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はじめに 

 

 中札内村は大正村からの分村により昭和２２年９月１日に開村しました。 

その後、各種利用需要に対応するため公共施設やインフラ施設（以下、公共施設等）の

整備が行われてきましたが、その多くが相当な年月を経過し老朽化してきています。 

老朽化した公共施設等は大規模改修や建替えによる対応が必要となりますが、人口減少

や少子高齢化の進行など社会構造の変化に加え、義務的経費の増大や地方交付税の先行き

が不透明なことなどにより財政状況の悪化が予想されることから、公共施設等をどのよう

な形で維持していくべきか、検討しなければならない時期がきています。 

このような状況は本村に限ったものではなく、全国的に多くの地方公共団体で課題とな

っていることから、国は平成２５年１１月に「インフラ長寿命化計画」を策定し、平成２

６年４月には各地方公共団体においても、国の動きと歩調をあわせ速やかに公共施設等の

総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公共施設等総合管理計画）の策定に取り

組むよう要請されました。 

本村においても、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って、更新・統

廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等

の最適な配置を実現するため「中札内村公共施設等総合管理計画」を策定するものです。 
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１．人口動向 

 

 本村の人口は昭和６０年から４，０００人台で推移していましたが、平成１７年には４，

００0人を下回りました。平成２２年国勢調査では４，００６人となり、４，０００人台に

回復したものの、２０４０年（平成５２年）には平成２２年比２１．９％減の３，１２９

人まで減少すると推計されています。 

 また、昭和６０年と平成２２年を比較した人口減少率は２．３％に留まっていますが、

年齢構成別の割合を比較すると平成２２年の年少人口〔０歳～１４歳〕は１３．１％（△

６．２％）、労働力の中核となる生産年齢人口〔１５歳～６４歳〕は６２．０％（△８．５％）、

老年人口〔６５歳以上〕は２４．９％（＋１４．７％）となっており、少子高齢化が急速

に進行していることがわかります。 

 この傾向は今後も更に進展し、２０４０年（平成５２年）には高齢化率は４０．４％に

なると推計されています。 

 

 出典：総務省統計局「国勢調査」 

    「中札内村人口ビジョン（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠）」 

 

 

 

 

 

 

 

推計人口 
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２．財政状況 

 

（１）歳入 

 歳入総額は概ね４０億円前後で推移していますが、平成２２年度以降、歳入のうち約４

割を交付税が占める状況が続いており、平成２６年度決算では地方交付税の割合は全体の

４１．２％となっています。 

 

■歳入の推移 

 

 出典：総務省「決算カード」（決算統計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

自主財源 37.0 45.6 37.3 36.2 30.3 35.9 35.8 25.1 33.5 32.9
依存財源 63.0 54.4 62.7 63.8 69.7 64.1 64.2 74.9 66.5 67.1
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（２）歳出 

 義務的経費のうち人件費については、定員適正化計画に基づく職員数減により抑制が図

られているものの、扶助費は高齢化の進展などにより 10年前の２倍に迫る伸びとなってい

ます。また、公債費は過去に発行した村債の償還終了や借入の抑制、借入利率見直しによ

り減少傾向にあります。 

なお、平成２４年度以降投資的経費が大幅に増加しているのは、中札内きらきら保育園

建設、中札内中学校大規模改修、防災無線デジタル化、消防広域化に係る消防無線デジタ

ル化などの大型事業を行ったためです。 

 

■歳出の推移 

出典：総務省「決算カード」（決算状況） 

 

（３）人口動向を踏まえた財政状況について 

 歳入面については、生産年齢人口の減少に伴う村民税の減少が予想されます。また、歳

入の４割以上を占める地方交付税は今後の算定が不透明な状況にあります。交付税の算定

は、国勢調査における総人口が重要な基礎数値となっていることから、総人口の減少に伴

う地方交付税の減少が予想されます。 

一方、歳出面については、今後も高齢化の進展により扶助費は増加していくものと考え

られます。また、投資的経費に係る財源として、多額の村債借入を行っているため、減少

傾向にある公債費も、元金償還が開始されると再び増加に転じる事が見込まれ、今後の財

政状況はより一層厳しくなることが予想されます。 
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３．公共施設等の状況 

 

