略 

  ６) 文省略 

 



改定後 改定前 

（１４）道路・橋梁 

■施設類型別の現況課題 

・道路は１,２８６kmが整備され，道路改良率７３.０％（平成２７年４月）の

整備進捗です。 

・市道に架かる橋梁は整備後３０年以上が経過する施設は全体で約４８.１％， 

法定耐用年数６０年以上の橋梁は約３.９％を占めています。 

１) 点検・診断等の実施方針 

道路は，定期的にパトロールを                    

 実施し，橋梁は５年に一度の定期点検                

実施しています。 

これら点検・診断等を計画的かつ効率的な定期点検，緊急点検，日常点検

や診断の実施により充実を図るとともに，管理台帳等のデータ整備や情報管

理による維持管理・修繕・更新等へ対策に取り組んでいきます。 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

橋梁は，「   橋梁 長寿命化修繕計画       」に基づき，道路

ネットワークとしての重要性・緊急性を踏まえつつ，健全度の把握，日常的

な維持管理に加え，個々の橋梁に対して最も効率的・効果的な修繕を計画的

に実施します。 

また，維持管理・修繕・更新等の履歴を活用して，点検・診断結果を踏ま

えながら優先度を判定し，計画的な修繕，更新等に取り組んでいきます。 

３) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある橋梁の施設については，定期的な点検や

修繕による予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を

推進します。 

また，「   橋梁 長寿命化修繕計画」を踏まえ，予防保全型      

 の橋梁管理へ転換することにより修繕コストの縮減を図ります。 

 

 

（１４）道路・橋梁 

■施設類型別の現況課題 

・道路は１,２８６kmが整備され，道路改良率７３.０％（平成２７年４月）の

整備進捗です。 

・      橋梁は整備後３０年以上が経過する施設は全体で約４８.１％， 

法定耐用年数６０年以上の橋梁は約３．９％を占めています。 

１) 点検・診断等の実施方針 

道路は，路面調査及び防災点検調査などの定期・法定点検を民間委託によ

り実施し，橋梁は橋梁    定期点検により，５年間隔を目処に継続的に

実施しています。 

これら点検・診断等を計画的かつ効率的な定期点検，緊急点検，日常点検

や診断の実施により充実を図るとともに，管理台帳等のデータ整備や情報管

理による維持管理・修繕・更新等へ対策に取り組んでいきます。 

２) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

橋梁は，「大崎市橋梁の長寿命化修繕計画（平成２５年）」に基づき，道路

ネットワークとしての重要性・緊急性を踏まえつつ，健全度の把握，日常的

な維持管理に加え，個々の橋梁に対して最も効率的・効果的な修繕を計画的

に実施します。 

また，維持管理・修繕・更新等の履歴を活用して，点検・診断結果を踏ま

えながら優先度を判定し，計画的な修繕，更新等に取り組んでいきます。 

３) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある橋梁の施設については，定期的な点検や

修繕による予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を

推進します。 

また，「大崎市橋梁の長寿命化修繕計画」を踏まえ，予防保全型や観察保全

型の橋梁管理へ転換することにより修繕コストの縮減を図ります。 

 



 

改定後 改定前 

４) 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 

職員による適正な管理体制の仕組みづくりはもちろんのこと，民間を含め

た管理体制の整備により計画的・効率的な管理を実現します。 

 

（１５）上水道施設 省略 

 

（１６）下水道施設 

  ■施設類型別の現況課題 

・下水道施設は建物棟数1.5％，延床面積2.9％を占め，施設の老朽化率（築30

年以上）32.7％です。 

・下水道の管路は512kmのうち，整備後40年以上が経過する施設は全体で約

1.6％，法定耐用年数50年以上の管路はありません。 

 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，公共下水道は，「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命

化計画策定に関する手引き（案）（平成２５年９月国土交通省）」を踏まえ，

長寿命化が必要な施設・部位等を確認し，ストックマネジメント計画の策定

に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 

４) 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 

職員による適正な管理体制の仕組みづくりはもちろんのこと，民間を含め

た管理体制の整備により計画的・効率的な管理を実現します。 

 

（１５）上水道施設 省略 

 

（１６）下水道施設 

  ■施設類型別の現況課題 

・下水道施設は建物棟数1.5％，延床面積2.9％を占め，施設の老朽化率（築30

年以上）32.7％です。 

・下水道の管路は512kmのうち，整備後40年以上が経過する施設は全体で約

1.6％，法廷耐用年数50年以上の管路はありません。 

 

■管理に関する基本的な方針 

１)～３) 文省略 

４) 長寿命化の実施方針 

今後とも保持していく必要がある施設については，定期的な点検や修繕に

よる予防保全に努めるとともに，計画的な機能改善により長寿命化を推進し

ます。 

また，公共下水道は，「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命

化計画策定に関する手引き（案）（平成２５年９月国土交通省）」を踏まえ，

長寿命化が必要な施設・部位等を確認し，長寿命化      計画の策定

に取り組みます。 

５)～６) 文省略 

 


