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1 町勢の概要  

（1）位置・地勢  

本町は、宮崎県の西南部、霧島山を境に鹿児島県と接する静かな山あいに          

位置しています。町の面積は 85.39ｋ㎡。およそ 50%を山林原野が占めて          

います。また、霧島山系からの豊富な水が大小河川として町内を流れている           

ことから、水とみどりに富んだ自然豊かな町としても知られています。                 

町の主幹産業は農業であり、中でも畜産業の割合が高く、農業産出額の 7割           

以上は畜産で占められています。とりわけ、肉用牛の生産が盛んで、その肉質の良さは県内外で

も高く評価されています。主要な交通網としては国道 221号、223号のほか、県道 5本が通っ

ています。また、九州縦貫自動車道えびの・宮崎間の全線開通にともない、町内にインターチェ

ンジが設置され、宮崎県内はもとより九州各地との時間距離が大幅に短縮されるなど、交通網の

整備がすすんでいます。このほか、JR 吉都線があり、都城市と鹿児島県・湧水町を結んでいます。 

（2）自然  

本町は、宮崎県の西南、鹿児島県との境に接しており、                  

人口約９，３００人の町で、役場を中心に東西 18km、南北 10kmに

広がっています。町の西側には、昭和 9年に国内初の国立公園に指定

された霧島火山群がそびえ立っています。霧島火山群は西南日本外帯

である四万十層群上に立地する大小 20数個の火山群で、第 3紀終

末・第 4紀から今日まで活発な火山活動を展開しており、その堆積物は第 4 紀を通じて県南部に

堆積しています。 

（3）沿革・歴史  

明治時代に入り、1883 年(明治 16年)に宮崎県が設置されると、同年 6 月には北諸県郡、翌

1884年(明治 17年)1月からは西諸県郡に属しました。その後、1889年(明治 22年)の町村

制施行に伴い、麓・蒲牟田・広原・後川内の 4村が合併して高原村が成立し、1934年(昭和９

年)には町制施行に伴って町に昇格し、現在に至っています。 

 

 

高原の「高」を「ハル」の 

かな文字で囲んでいます。 

＜昭和 37 年 4月 20日告示＞ 

（出典：本町 HP） 
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２  人口の動向と将来予測 (神武の里たかはる・人口ビジョンより一部引用 ) 

（１）総人口の推移  

高原町の総人口数を見ると、まず、第一次ベビーブームにより、1955年頃まで人口の急激な

増加傾向が見られます。その後、一転して人口が減少し始め、1970年頃までは急激な人口減少

が続いています。1980 年から 1985年頃までは人口がほぼ横ばいで推移しています。これ以

降、現在に至るまで、人口は緩やかな減少傾向を見せています。 

以上のことから、高原町の総人口数はベビーブームをはじめとする社会的事象を反映していると

ともに、近年は緩やかな人口減少という日本全体のトレンドと歩調を合わせていると見ることが

できます。 

 

(出所)国勢調査
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（２）年齢 3 区分別人口の推計  

年齢３区分別の人口の推移を見ると、年少人口は今後緩やかに減少します。老年人口は 2020

年（平成 32年）にピークを迎え、以降減少します。生産年齢人口は年齢 3 区分別にみると、最

も減少スピードが速く、総人口数の減少の大きな要因であると考えられます。 

このような減少の要因として、20代の町民の一定割合が町外で就職していることなどによる転

出増の影響が考えられます。 

 

 

(出所)国勢調査(～2015年)、社人研推計(2020年～) 
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年少人口(人) 1,152 997 856 741 657 601

生産年齢人口(人) 5,495 4,843 4,229 3,754 3,380 3,099

老年人口(人) 3,353 3,460 3,578 3,497 3,311 3,052
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2050
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人口(人) 6,155 5,551 4,997 4,508 4,078

年少人口(人) 552 503 453 403 358

生産年齢人口(人) 2,821 2,535 2,282 2,102 1,915

老年人口(人) 2,781 2,514 2,262 2,003 1,805

(人) 
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3 財政状況  

（１）平成 27 年度決算の状況  

2015年度（平成 2７年度）の歳入について、自主財源の割合は 24.7％、依存財源の割合は

75.3％と、依存財源の割合が著しく高くなっています。歳入全体としては地方交付税が、42.5％

と多くの割合を占めており、最も多くなっています。次いで町債が 11.6％、町税が 11.5％とな

っています。 

表 3 歳入決算の内訳 

 

  

歳入決算の内訳（単位：千円） 

区    分 平成２7 年度決算額 

自
主
財
源 

町税 720,252 

繰越金 54,428 

分担金及び負担金 87,431 

使用料及び手数料 64,525 

繰入金 170,585 

その他 445,214 

依
存
財
源 

地方交付税 2,658,972 

国庫支出金 569,140 

県支出金 489,151 

町債 728,385 

その他 271,775 

自主財源合計 1,545,435 

自主財源合計（％） 24.7％ 

依存財源合計 4,717,423 

依存財源合計（％） 75.3％ 

歳入合計 6,262,858 

町税 

11.5% 繰入金 

2.7% 

その他 

7.1% 

地方交付税 

42.5% 

国庫支出金 

9.1% 

県支出金 

7.8% 

町債 

11.6% 

その他 

4.3% 

歳入グラフ 
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2015年度（平成 27年度）の歳出について、性質別・目的別にみてみると、性質別では、補助

費等（18.9％）、人件費(16.2%)、扶助費（13.6％）で割合が高くなっています。目的別に見る

と、民生費（26.8％）、総務費（19.7％）、衛生費（11.9％）で割合が高くなっています。少子

高齢化に伴って、性質別では扶助費、目的別では民生費等の割合が今後さらに増加していくと見込

まれます。 

    表 4 歳出（性質別）の内訳  

 

 

 

  

人件費 

16.2% 

物件費 

10.9% 

扶助費 

13.6% 

補助費等 

18.9% 

普通建設事業費 

12.5% 

公債費 

11.6% 

積立金 

2.8% 

繰出金 

11.1% 

性質別グラフ  
性質別（単位：千円） 

区    分 平成２7年度決算額 

人件費 994,037  

物件費 666,638  

維持補修費 35,832  

扶助費 835,041  

補助費等 1,157,558  

普通建設事業費 770,401  

災害復旧事業費 14,604  

公債費 714,657  

積立金 171,253  

投資・出資金・貸付金 98,902  

繰出金 681,290  

歳出合計 6,140,213  

目的別の区分（単位：千円） 

区    分 平成２7年度決算 

議会費 75,377  

総務費 1,210,890  

民生費 1,645,575  

衛生費 729,002  

労働費 0  

農林水産業費 504,904  

商工費 151,737  

土木費 466,675  

消防費 253,243  

教育費 373,549  

災害復旧費 14,604  

公債費 714,657  

諸支出金 0  

歳出合計 6,140,213  

表 5 歳出（目的別）の内訳 

総務費 

19.7% 

民生費 

26.8% 

衛生費 

11.9% 

農林水産業費 

8.2% 
商工費 

2.5% 

土木費 

7.6% 

消防費 

4.1% 

教育費 

6.1% 

公債費 

11.6% 

目的別グラフ  
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（２）財政状況の推移  

歳入歳出の推移をみると、約 50～70億円前後で推移していることがわかります。 

歳出のうち、公共施設等の維持管理に関わる、普通建設事業費についてみてみると、２００8年

度（平成 20年度）から２００９年度（平成 21年度）にかけて増加し、約 10億円まで達して

います。増加の理由として、校舎耐震化補強事業費等の増加が挙げられます。 

また、２０１１年度（平成 23年度）から 2014 年度（平成 26年度）は減少傾向にあること

がわかります。 
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1 対象施設  

本計画では本町が所有するすべての施設を対象とします。 

公共施設等は、建物系公共施設、インフラ施設、企業会計施設の３つに分類し、さらに機能別に

以下の分類に整理します。 

【施設分類（機能別分類）】 

 
大分類 中分類 主な施設（例） 

建
物
系
公
共
施
設 

文化系施設 
集会施設 ホール・公民館 

文化施設 文化センター・文化会館 

社会教育系施設 
図書館 図書館 

博物館等 博物館、郷土資料館等、美術館 

スポーツ・レクリエ
ーション系施設 

スポーツ施設 
体育館、プール、武道館、サッカー場 
テニスコート、野球場 

レクリエーション施設・観光施設 キャンプ場、少年自然の家、観光センター 

保養施設 保養施設 

産業系施設 産業系施設 労働会館・勤労会館、産業振興センター 

学校教育系施設 
学校 小学校・中学校・特別支援学校・高等学校 

その他教育施設 総合教育センター、給食センター 

子育て支援施設 

幼稚園・保育園・こども園 幼稚園、保育所、こども園 

幼児・児童施設 
児童館・こどもの家、子育て支援センター 
児童クラブ 

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 
老人福祉センター、デイサービスセンター 
地域包括支援センター、老人憩いの家 

