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4 章 インフラ資産編 

 

 

1. インフラ資産の総合的かつ計画的な管理に関する基本⽅針 

2. 利⽤⽤途別分類ごとの管理に関する基本的な⽅針 

3. ⽬標  
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1. インフラ資産の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

（1） 現状や課題に対する基本認識 
各インフラ資産は、現状では比較的健全な状態を維持していますが、今後、各施設の経過年数

の増大・老朽化により、多くの損傷や異常が発生していくことが予想されています。また、同時

期に建設された各施設の修繕や更新時期が集中することにより、修繕・更新費用が突出し、財源

の確保が困難となる恐れがあります。さらに、人口減少・少子高齢化に伴い、今後の財源の減少

が見込まれており、インフラ資産の維持管理費用についても厳しい財政状況となることが想定さ

れます。 

このような状況の中で、各インフラ資産の機能を継続的に維持していくためには、従来のよう

に劣化が顕在化した後に対策を実施する「対症療法型」の維持管理だけではなく、劣化が軽微な

段階で修繕を実施する「予防保全型」の維持管理手法も導入し、長期的な視点でライフサイクル

コストの縮減や予算の平準化を実現する、計画的なインフラ資産の管理を実施していくことが求

められています。 

 

（2） インフラ資産の管理に関する基本的な考え方 
インフラ資産の管理に関する基本的な考え方を以下にそれぞれ示します。 

ア. 点検・診断等の実施方針 
日常的なパトロールや定期点検等を継続的に実施することにより、各施設の劣化状態を把握し、

その結果に応じて、適切な対応方法を検討します。 

また、市民等からの異常等に関する通報も貴重な情報として、各施設の維持管理に役立ててい

きます。 

 

イ. 維持管理・修繕・更新等の実施方針 
ライフサイクルコストの縮減が見込まれる施設については「予防保全型」の維持管理に転換し、

全体の維持管理費用の縮減を目指します。 

一方で、ライフサイクルコストの縮減が見込まれない施設については、安全性や各施設の機能

に影響が生じる前に、必要な修繕や更新を行うものとし、施設の特性に応じて「予防保全型」と

「対症療法型」を組み合わせた修繕・更新を進めていきます。 

 

ウ. 安全確保等の実施方針 

a. 安全確保の実施方針 
日常的なパトロールや定期点検により施設の異常が発見された場合には、必要に応じて使用中

止や応急措置を施し、施設利用者の安全を確保します。 

 

b. 耐震化の実施方針 
橋りょうやポンプ場については、耐震化の必要性の評価を実施し、必要箇所について耐震化を

図っていきます。なお、主要な下水管きょについては、耐震化不要との診断結果が出ています。 
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c. 長寿命化の実施方針 
「予防保全型」の維持管理が効果的な施設を対象に、劣化が軽微な段階で修繕を行うことによ

り施設の延命化を図り、長期的な機能の維持を目指します。 

一方で、「予防保全型」の導入効果がない施設については、安全性や施設の機能維持を目的と

した修繕を実施していきます。 

 

（3） インフラ資産の再編に関する基本的な考え方 
既存のインフラ資産については、当面の間、保全を図りつつ、維持します。 

一方、長期的には、修繕や更新のタイミングなどを考慮し、それぞれのインフラ資産に合わせ

た再編（規模縮小や廃止等）を検討していきます。 

 

（4） フォローアップの実施方針 
インフラ資産におけるフォローアップの実施方針は、公共施設に準じた対応を考えています。 
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2. 利用用途別分類ごとの管理に関する基本的な方針 

インフラ資産の利用用途別分類ごとの管理に関する基本的な方針を以下にそれぞれ示します。 

 

（1） 道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 日常的なパトロールにより道路施設の異常を確認し、異常があった場合には、必要な対応

を行うことにより、道路の安全性を確保していきます。また、市民や道路利用者から寄せ

られる意見や要望への対応を適宜実施します。 

 劣化が比較的軽微な段階で修繕を実施する「予防保全型」を実施することが効果的な施設

については予防保全型の維持管理を実施し、その他の施設は劣化がある程度顕在化した上

で更新するなどの対応を実施し、各施設の長寿命化、維持管理費用の適正化に努めます。

 維持管理の効率化や、実施体制の確保のため、民間を効果的に活用した維持管理の仕組み

を検討し、導入を図っていきます。街路灯については、計画的な LED 化の推進や維持管理

費用の削減を目指し、リース制度の導入について検討していきます。 

管理に関する基本的な方針 

 市内の住宅開発により道路整備が継続的に進められており、今後も道路施設の管理数量が

増加していくことが想定されています。 

 これまで整備してきた各道路施設の老朽化が今後、進行することが想定されており、維持

管理費用の増加・集中への対応が必要となっています。 

 市民等から寄せられる意見や要望について、きめ細かな対応が必要となっています。 

施設の管理における課題 

 一級市道（幹線）約 45km、二級市道（準幹線）約 57km、その他一般市道約 739km の合計

約 841km を管理しています。 

 道路舗装や橋りょう、トンネル、街路灯や道路標識などの道路附属物など、多くの道路を

形成する施設を管理しています。 

 現在、日常的なパトロールを実施し、各道路施設の異常を確認するとともに、必要に応じ

て補修などの対応を行っています。 

施設の現状 



 