（１）対象公共施設等 

 ・基準日は平成２７年４月１日とします。 

・建物は公有財産台帳に記載されている建物 

  ※原則、全施設を対象とし、附属施設（物置等）については本体面積に含む 

 ・インフラ資産は村道、橋りょう（村道）、林道、橋りょう（林道）、水道管、下水道管 

 

（２）建物の分類 

対象とした建物について、以下の区分に分類します。   

中札内文化創造センター 上札内交流館 中島農業センター

地域集会所（つどいの家） 中札内小学校 上札内小学校

中札内中学校 教職員住宅 学校給食共同調理場

札内川総合運動公園関連施設 中札内水泳プール 上札内水泳プール

中札内村民体育館 中札内交流の杜 中札内村民体育館分館（旧高校）

札内川園地内施設 一本山展望タワー 道の駅関連施設

豆資料館 開拓記念館 札内川ヒュッテ

中札内きらきら保育園 上札内保育園 児童館

中札内村老人保健福祉センター 中札内村立診療所 中札内歯科医院

庁舎 中札内村農村環境改善センター 防災倉庫

総合車庫 書庫 焼却炉上屋

除雪センター 消防庁舎 消防会館

中札内団地 ポプラ団地 泉団地

上札内東団地 南札内団地 あけぼの団地

新生団地 東戸蔦団地 新札内団地

元札内団地 公園団地 中央団地

めぐみ団地 あすなろ団地 地域振興住宅

すずらん団地 鉄道公園団地 ときわ野団地

まちなか柏団地

リサイクルセンター 新札内南ポンプ場 中島地区浄水場

堆肥化処理施設 堆肥化関連施設

公園トイレ 公共トイレ 火葬場

バス待合所・停留所 国営草地南札内団地 西札内団地家畜保護施設

元更別団地家畜保護施設 旧中札内保育所 西札内防災ダム関連施設

その他

簡易水道・下水道会計

（供給処理施設） 南札内浄水場 低区配水池 中札内浄化センター

公営住宅

供給処理施設

その他

文化・教育系施設

医療・社会福祉系施設

スポーツ・レクリエーション系施設

観光系施設

行政系施設
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（３）公共施設等の現状 

 

①公共施設 

 本村における公共施設面積のうち、用途別内訳では供給処理施設の面積が最も多く、次

いで公営住宅の占める面積が多くなっています。 

■【建物】総延床面積の割合 

 

 

■【建物】年度別整備状況 

 

 

 

35000 

… 
旧耐震基準（S56年以前） 

38,601.62㎡ 31.0％ 
新耐震基準（S57年以降） 

85,900.14㎡ 69.0％ 

分　　類 総延床面積（㎡）

文化・教育系施設 19,989.62

スポーツ・レクリエーション系施設 11,942.00

観光系施設 2,995.93

医療・社会福祉系施設 5,460.40

行政系施設 4,248.89

公営住宅 28,695.49

供給処理施設 40,318.44

その他 10,850.99

合　　計 124,501.76
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②インフラ資産 

 

■【村道】分類別整備状況 

 

 

■【橋りょう（村道）】年度別構造別整備状況

 

 

分　類

村 道 158路線 実延長311,184m、道路部面積1,994,441㎡

橋りょう（村道） 68橋 延長1,375 m、面積12,174㎡

林 道 1路線 実延長4,017m、道路部面積16,068㎡

橋りょう（林道） 1橋 延長7.0m、面積28.0㎡

簡易水道 57,182ｍ 総延長（導水管10,575m、送水管772m、排水管45,835m）

下水道 25,151m 総延長

数　量（延長・面積等）

分　　類 面積（㎡）

1　級 250,085

2　級 391,390

その他 1,352,966

合　　計 1,994,441

… 

5500 

40年以上経過 

 782㎡ 6.4% 
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４．公共施設等の更新費用試算 

 公共施設等の更新費用は「公共施設等更新費用試算ソフト（一般財団法人 地域総合整

備財団）」を使用し試算しています。 

 試算は、一定の耐用年数及び更新単価を設定のうえ、既存施設等の全てを保有し続けた

場合に必要となる更新費用を推計したものであり、既に公表されている各種計画等の数値

とは異なる場合があります。 

 また、試算ソフトで推計できるのは公共施設、村道、橋りょう（村道）、水道施設のみと

なっており、対象外の資産（公園、工作物等）の更新費用は推計に含まれておりません。 

 