障害福祉施設 障害者支援センター 

児童福祉施設 児童養護施設、母子生活支援施設 

保健施設 保健会館、保健所 

その他社会保険施設 福祉会館 

医療施設 医療施設 診療所 

行政系施設 

庁舎等 庁舎、支所 

消防施設 消防署、分遣署・出張所 

その他行政系施設 
環境センター、清掃事務所、備蓄倉庫 
防災センター 

公営住宅 公営住宅 町営住宅、一般住宅、教職員住宅 

公園 公園 管理棟、倉庫、便所 

供給処理施設 供給処理施設 ごみ処理場・クリーンセンター、浄化センター 

その他 その他 
駐車場・駐輪場、斎場・墓苑、公衆便所 
卸売市場、職員住宅 

  



公共施設等総合管理計画 第２章 公共施設等の現状と将来の見通し  

 

8 

【施設分類（機能別分類）】 

 

 

 

 

  

 大分類 中分類 主な施設 

インフラ 

施設 
道路 道路 

町道、農道 

橋りょう 

企業会計 

施設 

病院会計施設 病院施設 病院施設 

上水道施設 上水道施設 浄水処理場、配水場 

下水道施設 下水道施設 下水処理施設 

工業用水道施設 工業用水道施設 工業用水道施設 
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2 施設の現状  

（１）建物系公共施設  

1.施設の数量 

本町においては、7５施設、67,５６９㎡の建物系公共施設を保有しています。その中でも、延

床面積の大きいのは、学校教育系施設（36.7％）と公営住宅（22.0％）であり、合わせて 58.7%

と大部分を占めています。 

学校教育系施設、公営住宅の割合が多いのは他団体と同様の傾向にあります。 

【施設の数量①】 

 

 

 

 

  

大分類 中分類 件数 延床面積（㎡） 

文化系施設 集会施設 20 5,360  

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 3 2,796  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 2 4,584  

産業系施設 産業系施設 1 1,985  

学校教育系施設 学校 6 24,769  

子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 3 934  

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 3 2,448  

障害福祉施設 1 86  

保健施設 1 4,415  

行政系施設 

庁舎等 1 4,014  

消防施設 3 315  

その他行政系施設 1 195 

公営住宅 公営住宅 20 14,836  

公園 公園 3 290  

供給処理施設 供給処理施設 1 33  

その他 その他 6 509  

総計   75 67,569 
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【施設の数量②】 

 

 

  

学校教育系施設 

36.7% 

公営住宅 

22.0% 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

系施設 

10.9% 

保健・福祉施設 

10.3% 

文化系施設 

7.9% 

行政系施設 

6.7% 

産業系施設 

2.9% 

子育て支援施設 

1.4% 

その他 

0.8% 
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2.建築年別整備状況 

建物系公共施設の建築年別の整備状況をみると、現存している最も古い建物は 1936 年度（昭和

11 年度）に建築されたスポーツ・レクリエーション系施設の建物です。その後、1960 年代前半

から 1990 年代では、学校施設教育系施設、産業系施設、公営住宅、行政系施設（庁舎等）、な

ど住民の文化や福祉の向上に力がそそがれています。近年は消防施設や集会施設の建設が進められ

てきたこと、老朽化した学校施設や公営住宅の建替えが進められていることがわかります。 

また、旧耐震基準期間に建築された建物は全体の 34.3%、新耐震基準期間に建築された建物は全

体の 65.7%となっています。 

【建築年数別整備状況】 

 

公営住宅 社会教育系施設 産業系施設 保健・福祉施設 公園

供給処理施設 学校教育系施設 市民文化系施設 子育て支援施設 その他

行政系施設 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設
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（２）インフラ施設  

1.道路 

①施設の数量 

区分 種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道 

路 

町道 300,014 1,520,629 

合計 300,014 1,520,629 

 

区分 種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道 

路 

農道 284,812 705,158 

合計 284,812 705,158 

 

2.橋りょう 

①施設の数量 

区分 種別 面積（㎡） 

橋
り
ょ
う 

PC 橋 6,517 

RC 橋 854 

鋼橋 416 

石橋 0 

その他 880 

合計 8,667 
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②建築年別整備状況 

 

橋りょうの建築年別の整備面積をみると、建築初期には RC の橋りょうが多いことがわかります。

それに対して、後期では PC の橋りょうが多いことがわかります。 

また、既に耐用年数が切れた橋りょうがあることがわかります。 
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（3）企業会計施設  

1.病院会計施設 

①施設の数量 

番号 施設名称 建物名称 延床面積(㎡) 建築年度 

1 国民健康保健高原病院 

新病院 4,051 2006(平成 18) 

リハビリ棟増築 471 1990(平成 2) 

給食棟・会議室 496 1997(平成 9) 

病院車庫 112 2007(平成 19) 

2 院長住宅 
医師住宅 195 1998(平成 10) 

車庫・倉庫 45 1998(平成 10) 

3 上町医師住宅 
医師住宅 106 1974(昭和 49) 

車庫 17 1974(昭和 49) 

4 役場裏医師住宅 
医師住宅 97 1974(昭和 49) 

車庫 17 1974(昭和 49) 

5 二本松医師住宅 

医師住宅１ 101 1975(昭和 50) 

医師住宅２ 48 1995(平成 7) 

倉庫 28 1985(昭和 60) 

車庫 17 1975(昭和 50) 

6 馬登医師住宅 
医師住宅 109 2001(平成 13) 

車庫 50 2001(平成 13) 

7 並木医師住宅 
医師住宅 128 1996(平成 8) 

車庫 8 1996(平成 8) 

合計   6,096 
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②建築年別整備状況 

 

病院会計施設の建築年別の整備状況をみてみると、1974 年(昭和 49 年)から整備が開始され、

旧耐震基準時に建築された施設がいくつかあり、多くは新耐震基準以後に建設されたことがわかり

ます。 
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2.上水道会計施設 

①施設の数量 

上水道会計施設 

番号 施設名称 延床面積（㎡） 建築年度 

1 越配水池ポンプ室 21 1984(昭和 59) 

2 狭野配水池 21 1956(昭和 31) 

3 祓川水源地 21 1972(昭和 47) 

4 西広原水源地 4 1975(昭和 50) 

5 広原水源地 28 1987(昭和 62) 

6 常盤台配水池 35 1987(昭和 62) 

7 常盤台浄水場 122 2000(平成 12) 

8 瀬田尾配水池 31 1987(昭和 62) 

9 上水道第一水源地 11 2000(平成 12) 

10 後川内水源地 7 1972(昭和 47) 

11 温水平水源地 33 1987(昭和 62) 

12 旭台水源地 52 1987(昭和 62) 

合計 386 
 

管種別延長 

区分 種別 延長（ｍ） 

導水管 導水管 300mm 以下 5,845  

送水管 送水管 300mm 以下 16,454  

配水管 

配水管 50mm 以下 75,573  

配水管 75mm 以下 39,208  

配水管 100mm 以下 32,583  

配水管 150mm 以下 22,920  

配水管 200mm 以下 4,320  

配水管 250mm 以下 12  

配水管 300mm 以下 1,581  

配水管 350mm 以下 797  

上水道管合計 199,293  
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②建築年別整備状況 

 

上水道会計施設の建築年別の整備状況をみてみると、1973 年(昭和 48 年)から整備が開始され

ています。その後 1984 年(昭和 59 年)から 2004 年(平成 16 年)の 20 年間の間で多くの施設

が整備されていることがわかります。 

また、既に耐用年数が切れた施設がいくつかあることもわかります。 
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3.下水道会計施設 

①施設の数量 

下水道会計施設 

番号 施設名称 延床面積（㎡） 建築年度 

1 
広原北部地区 

農業集落排水施設 
64 1992(平成 4) 

合計 64 
   

管種別延長 

区分 延長（ｍ） 

塩ビ管 12,003.6 

その他 33 

合計 12,036.6 

②年度別整備状況 

 

下水道会計施設の建築年度別の整備状況をみてみると、1992 年（平成 4 年）から 1995 年（平

成 7 年）の間に整備されていることがわかります。 
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4.工業用水道会計施設 

①施設の数量 

工業用水道会計施設 

番号 施設名称 延床面積（㎡） 建築年度 

1 工業用水道管理棟 27 1999(平成 11) 

合計 27 
 

管種別延長 

区分 種別 延長（ｍ） 

送水管 送水管 300mm 以下 170  

配水管 
配水管 250mm 以下 84  

配水管 350mm 以下 522 

工業用排水管合計 776  

②建築年別整備状況 

 

工業用水道会計施設の建築年別の整備状況をみてみると、1999 年(平成 11 年)にまとめて整備

が行われていることがわかります。 

工業用排水管の総延長 

776ｍ 
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3 将来の更新費用の見通し  

（１）建物系公共施設の更新費用推計  

本町が所有する公共施設について、すべて大規模改修を実施し現状規模のまま建替えを行った場

合にかかる更新費用について試算を行いました。建物系公共施設では、今後４０年間で 26４億

２千万円(年平均 6 億 6 千万円)かかるという推計結果になりました。また、直近 5 カ年の建物系

公共施設にかかる投資的経費をみると年平均で約 1 億 5 千万円となっています。 

建物系公共施設の更新費用

 

（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

建物系公共施設の直近 5 カ年の投資的経費(千円) 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2010 (平成 22)年度 88,194  33,286  0 121,480 