132 
 

（2） 橋りょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法令で定められている 5年に 1度の定期点検を実施し、損傷が明らかになった場合には、

損傷が悪化する前に速やかに修繕を実施することにより、安全な橋りょうの通行を確保し

ていきます。また、日常的なパトロールにより橋りょうの異常を確認します。 

 これまでの橋りょうの維持管理は、劣化が顕在化した時点でその都度、劣化状況に応じた

修繕を行う「対症療法型」でしたが、今後は「予防保全型」が効果的な橋りょうを対象に、

予防保全型の維持管理を実施することにより、橋りょうの長寿命化やライフサイクルコス

トの縮減、予算の平準化を目指します。 

 幹線道路や緊急輸送道路など災害発生時に重要な役割が求められる路線に位置する橋り

ょうについて、耐震補強の必要を含め、耐震化の方針について検討していきます。 

 既存橋りょうに対して、長期的な視点から、更新（架け替え）のタイミングなどにおいて

規模の縮小、代替、廃止、取り壊し等による対応も含めて検討していきます。 

 橋りょうの維持管理は、特に専門性・技術的知見が必要となることが多いため、職員の研

修への参加など、技術力の向上を継続的に図っていきます。 

管理に関する基本的な方針 

 橋りょうについて 5年に 1度の近接目視による定期点検が義務化され、毎年 100 橋以上の

点検を実施するため、今後、多くの費用が必要となります。 

 老朽化が進む橋りょうに対して、従来の対症療法型の維持管理を継続した場合、大規模修

繕や架け替えのための費用が一時的に集中し、膨大な費用が財政を圧迫することが想定さ

れます。 

 首都直下地震など巨大地震の発生が想定される中、災害発生時の緊急輸送を確保するた

め、橋りょうの耐震化を進めることが必要です。 

 橋りょうの維持管理がより専門的となっており、職員の技術力向上や民間の活用が求めら

れています。 

施設の管理における課題 

 道路施設として管理する橋りょうは 627 橋あり、道路橋や人道橋、跨線橋・跨道橋と多種

にわたる橋りょうを管理しています。 

 これらの供用年数は、架設年次が把握されている橋りょうの約 4 割が架設後 50 年を経過

しており、今後、さらにに老朽化した橋りょうが増加することが想定されています。 

 本市では、今後の予防保全型の修繕や架け替え、維持管理費用の縮減や平準化を目指し、

平成 24（2012）年 3 月に、主な 32 の橋りょうについて、「橋りょう長寿命化修繕計画」

を策定し、計画の推進を目指しています。 

施設の現状 
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（3） 下水道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下水管きょについて、幹線では 4年に 1回、その他の管きょは 5年に 1回調査を実施する

とともに、カメラによる調査も併せて実施し、管きょの健全性を定期的に評価していきま

す。 

 定期的な調査により異常を確認した場合には、軽微な段階から補修を実施する「予防保全

型」の管理を行い、道路陥没の発生を抑制するとともに、ライフサイクルコストの縮減を

目指していきます。 

 地震対策において、主要な管きょについては、耐震化不要との診断結果が出ています。ポ

ンプ場については、耐震診断を実施した上で、必要箇所について耐震化を図っていきます。

 下水管きょの管理にあたっては、点検や補修計画立案、日常管理を包括した長期契約によ

り対応しており、引き続き、管理の効率化・コスト縮減を図っていきます。 

 収支等を含めた経営情報の的確な把握、効率的な運営のため、企業会計方式を活用した会

計の導入について、今後、検討を進めていきます。 

管理に関する基本的な方針 

 下水管きょやポンプ場について引き続き整備を進めるとともに、浄化槽については、成木

地区を中心に、平成 27（2015）年度から個人所有の施設に対して、市への移管を進めて

おり、今後も施設が増加することが見込まれています。 

 今後整備される施設、および老朽化が進行した施設に対して、定期的な点検・調査の実施、

老朽化の進行に備えた補修など、維持管理費用の更なる増大が懸念されています。 

 大規模地震発生時において、液状化による影響などを 小限にとどめるため、耐震化の必

要性の評価や耐震対策が求められています。 

施設の管理における課題 

 下水管きょ約 669km、汚水中継ポンプ場 20 箇所をはじめ、小型ポンプ、中間圧送施設、

浄化槽などを管理しています。 

 汚水整備事業は昭和 47（1972）年度に着手しており、古い施設は、間もなく供用後 50 年

が経過し、今後、さらに施設の老朽化が進行することが想定されます。 

 下水管きょについては、定期的な点検やカメラ調査を実施し、損傷を早期に確認した上で

適切な補修を実施する予防保全型の維持管理を導入しています。 

施設の現状 
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（4） 公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「利用者の安全確保」および「公園施設の機能の保持、施設の維持・保全」の視点から、