2011 (平成 23)年度 53,383  39,371  0 92,754 

2012 (平成 24)年度 221,845  45,857  0 267,702 

2013 (平成 25)年度 80,492  113,158  0 193,650 

2014 (平成 26)年度 51,276  46,171  0 97,447 

平均 99,038 55,569 0 154,607 
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（2）インフラ施設の更新費用推計  

1.道路 

道路の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０年間で１９

０億６千万円(年平均約４億８千万円)かかることが分かりました。 

また、直近５カ年の道路にかかる投資的経費をみると年平均で約４億８千万円となっています。 

 

インフラ施設更新費用推計(道路) 

 

（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

道路の直近５カ年の投資的経費(千円) 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2010 (平成 22)年度 114,785 177,389  0 292,174 

2011 (平成 23)年度 70,148 673,051 31,138 774,337 

2012 (平成 24)年度 187,502 221,051 950 409,503 

2013 (平成 25)年度 214,427 204,824 1,854 421,105 

2014 (平成 26)年度 163,985 344,395 7,312 515,692 

平均 150,169 324,142 8,251 482,562 
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2.橋りょう 

橋りょうの将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０年間で

22 億９千万円(年平均６千万円)かかることが分かりました。 

また、直近５カ年の橋りょうにかかる投資的経費をみると年平均で約２千万円となっています。 

 

インフラ施設の更新費用推計(橋りょう) 

 

（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

橋りょうの直近５カ年の投資的経費(千円) 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2010 (平成 22)年度  0 22,628  0 22,628 

2011 (平成 23)年度  0 15,128  0 15,128 

2012 (平成 24)年度  0 8,744  0 8,744 

2013 (平成 25)年度  0 3,575  0 3,575 

2014 (平成 26)年度  0  25,453  1,867 27,320 

平均 0 15,106 373 15,479 
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（３）企業会計施設の更新費用の試算結果  

1.病院会計施設 

病院会計施設の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０年

間で１８億７千万円(年平均５千万円)かかることが分かりました。 

また、直近５カ年の病院会計施設にかかる投資的経費をみると年平均で約４千万円となっていま

す。 

企業会計施設の更新費用推計(病院会計) 

 

（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

病院会計施設の直近５カ年の投資的経費(千円) 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2010 (平成 22)年度 29,425  0  0  29,425 

2011 (平成 23)年度 69,908 0  0  69,908 

2012 (平成 24)年度 46,241  0  0  46,241 

2013 (平成 25)年度 41,899  ０  0  41,899 

2014 (平成 26)年度 19,299  ０  0  19,299 

平均 41,354 0 0 41,354 
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2.上水道会計施設 

上水道会計施設の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０

年間で１５８億５千万円(年平均４億円)かかることが分かりました。 

また、直近５カ年の上水道会計施設にかかる投資的経費をみると年平均で約１億１千万円となっ

ています。 

企業会計施設の更新費用推計(上水道会計) 

 

（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

上水道会計施設の直近５カ年の投資的経費(千円) 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2010 (平成 22)年度 2,707  6,116  0  8,823 

2011 (平成 23)年度 9,433  395,699  0  405,132 

2012 (平成 24)年度 59,609  0  0  59,609 

2013 (平成 25)年度 53,822  1,301  0  55,123 

2014 (平成 26)年度 10,691  21,031  0  31,722 

平均 27,252 84,829 0 112,082 
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3.下水道会計施設 

下水道会計施設の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０

年間で１５億３千万円(年平均４千万円)かかることが分かりました。 

また、直近５カ年の下水道会計施設にかかる投資的経費をみると年平均で約１１万円となってい

ます。 

企業会計施設の更新費用推計(下水道会計) 

 
（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

下水道会計施設の直近５カ年の投資的経費(千円) 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2010 (平成 22)年度 0  0  0  0 

2011 (平成 23)年度 0  0  0  0 

2012 (平成 24)年度 0  0  0  0 

2013 (平成 25)年度 ０  342 ０  342 

2014 (平成 26)年度 ０  237 ０  237 

平均 0 116 0 116 
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4.工業用水道会計施設 

工業用水道会計施設の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後

４０年間で９千万円(年平均２３０万円)かかることが分かりました。 

また、直近５カ年の工業用水道会計施設にかかる投資的経費をみると年平均で０円となっていま

す。 

企業会計施設の更新費用推計(工業用水道会計) 

 

（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

工業用水道会計施設の直近５カ年の投資的経費(千円) 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

2010 (平成 22)年度 0  0  0  0 

2011 (平成 23)年度 0  0  0  0 

2012 (平成 24)年度 0  0  0  0 

2013 (平成 25)年度 ０  0  ０  0  

2014 (平成 26)年度 ０  0  ０  0  

平均 0 0 0 0 

 

  

工業用水道管年度更新

工業用水道施設年度更新
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（４）公共施設等全体の更新費用  

建物系、インフラ、企業会計すべての公共施設等の更新費用を試算した結果、今後４０年間で６

６８億４千万円(年平均１６億７千万円)かかることが分かりました。また、下図及び表より、直

近５カ年の公共施設にかかる投資的経費は年平均約８億円ですので、毎年８億７千万円不足する

ことになり、更新費用の５２％が投資的経費を上回ることがわかります。 

公共施設等全体の更新費用 

 

（※総務省 公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10 より算定） 

 

公共施設等の投資的経費(千円) 

 
建物系 インフラ 企業会計 合計 

更新費用（４０年間平均） ６．６億円 ５．４億円 ４．８億円 １６．７億円 

投資的経費 ５カ年平均 １．５億円 ５．０億円 １．５億円 ８．０億円 

不足分 ５カ年平均 △５．１億円 △０．４億円 △３．３億円 △８．７億円 

 

 

 

 

更新費用額の 52%が投資的経費を上回る 

＝（不足額：８.7 億円/更新費用：1６.７億円） 

年平均 8 億円を超える部分を平準化し、圧縮する必要がある 
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（5）更新費用推計条件設定  

公共施設等更新費用試算ソフト（総務省）による更新費用シミュレーションの条件設定は以下の

通りです。 

 更新費用の推計額 

事業費ベースでの計算とする。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。 

 計算方法 

耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定して計算する。 

延べ床面積×更新単価 

 更新単価 

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

定された単価を使用する。また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むも

のとして想定している。 

 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 年を採用することとする。 

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 

建設後 30 年で行うものとする。 

 地域格差 

更新単価は、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 

建替え時期が近いので、大規模改修は行わずに 50 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、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、建替え期間を 2 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。  
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総務省公共施設等更新費用試算ソフト  更新単価 

施設用途 大規模改修 建替え 

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/㎡ 

医療施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

供給処理施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

 

施設用途 更新年数 更新単価 

道路 15 年 4,700 円/㎡ 

橋りょう 60 年 425 千円/㎡ 

上水道 60 年 100～923 千円/㎡ 

下水道 50 年 61～295 千円/㎡ 
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4 公共施設等における現状と課題  

 

1.施設の老朽化 

 施設の老朽化が進んでおり、今後、施設の安全性を保つためにも、修繕・更新にかかる経

費はますます増加することが見込まれます。厳しい財政状況のもとでは、施設の維持管理、

運営に必要な経費の捻出をし続けていくことが困難となることが予想されます。 

 施設保有の必要性を検証し、適切で計画的な維持管理、長寿命化等に努めることで財政負

担の軽減・平準化を図る必要があります。 

 

2.住民ニーズの変化 

 総人口の減少とともに、少子高齢化が急速に進んでいることから、施設に対するニーズも

大きく変化していくことが予想されます。 

 社会環境の変化やニーズの変化を見極めながら、既存施設の必要性の見直し、複数施設の

機能集約化、未利用財産の処分等、将来の財政負担を軽減するために、保有総量の適正化

を図りながらも、サービスを落とさない効率的な施設運営の工夫をしていく必要がありま

す。 

 

3.財源の不足 

 今後、建替え・大規模改修などが必要となる施設が増え、施設にかかる投資的経費は増加

することが見込まれます。しかし、高齢化に伴う税収の減少、扶助費の増加などにより、

ますます厳しくなる財政状況の中、公共施設等の更新に充てられる財源の確保はさらに難

しくなることが予測されます。 

 施設保有の必要性を検証しながら、適切で計画的な維持管理、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。財政は今後とも厳しい状況が続くことが見込ま

れることから、歳入・歳出両面にわたる行財政改革に引き続き取り組む必要があります。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第３章 

公共施設等の総合的な管理 

に関する基本方針 
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1 本計画の目的  

公共施設等総合管理計画（本計画）は、本町における公共施設等の全体の状況を把握し、長期的

な視点をもって計画的に更新・統廃合・長寿命化などを行い、財政負担を軽減・平準化につなげ

ることを目的とします。           

また、公共施設等の総合的かつ計画的な管理推進の基本方針を取りまとめたものです。 

 

 

２  本計画の位置付け  

下図は、公共施設等総合管理計画本計画の体系図を示しています。本計画は、「高原町総合計

画」を下支えする計画であり、公共施設面の取組みに対して横断的な指針を提示するものです。 

また、公共施設に関わる個別の実施計画については、本計画を上位計画と位置づけ、本計画の

方針との整合性や計画自体の実現可能性を検証していきます。 

 

【本計画の体系図】 

 

  

高原町 

総合計画 

公共施設等 

総合管理計画 

（本計画） 

各種個別計画 
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３  計画期間  

公共施設は５０年以上の長期間継続して使用するため、長期的な視点を持って今後３０年から４

０年先を見据えた将来推計を実施し、方向性や目標値の設定を行います。しかし、社会環境の変

化や人口動態の変化などを考慮し、本計画の計画期間は、平成 29 年度から平成 38 年度までの

10 年間とします。 

計画内容は社会情勢の変化や財政事情、事業の進捗状況等に応じて、計画期間中においても必要

に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画期間：平成 29年度から平成 38年度までの 10 年間 



公共施設等総合管理計画 第３章 公共施設等の総合的な管理に関する基本方針 

 

33 

４  推進体制  

各部局の保有する施設情報について一元管理を行い、効率的な維持管理を推進する目的で、総務

課で導入している庁内の施設管理・固定資産台帳システムを活用します。そうすることで、関係

部局との連携をとりながら、本計画の推進を図ります。 

 

【全庁的な取り組み体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理・共有方策】施設管理・固定資産台帳システムを活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

施設管理・固定資産台帳 

システム 

・面積 

・建築年月日 

・取得金額 

・写真 

・図面 

・施設利用状況 

・運営コスト 

 

（統括部門） 

総務課 

トップマネジメント 

統括部門 

町長 

施設管理情報 固定資産台帳情報 

（関係部局） 

施設所管課 

閲覧 

登録 
 

 

総務課 

関係部局 



公共施設等総合管理計画 第３章 公共施設等の総合的な管理に関する基本方針 

 

34 

５  基本方針  

（１）基本方針  

本町は、施設の老朽化、住民ニーズの変化、財源の不足といった課題に直面しています。その中

で、住民の安全を確保し、福祉の向上を実現していくために、財源の確保が最重要課題となりま

す。今後、収入が増える見込みが非常に厳しいため、公共施設の維持管理・公共サービスの提供

にかかっているコスト、将来かかるであろうコストの削減をすることで、必要な財源に充ててい

くべきであると考えられます。また、将来の財政負担の軽減・平準化していくために、総合的・

長期的な視点で施設のマネジメントを行っていくことが重要となります。 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進していくための基本方針について、以下の通り定め

ます。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①保有総量の縮小による 

将来更新負担額の軽減 

②長寿命化の推進による 

ライフサイクルコスト軽減 

③施設管理の効率化による 

コスト削減 



公共施設等総合管理計画 第３章 公共施設等の総合的な管理に関する基本方針 

 

35 

（２）基本的な考え方  

 

 

現在利用されておらず将来にわたる利活用の見込みが低い施設については廃止・ 

用途変更を検討します。 

廃止となった施設については、積極的な売却・除却等を行います。 

利用状況の検証や施設間の調整等を図り、施設の統合・複合化を推進します。 

 

新規施設の建設や施設の更新等が必要となった場合、まず既存施設の有効利用（機

能移転、複合化、用途変更等）について検討します。 

将来的な維持管理コストの試算を必ず実施したうえで判断をします。 

 

 

 

 

今後維持していく施設については、計画的な点検や修繕等により、予防保全型の 

維持管理を実施し、施設の長寿命化を図ります。 

なお、各施設の長寿命化の具体的な方針については、各個別施設計画において定

めます。 

 

 

今後維持していく施設の管理にあたっては、民間委託の推進や指定管理者制度の

導入などの民間ノウハウを活用する取組みを推進しつつ、ＰＰＰ／ＰFI1など、民

間の資本、経営能力及び技術力を活用した施設管理の効率化やサービスの向上等

について検討を行います。 

 

                                                

1 PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携)は、公民が連携して公共サービスの提供を行う取組み

のこと。PFI(プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ)は、公共施工等の設計・維持管理等に、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。 

① 保有総量の縮小による将来更新負担額の軽減 

 

② 長寿命化の推進によるライフサイクルコストの軽減 

③ 施設管理の効率化によるコスト削減 
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６  目標設定  

公共施設等における現状と課題、施設の改修・更新にかかる将来コスト試算の結果を踏まえ、全

体目標を設定します。建物系公共施設、インフラ施設、企業会計施設に分類し、それぞれ目標設

定を行います。 

建物系公共施設に関しては、新規整備を抑制するとともに、施設の複合化等により施設総量を縮

減し、将来の更新費用を削減します。 

（1）建物系公共施設  

1.必要性の検証をします 

 建物系公共施設ごとに、施設の目的や位置付けなどを確認し、今後も町がその施設を保有し、

サービスを提供し続ける必要性について検証します。 

2.新規整備を極力控えます 

 長寿命化、維持補修を適切に行うことで、施設を長く使用します。 

 新規整備が必要な場合には、費用対効果、人口比率の変化を考慮し施設の規模などを検討し

ます。 

3.施設を更新(建替え)する場合は複合施設を検討します 

 施設の統合・整理、施設の複合化等によって、機能を維持しつつ、施設総量を縮減します。 

 施設の複合化により空いた施設や土地は、活用・処分を検討します。 

4.施設コストの維持管理、運営コストを縮減します 

 建物系公共施設ごとの施設コストの調査結果を基に、維持管理費・運営コストを縮減します。

その際には、PPP/PFI などの民間活力の活用を検討します。 

5.公共施設等の更新費用を 10 年間で 13%圧縮します。 

 本計画第 2章 3 節より、公共施設等の更新費用推計結果と、過去 5 年間の投資的経費を比

較すると年平均８．７億円の不足が発生します。1～4 の取組みを実施し、更新費用を１３%

圧縮します。 

各用途別の方針については、4 章に記載します。 
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（2）インフラ施設  

1.新たなインフラ施設整備を抑制し投資額を縮小します 

 新規の投資額を縮小しながら、既存施設に係る維持管理については、安全確保のために計画

的に改修を行います。 

 今後の施設の更新等に関しては、各種長寿命化計画に従って進めます。 

2.ライフサイクルコストを縮減します 

 長寿命化を可能な限り図るとともに、計画的、効率的な改修・更新を推進、ライフサイクル

コストを縮減します。 

 PPP/PFI などの民間活力を活用し、機能を維持・向上させつつ、改修・更新コスト及び管

理運営コストを縮減します。 

 

（3）企業会計施設  

1.新規整備を極力控えます 

 長寿命化、維持補修を適切に行うことで、施設を長く使用します。 

 新規整備が必要な場合には、費用対効果、人口比率の変化を考慮し施設の規模などを検討し

ます。 

 今後の更新等に関しては、各種計画に従いながら進めます。 

2.施設コストの維持管理、運営コストを縮減します 

 PPP/PFI などの民間活力を活用し、機能を維持・向上させつつ、改修・更新コスト及び管理

運営コストを縮減します。 
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７  個別方策の実施方針について  

（１）点検・診断等の実施方針  

 建物の劣化及び機能低下を早期発見するための、点検項目・点検頻度等について検討し、

マニュアル等の整備を行います。 

 委託契約により実施している保守・点検・整備について、委託契約どおりに実施されてい

るかどうか委託先から確実に報告を受け実態を把握します。 

 点検・診断結果については、その結果を記録・蓄積して老朽化対策等に活用します。 

 

（参考資料）公共施設診断の対象となる評価項目例 

評価項目 評価内容 

安全性 
・敷地安全性（耐災害）、建物耐震・耐風・耐雪・耐雨・耐落雷安全性、

防火安全性、事故防止性、防犯性、空気質・水質安全性 

耐久性 ・建物部位（構造・外装など）の耐久性・劣化状況 

不具合性 ・施設各部位（構造・仕上・付帯設備・建築設備）の不具合性 

快適性 ・施設快適性（室内環境・設備）、立地利便性 

環境負荷性 ・施設の環境負荷性（省エネ、有害物質除去など） 

社会性 ・地域のまちづくりとの調和、ユニバーサルデザイン（バリアフリー化） 

耐用性 ・経過年数と耐用年数、変化に対する追随性、計画的な保全・大規模改修 

保全性 ・維持容易性、運営容易性、定期検査の履行 

適法性 ・建築法規、消防法、条例 

情報管理の妥当性 ・情報収集、情報管理、情報利活用 

体制・組織の妥当性 ・統括管理体制、管理体制、トップマネジメントへの直属性 

顧客満足度 ・顧客満足度、職員満足度 

施設充足率 ・地域別施設数量の適正性、用途別施設数量適正性、余剰スペース 

供給水準の適正性 ・供給数量適正性（敷地面積、建物面積など） 

施設利用度 ・施設利用率、空室率 

点検・保守・改修コストの適正性 ・点検・保守費、清掃費、警備費、改修費・大規模改修費、更新費 

運用コストの適正性・平準化 ・運用費、水道光熱費 

ライフサイクルコストの適正性 ・ライフサイクルコスト 

（出展: FM 評価手法・JFMES13 マニュアル(試行版)） 
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（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針  

 維持管理にあたっては、指定管理者制度の導入などの民間ノウハウを活用する取組みを推

進し、施設管理の効率化やサービスの向上を行います。 

 修繕にあたっては、計画的な予防保全型の管理を行うことにより、トータルコストの縮減

を図ります。また、大規模改修等の実施にあたっては、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、財政負担の平準化を図ります。 