主に目視により、市職員および委託業者による日常的な巡回を実施します。また、遊具に

ついては毎年 1回の定期点検（法定点検）を実施し、その他の施設については 5年に 1度

点検を実施していきます。 

 巡回や定期点検、公園利用者からの通報等により施設の破損等が確認された場合には、緊

急度の高いものから修繕や補修、更新を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行います。

 公園内の植栽について、今後は、より計画的な植栽管理も視野に、長寿命化計画への反映

も検討していきます。 

 市民と協働した公園の維持管理に取り組むことにより、より親しみをもてる公園を目指し

ていきます。 

管理に関する基本的な方針 

 公園施設の継続的な増加や老朽化に伴い維持管理費が増大していく中、適切な対応によ

り、安全性を確実に確保していくことが課題となっています。 

 また、予算に限りがある中で、市民サービスを確保した施設の補修や更新を進めていくこ

とが必要です。 

施設の管理における課題 

 都市公園法にもとづく街区公園や運動公園などの都市公園を 98 箇所、児童福祉法にもと

づく児童遊園を 51 箇所、その他の公園 10 箇所を管理していますが、宅地開発に伴う公園

設置により公園数は年々増加している状況です。 

 公園の巡回や遊具の法定点検等により施設の不具合等を確認しています。さらに、その結

果に応じて、遊具の使用中止や撤去、施設の補修などの対応を行い、公園を安全に利用で

きるよう管理を行っています。 

 都市公園の計画的な維持管理を目指し、平成 26（2014）年 7 月に「公園施設長寿命化計

画」を策定し、計画を推進しています。 

施設の現状 
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（5） 農道・林道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 日常的なパトロールによる状態確認や道路利用者からの通報等により把握した異常につ

いて、適宜必要な対応を行い、通行を継続的に確保していきます。 

 引き続き、農業や林業関係者など道路利用者との連携により、農道・林道の維持管理を実

施していきます。 

管理に関する基本的な方針 

 路面の劣化が進行しており、今後、補修を進めていく必要があります。また、雑草や樹木

の枝などが路面にせり出している状況もあり、日常的な対応も必要となっています。 

 農道・林道とも、一般車が通行する路線もあり、走行安全性に配慮した維持管理が必要と

なっています。 

 豪雨や台風の際には、土砂崩れや倒木のおそれもあり、通行に影響がある場合には、迅速

な対応が必要です。 

施設の管理における課題 

 農道は約 14km を管理し、基本的に簡易舗装が施されており、農業利用とともに、生活道

路としても活用されています。 

 林道は民間所有の土地にある施設であり、本市が林道として約 33km を管理・使用してい

ます。管理延長の約 1/4（約 8.4km）にコンクリート等で舗装が施されています。 

 林道については毎月 1回程度の頻度で、数路線を対象に巡回を実施し、道路や施設の損傷

状況を確認しています。また、農道・林道とも、道路利用者からの通報に対して、適宜、

現地での対応を行っています。 

施設の現状 
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3. 目標 

インフラ資産にかかる将来必要費用は、今後 40 年間で約 961.8 億円、年平均にすると約 24.0 億

円という金額になりました。（ｐ.29 参照） 

インフラに対してかけている保全費用の実績は、この 10 年間で約 206.5 億円、年平均にすると約

20.6 億円ですので（ｐ.31 参照）、一年間当たりに平均したギャップは、約 3.4 億円となります。（ｐ.34

参照） 

インフラ資産については、市民の生活を支える施設であるため、従来のように劣化が顕在化した

後に対策を実施する「対症療法型」の維持管理だけではなく、劣化が軽微な段階で修繕を実施する「予

防保全型」の維持管理手法も導入し、長期的な視点でライフサイクルコストの縮減や予算の平準化を

実現する、計画的なインフラ資産の管理の実施や新たな技術導入等の積極的な取組により、財源不足

解消を進めてまいります。 

一方、長期的には、修繕や更新のタイミングなどを考慮し、それぞれのインフラ資産に合わせた 

再編（規模縮小や廃止等）を検討することで、今後、進行する生産年齢人口の減少や財政難の中にあ

っても、持続可能な市民サービスを提供するために、削減目標の達成に向けて、全庁的な取組を行い

ます。 

 

 

 

 

 
  

インフラ資産についての取り組み（目標） 

年平均約 3.4 億円の財源不足を解消 