 施設を更新する場合は、公共施設のコンパクト化や効率化の観点から、統合や複合化につ

いて検討を行います。 

 維持管理・修繕・更新等の履歴を管理・蓄積し、老朽化対策等に活用します。 

 

（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施設については、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施設については、緊急性・重要性を勘案し、必要な改修工事等を実施

します。 

 用途廃止され、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等については、速

やかに除却・売却等の検討を行います。 

 

（４）耐震化の実施方針  

 防災拠点に指定されている施設については、耐震診断及び耐震改修工事を計画的に実施し、

災害時の安全を確保します。 

 

（５）長寿命化の実施方針  

 計画的な定期点検の実施、予防保全型の修繕に切り替えていくことで、施設の長寿命化を

図りライフサイクルコストを低減します。 

 今後建設する施設については、建設技術が向上していることも踏まえ、７０年使うことを

目標とします。 
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（６）統合や廃止の推進方針  

 施設の老朽化、利用者数、管理運営コスト等の状況を把握し、改善、廃止等の方向性につ

いての判断材料の整理を行います。 

 現在利用されておらず、将来にわたる利活用の見込みが低い施設については、その必要性

を検討します。そして、必要がないと判断される施設については廃止の検討を行います。

廃止となった施設については、用途変更・積極的な売却・除却等に努めます。 

 新規施設の建設や施設の更新等が必要となった場合、まず既存施設（民間施設も含む）の

有効利用について検討するとともに、将来的な維持管理コストの試算も行い判断するもの

とします。 

 

（７）行政サービス水準等の検討  

 施設の老朽化、利用者数、管理運営コスト等の状況を把握し、改善、廃止等の方向性につ

いての判断材料の整理を行います。 

 管理運営に係るコストを把握し、使用料の見直しの検討を行います。 

 公共的関与の必要性が低い施設については、その必要性を検討し、積極的に民間への譲渡

等についての検討を行います。 

 

（８）PPP/PFI の活用について  

 住民サービスが低下することなく行政運営の効率化が図られる事務事業については、民間

への委託等を積極的かつ計画的に推進します。 

 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、民間の技術・

ノウハウ、資金等の活用を積極的に検討します。 

 

（９）市町村域を超えた広域的な検討等について  

 近隣団体との市町村間の情報共有を行うことによって、計画推進に関する相互支援や広域

的連携を積極的に行います。 

 



公共施設等総合管理計画 第３章 公共施設等の総合的な管理に関する基本方針 

 

41 

（１０）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  

 関係部局と連携をとりながら効率的な維持管理の推進を図るために、総務課で導入してい

る庁内の施設管理・固定資産台帳システムを活用し、各部局の保有する施設情報について

一元管理を行います。 

 

（１１）フォローアップの実施方針  

 本計画については、計画期間は、平成 29 年度から平成 38 年度までの 10 年間としてお

り、概ね５年を目途に実施方針等の取組み状況について確認を行うものとします。計画内

容は社会情勢の変化や財政事情、事業の進捗状況等に応じて、計画期間中においても必要

に応じて見直しを行うものとします。 

 

（１２）議会や住民との情報共有等  

 議会や住民への十分な情報提供等を行うものとします。 

 公共施設等の情報を広く公開することが民間活力の活用にもつながることが予想される

ことから、公共施設等に関する情報についてはＨＰをはじめとする各種広報媒体などを通

じ、積極的な公開に努めます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

第４章 

施設類型ごとの基本方針
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1 建物系公共施設  

１  文化系施設  

（１）施設概要  

文化系施設は、公民館等の集会施設・活性化センターなどの文化施設が該当します。 

本町では中央公民館、地区公民館等が該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 高原町中央公民館 高原町教育集会所 
北狭野神武 
ふるさと館 

中平公民館 
南狭野 

活性化センター 

所在 西麓３９２ 西麓１５５２－１ 蒲牟田１９２－５ 蒲牟田５１７９ 蒲牟田５６９７－１０ 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 

建築年度 1970(昭和 45) 1984(昭和 59) 2010(平成 22) 2001(平成 13) 2009(平成 21) 

建物棟数 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 647.00 ㎡ 228.00 ㎡ 299.90 ㎡ 299.63 ㎡ 198.74 ㎡ 

管理者区分 直営 直営 指定管理 指定管理 指定管理 

利用区分 申請書記載人数 申請書記載人数 - - - 

利用件数 

 

3,720 人 2,998 人 - - - 

施設収入 85,000 円 76,000 円 - 

 

- - 

管理運営費 111,667,000 円 550,000 円 - 394,000 円 - 

 

施設名称 
上広原地区 

多目的活動施設 
常盤台 

活性化センター 
川平多目的 
研修集会施設 

出口 

農業構造改善センター 
越農業 

構造改善センター 

所在 広原２０７２－５ 広原５９９３－７ 後川内５６２３－３ 西麓２８８５ 西麓４２４７－４ 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 

建築年度 1994(平成 6) 1997(平成 9) 1980(昭和 55) 1994(平成 6) 1991(平成 3) 

建物棟数 2 棟 2 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 245.56 ㎡ 180.59 ㎡ 120.60 ㎡ 280.00 ㎡ 150.05 ㎡ 

管理者区分 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

利用件数 

 

- - - - - 

施設収入 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 管理運営費 - - - - - 
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施設名称 
鹿児山 

農業構造改善センター 
花堂 

むらおこしセンター 
蒲牟田 

活性化センター 
湯之元集落センター 祓川神楽殿 

所在 西麓４４０１－５ 蒲牟田５６３－６ 蒲牟田２９０９ 蒲牟田４９０１－２ 蒲牟田６４２１ 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 

建築年度 1990(平成 2) 1987(昭和 62) 2001(平成 13) 1983(昭和 58) 1996(平成 8) 

建物棟数 2 棟 2 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 226.00 ㎡ 361.10 ㎡ 297.82 ㎡ 240.00 ㎡ 412.00 ㎡ 

管理者区分 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

利用件数 

 

- - - - - 

施設収入 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 管理運営費 - - - - - 

 

施設名称 
西広原 

活性化センター 
下広原 

構造改善センター 
上後川内地区 
多目的活動施設 

下後川内 
多目的集会施設 

並木児童館 

所在 広原６４４－４ 広原３４３２ 後川内２９０３ 後川内４２０３－１ 蒲牟田 1154 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 町民福祉課 

建築年度 2004(平成 16) 1985(昭和 60) 1994(平成 6) 1984(昭和 59) 1978(昭和 53) 

建物棟数 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 2 棟 

延床面積 225.50 ㎡ 279.50 ㎡ 236.00 ㎡ 201.22 ㎡ 230.00 ㎡ 

管理者区分 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 

利用件数 

 

- - - - - 

施設収入 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

管理運営費 - - - - - 
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（２）施設の現状  

①運営面 

 中央公民館、教育集会所以外は、自治公民館長などに指定管理委託を行って

います。 

 

②利用状況 

 中央公民館と教育集会所は、それぞれ申請書記載人数によると年間で 3,720

人と 2,998 人の利用がありました。 

 地区公民館やセンターについては、各地区の集会等で利用されており、詳細

な人数等を把握していません。 

 

③費用面 

 全体の維持管理に係る支出は約１億 1,２６１万円となっています。 

 中央公民館が支出・収入の両方で最も多くなっています。 

 

（３）今後の管理方針  

老朽化が進行している施設もあるため、まず現地確認を実施し、今後の改修・建替えの要不要、

優先順位の決定をします。 

第五次高原町総合計画で記載がある（総合計画３７ページ）通り、老朽化の著しい施設について

は避難所として活用できるよう、防災施設機能を併せ持つ施設として改修等を計画的に進めます。 

地区公民館については、建替えが必要と判断された場合、まず既存施設との共同利用や民間の空

き家・空店舗等の有効利用について検討します。必要に応じては住民アンケート等の実施を行い

ます。 
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２  スポーツ・レクリエーション系施設  

（１）施設概要  

スポーツの振興を図る施設、レクリエーションや観光拠点となる施設が該当します。 

本町では、高原町総合運動公園、町民体育館、御池キャンプ村などが該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 高原町総合運動公園 町民体育館 旧高原中学校体育館 皇子原いこいの広場 御池キャンプ村 

所在 西麓７０９－９ 西麓３９１－２ 西麓３８３ 蒲牟田３－８２ 蒲牟田長尾国有林 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 まちづくり推進課 まちづくり推進課 

建築年度 1997(平成 9) 1936(昭和 11) 1973(昭和 48) 1977(昭和 52) 1994(平成 6) 

建物棟数 4 棟 2 棟 1 棟 46棟 20棟 

延床面積 134.56 ㎡ 1,797.42 ㎡ 864.00 ㎡ 2,839.85 ㎡ 1,743.72 ㎡ 

管理者区分 直営 直営 直営 指定管理 指定管理 

利用区分 申請書記載人数 申請書記載人数 申請書記載人数 - - 

利用件数 30,832 人 42,439 人 13,684 人 - - 

施設収入 783,000 円 527,000 円 161,000 円 - 0 円 

管理運営費 18,248,000 円 1,668,000 円 631,000 円 22,903,,000 円 8,301,000 円 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 皇子原いこいの広場と御池キャンプ村は指定管理を行っています。 

②利用状況 

 直営である３施設に関しては、利用者人数の把握をしています。 

利用者人数は、申請書記載人数による算出をしています。 

最も利用者の多い町民体育館は年間で 42,439人の利用されています。 

③費用面 

 指定管理委託料を含む、全体の維持管理に係る支出は、年間約 3,592 万円と

なっています。 

最も支出額の多い施設は皇子原いこいの広場、収入額の多い施設は高原町総

合運動公園となっています。 
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（３）今後の管理方針  

第五次高原町総合計画に記載がある（総合計画 38 ページ）通り、町民体育館や分館をはじめ、

中央運動公園等の社会教育施設の適切な維持管理に努めるとともに、高原町総合運動公園の整

備・充実を図りながら、施設の利用促進に努めます。 

高原町総合運動公園に関しては、高原町公園長寿命化計画を参考にしながら、長寿命化を図りま

す。 

高原町総合運動公園以外の施設に関しては、適切な点検・修理を行っていくための点検項目・頻

度等について記載したマニュアル等の整備や長寿命化計画策定を検討します。 

特に、スポーツ施設に関しては、老朽化が利用者に与える被害が大きいことが考えられるので、

いち早い危険個所等の早期発見を心がけます。  
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３  産業系施設  

（１）施設概要  

産業系施設は農林業関係、畜産関係の施設が該当します。 

本町では、養豚団地が該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 養豚団地 

所在 西麓３５６５－２４ 

所属課 総務課 

建築年度 1979(昭和 54) 

建物棟数 5 棟 

延床面積 1,985 ㎡ 

管理者区分 直営 

利用件数 - 

施設収入 -(無料貸付) 

管理運営費 - 

（２）施設の現状  

①運営面 

 無償貸し付けを行っています。 

②利用状況 

 無償貸し付けを行っており、利用人数などは把握していません。 

③費用面 

 支出・収入共に０円となっています。 

（３）今後の管理方針  

畜産団地の全ての建物が築３０年以上を経過しています。 

今後も適切な点検・修理を行っていくための点検項目・頻度等について記載したマニュアル等の

整備を検討します。 

無償貸し付けを行っているので、売却や寄贈が行えないかの検討をします。 
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４  学校教育系施設  

（１）施設概要  

学校教育施設としては、公営の小中学校や給食センターなどが該当します。 

本町では、４つの小学校及び２つの中学校が該当します。 

教員住宅については、公営住宅に分類しています。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 高原小学校 高原中学校 狭野小学校 広原小学校 後川内小学校 

所在 西麓３４０ 西麓７０９－１４４ 蒲牟田５５４３ 広原１４７２ 後川内２６６６ 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 

建築年度 1962(昭和 37) 1996(平成 8) 1965(昭和 40) 1970(昭和 45) 1964(昭和 39) 

建物棟数 13棟 11棟 17棟 16棟 14棟 

延床面積 4,662.85 ㎡ 10,033.03 ㎡ 2,649.62 ㎡ 2,565.46 ㎡ 2,609.80 ㎡ 

管理者区分 直営 直営 直営 直営 直営 

利用区分 児童生徒数 児童生徒数 児童生徒数 児童生徒数 児童生徒数 

利用件数 269 人 230 人 43人 79 人 43人 

施設収入 - - - - - 

管理運営費 36,766,000 円 26,532,000 円 9,373,000 円 9,887,000円 8,953,000 円 

 

施設名称 後川内中学校 

所在 後川内２６５１ 

所属課 教育総務課 

建築年度 1968(昭和 43) 

建物棟数 12棟 

延床面積 2,248.41 ㎡ 

管理者区分 直営 

利用区分 児童生徒数 

利用件数 14 人 

施設収入 - 

管理運営費 4,915,000 円 
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（２）施設の現状  

①運営面 

 学校教育系施設はすべて直営で運営されています。 

②利用状況 

 ２０１２年度（平成２６年度）の小学校児童数は４３４人、中学校生徒数は

２４４人です。 

 最も生徒数の多いのは高原小学校で２６９人です。 

③費用面 

 学校教育系施設全体で、９,６４２万円支出されています。 

このうち人件費は、町が支出する分のみで、県から支出されている教職員の

人件費分は含まれていません。 

（３）今後の管理方針  

第 1 章で述べた人口将来予測によると、２０４０年（平成５２年）には、０歳から１４歳の年

少人口が、現在のおよそ半分になることが予測されています。生徒数が減少することを考慮しな

がら、学校改築や大規模改修等を行います。 

上記のことを踏まえ、第五次高原町総合計画で記載がある（総合計画３３ページ）通り、学校施

設の経年劣化などが懸念される中、子供たちが安全な施設で安心して充実した教育が受けられる

よう、施設・設備に関する様々な課題に対応していきます。 
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５  子育て支援施設   

（１）施設概要  

子育て支援施設としては保育所及び児童館が該当します。 

本町では、3 つの保育所が該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 狭野保育所 後川内保育所 広原保育所 

所在 蒲牟田５５４３－２２ 後川内２６４５ 広原１４５３－１ 

所属課 町民福祉課 町民福祉課 町民福祉課 

建築年度 1968(昭和 43) 1972(昭和 47) 1973(昭和 48) 

建物棟数 2 棟 3 棟 3 棟 

延床面積 303.68 ㎡ 316.19 ㎡ 314.62 ㎡ 

管理者区分 指定管理 指定管理 指定管理 

利用区分 児童数 児童数 児童数 

利用件数 20人 11人 42 人 

施設収入 - - - 

管理運営費 18,966,000 円 15,631,000 円 27,142,000 円 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 子育て支援施設は、すべて指定管理で運営されています。 

②利用状況 

 ２０１２年度（平成２６年度）の町有の保育所全体児童数は７３人となって

います。 

③費用面 

 子育て支援施設全体で、年間６，１７３万円が支出されています。 

支出の内訳として、全てが指定管理委託料となっています。 
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（３）今後の管理方針  

第 1 章で述べた人口将来予測によると、２０４０年（平成５２年）には、０歳から１４歳の年

少人口が、現在のおよそ半分になることが予測されています。 

第五次高原町総合計画で記載がある（総合計画３２ページ）通り、少子化をはじめとする保育需

要の変化を的確に捉えながら、保育所の適正な配置や運営の見直しを進めるとともに、保育施設

の計画的な整備・充実に努めます。 
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６  保健・福祉施設  

（１）施設概要  

保健・福祉施設は、保健センターや老人ホームなどが該当します。 

本町では、総合保健福祉センター「ほほえみ館」などが該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 
総合保健福祉センター

「ほほえみ館」 
高齢者工芸センター 

高原町養護老人ホーム

峰寿園 
身障者共同作業所 老人福祉館高千穂荘 

所在 西麓３６０－１ 蒲牟田５７１２－１０３４ 広原５０５１－７ 西麓８６８－２ 蒲牟田 5712-190 

所属課 
総合保健福祉センター 

ほほえみ館 
町民福祉課 町民福祉課 総務課 町民福祉課 

建築年度 2001(平成 13) 1988(昭和 63) 1989(平成 1) 1989(平成 1) 1972(昭和４７) 

建物棟数 2 棟 1 棟 2 棟 2 棟 2 棟 

延床面積 4,415.42 ㎡ 169.89 ㎡ 1,909.10 ㎡ 85.51 ㎡ 368.85 ㎡ 

管理者区分 直営 指定管理 指定管理 直営 直営 

施設収入 967,000 円 - - - - 

管理運営費 124,968,000 円 253,000 円 89,195,000 円 - - 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 ５施設のうち、３施設が直営、２施設が指定管理で運営されています。 

②利用状況 

 総合保健福祉センター「ほほえみ館」は、健康づくりのための『保健事業』、 

早期発見・早期治療のための『医療事業』、高齢者・身障者・児童の福祉向

上のための『福祉事業』など、保健・医療・福祉事業推進の拠点施設として

活用されています。 

③費用面 

 全体で、年間２億１,４４１万円が支出されています。 

最も支出額が多い施設は、総合保健福祉センター「ほほえみ館」で、次に指

定管理の高原町養護老人ホーム蜂寿園となっています。 
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（３）今後の管理方針  

第 1 章で述べた人口推計予測によると、２０４０年（平成５２年）の６５歳以上の老年人口は、

同年の１５～６４歳の生産年齢人口と同等の人口数になることが予想されます。 

そのため、高齢者支援施設については、他施設の空きスペース利用や、民間の空家・空き店舗等

活用などを検討します。そうすることで、施設を新たに建設することなくサービスを充実させる

対策について検討していきます。 

また、指定管理施設に関しては、民間への譲渡等を検討します。 
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７  行政系施設  

（１）施設概要  

行政系施設は、行政サービスを提供する施設が該当します。 

本町では、高原町役場や各種消防団の詰所などが該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 高原町役場 
消防 

第４部詰所・格納庫 
消防団第 6部詰所 消防団第 7部詰所 水防倉庫 

所在 西麓８９９ 後川内 2670-6 蒲牟田２９０８ 蒲牟田３９９３ 西麓８６８－８ 

所属課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 

建築年度 1973(昭和 48) 1995(平成 7) 2010(平成 22) 2010(平成 22) 1994(平成 7) 

建物棟数 11棟 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 4,013.58 ㎡ 74.70 ㎡ 60.45 ㎡ 180.86 ㎡ 195.00 ㎡ 

施設収入 763,000 円 - - - - 

管理運営費 729,462,000 円 1,590,000 円 869,000 円 1,568,000 円 - 

（２）施設の現状  

①運営面 

 すべて直営で運営されています。 

②利用状況 

 行政サービスを提供するために職員が勤務する事務所等が該当しますので、

利用者数は把握していません。 

③費用面 

 全体で、年間約７億 3,348 万円が支出されています。 

最も支出が多い施設は高原町役場であり、職員給与等が主な支出要因です。 

（３）今後の管理方針  

高原町役場の本庁舎は築４０年以上が経過しており、災害時の対策本部となることも踏まえ、早

急に改修等の対策を検討します。 

その他の消防詰所等に関しても定期的な点検や診断を行い、災害時に早急に対応できるよう維持

管理を行います。 
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８  公営住宅  

（１）施設概要  

町民の住居として町が管理している住宅が該当します。 

公営住宅のほかに、一般住宅として提供している建物、教職員住宅も含めます。 

本町では、鹿児山住宅などが該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 二葉町団地 柳町団地 鹿児山住宅 村移住宅 下村移団地 

所在 西麓１４４４－３ 西麓１０４２ 西麓４６８５外 蒲牟田１１９３ 蒲牟田１６０９－４ 

所属課 農村建設課 農村建設課 農村建設課 農村建設課 農村建設課 

建築年度 1969(昭和 44) 1969(昭和 44) 1978(昭和 53) 1955(昭和 30) 1976(昭和 51) 

建物棟数 11棟 3 棟 13棟 1 棟 4 棟 

延床面積 1,023.84 ㎡ 322.00 ㎡ 3,623.64 ㎡ 34.71 ㎡ 622.68 ㎡ 

施設収入 1,620,000 円 270,000 円 10,437,700 円 27,600 円 1,436,400 円 

管理運営費 670,000 円 32,000 円 3,247,000 円 - 103,000 円 

 

施設名称 狭野住宅 霧島団地 並木団地 後川内団地 
高原小中学校校長 

・二葉教職員住宅 

所在 蒲牟田５５４３ 広原４９４７ 広原５０８３－１ 後川内２７０２－１ 西麓１５５２－６ 

所属課 農村建設課 農村建設課 農村建設課 農村建設課 教育総務課 

建築年度 1952(昭和 27) 2002(平成 14) 1980(昭和 55) 1995(平成 7) 1991(平成 3) 

建物棟数 1 棟 2 棟 4 棟 6 棟 7 棟 

延床面積 28.09 ㎡ 5,172.83 ㎡ 1,666.44 ㎡ 841.18 ㎡ 419.82 ㎡ 

施設収入 15,600 円 18,595,200 円 4,850,700円 2,640,600 円 2,075,000 円 

管理運営費 - 2,631,000 円 736,000 円 570,000 円 348,000 円 

 

施設名称 高原駅前教職員住宅 高原中学校教頭住宅 高原小学校教頭住宅 狭野小学校教頭住宅 狭野小学校校長住宅 

所在 西麓６２７－１３ 蒲牟田１０６８－２６ 蒲牟田１０１０－１２ 蒲牟田５３６７ 蒲牟田５５４３－１５ 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 

建築年度 1999(平成 11) 2004(平成 16) 1984(昭和 59) 1980(昭和 55) 1998(平成 10) 

建物棟数 1 棟 1 棟 2 棟 2 棟 2 棟 

延床面積 158.64 ㎡ 110.32 ㎡ 85.42 ㎡ 85.42 ㎡ 96.25 ㎡ 

施設収入 814,000 円 432,000 円 366,000 円 366,000 円 427,000 円 

管理運営費 8,000 円 27,000 円 - 471,000 円 - 
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施設名称 広原小学校教頭住宅 広原小学校校長住宅 
後川内小中学校 

校長住宅 
後川内中学校 
教頭住宅 

後川内小学校 
教頭住宅 

所在 広原１５０５－７ 広原１５００－２ 後川内３２９１－１ 後川内２６５６－２ 後川内３２９１－２ 

所属課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 

建築年度 1983(昭和 58) 1998(平成 10) 1996(平成 8) 1979(昭和 54) 1985(昭和 60) 

建物棟数 2 棟 2 棟 4 棟 2 棟 2 棟 

延床面積 85.42 ㎡ 96.25 ㎡ 191.82 ㎡ 85.42 ㎡ 85.42 ㎡ 

施設収入 366,000 円 427,000 円 854,000 円 367,000 円 366,000 円 

管理運営費 - - 235,000 円 - 7,000 円 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 公営住宅は農村建設課、教職員住宅は教育総務課により管理運営されていま

す。 

②利用状況 

 利用料収入が、年間４,６７５万円あります。 

③費用面 

 修繕費等の支出が、年間９０８万円あります。 

 

（３）今後の管理方針  

公営住宅については、平成２５年度に長寿命化計画を策定しました。 

教職員住宅に関しても、公営住宅と同様に老朽化や建築年度に応じた建替え等を行います。また、

職員数の増減に応じて、教職員住宅の取り壊し等を検討します。 
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９  公園  

（１）施設概要  

公園内にトイレ等の建物がある公園が該当します。 

本町では、小塚農村公園、たかはる清流ランド、後川内多目的活性化広場が該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 小塚農村公園 たかはる清流ランド 
後川内 

多目的活性化広場 

所在 蒲牟田３５９６－１ 蒲牟田３１－１ 後川内１６６７ 

所属課 農村建設課 農村建設課 教育総務課 

建築年度 1994(平成 6) 1998(平成 10) 1998(平成 10) 

建物棟数 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 43.42 ㎡ 22.40 ㎡ 223.98 ㎡ 

管理者区分 指定管理 直営 指定管理 

施設収入 - - - 

管理運営費 - 1,034,000 円 - 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 たかはる清流ランドは直営ですが、その他は指定管理で運営されています。 

②利用状況 

 町民をはじめとする多くの方々に利用されています。 

③費用面 

 全体で、年間約１０３万円が支出されています。 

（３）今後の管理方針  

建物は比較的新しいですが、長く安定して稼働できるよう、更新のタイミングについて把握を行

います。 

今後の社会動向等を踏まえ、多くの利用者が快適に使用できるようにバリアフリー化等を検討し

ます。 
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１０  供給処理施設  

（１）施設概要  

供給処理施設とはゴミ処理場や、浄化センターなどが該当します。 

本町では、皇子地区簡易給水施設配水池が該当します。 

施設名称 
皇子地区簡易給水施

設配水池 

所在 蒲牟田２３－４ 

所属課 上下水道課 

建築年度 1989(平成 1) 

建物棟数 1 棟 

延床面積 32.80 ㎡ 

管理者区分 指定管理 

施設収入 - 
 管理運営費 - 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 指定管理により運営されています。 

②利用状況 

 年間を通して使用されています。 

③費用面 

 指定管理を行っていますが、支出はありません。 

 

（３）今後の管理方針  

建物は比較的新しいですが、機械設備関係は建物よりも耐用年数が短いため、長く安定して稼働

できるよう、機械設備の更新のタイミングについても把握を行います。 
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１１  その他  

（１）施設概要  

前述の区分に該当しなかったものが、その他に該当します。 

本町では、旧森林組合事務所や広原駅前駐輪場などが該当します。 

施設名称 旧森林組合事務所 広原駅前駐輪場 高原駅前駐輪場 

所在 西麓８６８－２ 広原 2264 西麓 485 

所属課 総務課 教育総務課 農村建設課 

建築年度 1989(平成 1) 1993(平成 5) 1987(昭和 6２) 

建物棟数 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 99.80 ㎡ 20.00 ㎡ 264.00 ㎡ 

 

施設名称 旧高原高校校長住宅 御池皇子港 水防倉庫前便所 

所在 蒲牟田１００２－３ 蒲牟田 西麓８６８－８ 

所属課 まちづくり推進課 まちづくり推進課 総務課 

建築年度 1984(昭和 59) 2009(平成 21) 1986（昭和 61） 

建物棟数 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 79.30 ㎡ 40.50 ㎡ 5.04 ㎡ 

（２）施設の現状  

①運営面 

 旧森林組合事務所は無料貸し付けを行っています。 

その他の施設は直営となっています。 

②利用状況 

 廃止になった施設の利活用を進めています。 

③費用面 

 年間で収入・支出ともに０円となっています。 

（３）今後の管理方針  

現在貸し付けている施設は、譲渡などが行えないかの検討をします。また、施設の老朽化に伴う

建替えや大規模改修が必要となる時期には、施設規模の見直し等を検討します。 
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２ インフラ施設  

１  道路  

（１）施設概要  

本町では、町道では上平・高原駅線、狭野・湯の元線、供養松・中平線などが該当します。 

農道では、下福原１号線などが該当します。 

区分 種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道 

路 

町道 300,014 1,520,629 

合計 300,014 1,520,629 

 

区分 種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道 

路 

農道 284,812 705,158 

合計 284,812 705,158 

 

（２）今後の管理方針  

第五次高原町総合計画に記載がある（総合計画５７ページ）通り、町民の理解と協力を得ながら、

計画的に整備・充実を図りつつ適正な維持管理に努めます。 

道路工事にあたっては、計画的・効率的な事業の推進に努めます。また、高齢者や身障者等に優

しいバリアフリー化や景観保全、防音・防災及び交通安全対策を考慮した事業実施に努めます。 

農道に関しては、第五次高原町総合計画に記載がある（総合計画６９ページ）通り、優良農地の

確保や区画整備事業及び畑地かんがい整備事業等との調整を図りながら、計画的な整備に努めま

す。 
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２  橋りょう  

（１）施設概要  

橋りょうは、PC 橋、RC 橋、鋼橋など合計 5種類の橋が該当します。 

本町では、蒲牟田橋、神武大橋、常盤台橋などが該当します。 

区分 種別 面積（㎡） 

橋
り
ょ
う 

PC 橋 ６,５１７ 

RC 橋 ８５４ 

鋼橋 ４１６ 

石橋 ０ 

その他 ８８０ 

合計 ８,６６７ 

（２）今後の管理方針  

第五次高原町総合計画に記載がある（総合計画６２ページ）通り、橋りょう施設は、点検調査を

行いながら計画的な整備に努めます。 

また、平成２４年度に策定した「道路橋の長寿命化修繕計画」等を参考にしながら、長寿命化を

図ります。 
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３  企業会計施設  

１  病院会計施設  

（１）施設概要  

病院会計施設は、公営の病院や医師住宅などが該当します。 

本町では、国民健康保険高原病院や院長住宅などの医師住宅が該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

施設名称 
国民健康保険 
高原病院 

院長住宅 上町医師住宅 役場裏医師住宅 二本松医師住宅 

所在 西麓８７１ 西麓３４４ 西麓５１６－１ 西麓９００－５ 西麓１３２１－１ 

所属課 国民健康保険高原病院 国民健康保険高原病院 国民健康保険高原病院 国民健康保険高原病院 国民健康保険高原病院 

建築年度 1990(平成 2) 1998(平成 10) 1974(昭和 49) 1974(昭和 49) 1975(昭和 50) 

建物棟数 4 棟 2 棟 2 棟 2 棟 4 棟 

延床面積 5,130.58 ㎡ 239.20 ㎡ 122.76 ㎡ 113.81 ㎡ 193.66 ㎡ 

管理者区分 直営 直営 直営 直営 直営 

施設収入 836,226,000 円 420,000 円 120,000 円 120,000 円 - 

管理運営費 589,805,000 円 71,000 円 - 48,000 円 - 

 

施設名称 馬登医師住宅 並木医師住宅 

所在 西麓１７０３－１ 蒲牟田１０９５－６ 

所属課 国民健康保険高原病院 国民健康保険高原病院 

建築年度 2001(平成 13) 1996(平成 8) 

建物棟数 2 棟 2 棟 

延床面積 159.31 ㎡ 135.42 ㎡ 

管理者区分 直営 直営 

施設収入 300,000 円 - 

管理運営費 30,000 円 - 
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（２）施設の現状  

①運営面 

 すべての施設が直営により運営されています。 

②利用状況 

 国民健康保険高原病院は、町民をはじめとした多くの方々に利用されていま

す。 

③費用面 

 年間を通して約５億８,９９５万円の支出があります。 

また、最も支出額が多い施設は国民健康保険高原病院です。 

 年間を通して約８億３,７１８万円の収入があります。 

また、最も収入額が多い施設は国民健康保険高原病院ます。 

（３）今後の管理方針  

第五次高原町総合計画に記載がある（総合計画５１ページ）通り、国民健康保険高原病院におい

ては、医師の確保に努めるとともに、医療機器の整備を図ります。 

医師住宅に関しては、医師人口の増減に応じて施設の統廃合や用途変更を検討します。 
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２  上水道会計施設  

（１）施設概要  

上水道施設は、ポンプ場、浄水場、配水池、上水道管路などが該当します。 

本町では、越配水池ポンプ室や狭野配水池、上水道管路などが該当します。 

各施設の建築年度は、施設内で最も古い建物の建築年度を記載しています。 

上水道会計施設 

施設名称 越配水池ポンプ室 狭野配水池 祓川水源地 西広原水源地 広原水源地 

所在 西麓４１８４－２ 蒲牟田５６７６－８ 蒲牟田６４１２－１ 広原７２８－１ 広原２４１８－８３ 

所属課 上下水道課 上下水道課 上下水道課 上下水道課 上下水道課 

建築年度 1984(昭和 59) 1956(昭和 31) 1972(昭和 47) 1975(昭和 50) 1987(昭和 62) 

建物棟数 2 棟 2 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 20.91 ㎡ 20.56 ㎡ 21.00 ㎡ 3.64 ㎡ 28.14 ㎡ 

施設収入 - - - - - 

管理運営費 - 471,739 円 1,527,749 円 - 1,796,067 円 

 

施設名称 常盤台配水池 常盤台浄水場 瀬田尾配水池 上水道第一水源地 後川内水源地 

所在 広原５８４９－２ 広原５９２４－２ 広原６１８６－２ 広原６２３３－１ 後川内２１６６－２ 

所属課 上下水道課 上下水道課 上下水道課 上下水道課 上下水道課 

建築年度 1987(昭和 62) 2000(平成 12) 1987(昭和 62) 2000(平成 12) 1972(昭和 47) 

建物棟数 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

延床面積 35.04 ㎡ 122.00 ㎡ 30.62 ㎡ 11.15 ㎡ 6.84 ㎡ 

施設収入 - - - - - 

管理運営費 137,195 円 1,230,632 円 22,546 円 2,363,543 円 2,376,144 円 

 

施設名称 温水平水源地 旭台水源地 

所在 後川内３９５８－４ 広原５４７８－９ 

所属課 上下水道課 上下水道課 

建築年度 1987(昭和 62) 1987(昭和 62) 

建物棟数 1 棟 2 棟 

延床面積 32.50 ㎡ 52.23 ㎡ 

施設収入 - - 

管理運営費 11,986,482 円 4,152,370 円 
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上水道会計施設管路 

区分 種別 延長（ｍ） 

導水管 導水管 300mm以下 5,845  

送水管 送水管 300mm以下 16,454  

配水管 

配水管 50mm 以下 75,573  

配水管 75mm 以下 39,208  

配水管 100mm以下 32,583  

配水管 150mm以下 22,920  

配水管 200mm以下 4,320  

配水管 250mm以下 12  

配水管 300mm以下 1,581  

配水管 350mm以下 797  

上水道管合計 199,293  

（２）施設の現状  

①運営面 

 直営で運営されています。 

②利用状況 

 町民の生活に欠かせない上水道を日々提供しています。 

③費用面 

 年間を通して、２,６０６万円の支出があります。 

最も支出額の多い施設は温水平水源地です。 

（３）今後の管理方針  

高原町水道ビジョンに記載がある（７―７ページ）通り、施設の状況（事故率、修繕時等に管路

の状況把握）を把握・整理することにより更新優先施設の選定、適切な規模の施設計画を継続的

に作成していきます。 
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３  下水道会計施設  

（１）施設概要  

下水道施設は、下水処理施設、農業集落排水施設、下水道管路などが該当します。 

本町では、広原北部地区農業集落排水施設、下水道管路が該当します。 

下水道会計施設 

施設名称 
広原北部地区 

農業集落排水施設 

所在 広原９６６ 

所属課 上下水道課 

建築年度 1992(平成 4) 

建物棟数 1 棟 

延床面積 64.43 ㎡ 

施設収入 5,304,000 円 

管理運営費 7,086,000 円 

下水道会計管路 

区分 延長（ｍ） 

塩ビ管 12,003.6 

その他 33 

合計 12,036.6 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 直営で運営されています。 

②利用状況 

 町民の生活に欠かせない下水道を日々提供しています。 

③費用面 

 年間を通して、約７０８万円の支出と約５３０万円の収入があります。 

 



公共施設等総合管理計画 第４章 施設類型ごとの基本方針 

 

67 

（３）今後の管理方針  

第五次高原町総合計画に記載がある（総合計画６２ページ）通り、需要動向に応じた施設整備を

進めるとともに、老朽管の布設替えなどは道路整備事業などと合わせた効率的な事業実施を図り

ます。 
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４  工業用水道会計施設  

（１）施設概要  

工業用水道会計施設は、工業用水道施設や工業用水道管路などが該当します。 

本町では、工業用水道管理棟等が該当します。 

工業用水道会計施設 

施設名称 工業用水道管理棟 

所在 広原 4946-302 

所属課 上下水道課 

建築年度 1999(平成 11) 

建物棟数 1 棟 

延床面積 27.00 ㎡ 

施設収入 - 

管理運営費 - 

工業用水道会計管路 

区分 種別 延長（ｍ） 

送水管 送水管 300mm以下 170 

配水管 
配水管 250mm以下 84 

配水管 350mm以下 522 

工業用水道管合計 776 

 

（２）施設の現状  

①運営面 

 直営で運営されています。 

②利用状況 

 現在用水の供給は行っておりません。 

③費用面 

 収入・支出ともに、ありません。 
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（３）今後の管理方針  

現在、工業用水道施設は、給水を行っておりませんが、関係部署と連携を図りながら企業誘致を

図り、有効に活用できるよう努めます。 

 

 

 

 

 