【更新費用推計に係る諸条件】 

 推計の基本的な考え方や耐用年数及び更新単価等については、一般財団法人地域総合整

備財団（ふるさと財団）の公共施設等更新費用試算ソフトの仕様書を参考にしています。 

 

 ○推計条件 

 ・現状の公共施設等を同規模・同一内容で維持 

 ・現状の公共施設等にそれぞれ耐用年数を設定、耐用年数経過後に建替え 

 ・面積・延長等に更新単価を乗じ更新費用とする（更新単価は試算ソフトの単価を適用） 

 ○更新に係る設定 

 ・公共施設     ～３０年で大規模改修、６０年で建替え 

 ・村道       ～１５年で更新 

 ・橋りょう（村道） ～６０年で更新 

 ・簡易水道     ～４０年で更新 

 ・下水道      ～５０年で更新 

 

 ○更新費用の推計                        （単位：億円） 

 

実　績

過去５年平均 年平均 倍　率 ４０年合計

公共施設 4.91 11.5 2.3 459.3

村道 1.48 6.2 4.2 249.2

橋りょう（村道） 0.04 1.1 27.5 53.2

簡易水道 0.31 1.4 4.5 55.8

下水道 0.08 0.6 7.5 31.2

全体 6.82 20.9 3.1 835.7

※四捨五入の関係上、各項目の合計と全体の数値は一致しない場合があります。

推　計
分　類
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（１）公共施設 

 公共施設の直近５年間の投資的経費（既存更新・新規整備等）は年平均４．９１億円と

なっていますが、更新費用を試算すると４０年間で４５９．３億円の費用が必要となり、

これを年平均にすると１１．５億円（これまでの約２．３倍）となります。 

 

（２）インフラ資産 

①村道 

村道の直近５年間の投資的経費（既存更新・新規整備等）は年平均１．４８億円となっ

ていますが、更新費用を試算すると４０年間で２４９．２億円の費用が必要となり、これ

を年平均にすると６．２億円（これまでの約４．２倍）となります。 

※年度別整備費のデータ整理ができていないため、現状では、更新費用を試算すると毎年度同額となります。（道路部面積×更新単価

÷更新年数） 

 

 
中札内小学校

大規模改修 

 

 
堆肥化処理施設及
び堆肥化関連施設 

大規模改修 
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②橋りょう（村道） 

橋りょう（村道）の直近５年間の投資的経費（既存更新・新規整備等）は年平均０．０

４億円となっていますが、更新費用を試算すると４０年間で４５．７億円の費用が必要と

なり、これを年平均にすると１．１億円（これまでの約２７．５倍）となります。 

 

③簡易水道 

簡易水道の直近５年間の投資的経費（既存更新・新規整備等）は年平均０．３１億円と

なっていますが、更新費用を試算すると４０年間で５５．８億円の費用が必要となり、こ

れを年平均にすると１．４億円（これまでの約４．５倍）となります。 

※年度別整備費のデータ整理ができていないため、現状では、更新費用を試算すると毎年度同額となります。（総延長

×更新単価÷更新年数） 

 

総整備額 

処理施設等 



11 

 

④下水道 

下水道の直近５年間の投資的経費（既存更新・新規整備等）は年平均０．０８億円とな

っていますが、更新費用を試算すると４０年間で２４．９億円の費用が必要となり、これ

を年平均にすると０．６億円（これまでの約７．５倍）となります。 

※年度別整備費のデータ整理ができていないため、現状では、更新費用を試算すると毎年度同額となります。（総延長

×更新単価÷更新年数） 

 

（３）全体 

公共施設とインフラ資産を合計した全体でみると、直近５年間の投資的経費（既存更新・

新規整備等）は年平均６．８２億円となっていますが、更新費用を試算すると４０年間で

８３５．７億円の費用が必要となり、これを年平均にすると２０．９億円（これまでの約

３．１倍）となります。 

本村の財政状況や予算規模からみると、現在保有している公共施設の改修や建替え、イ

ンフラ資産の更新を全て行うことは非常に困難であると想定されます。

 

 簡易水道整備額 
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５．今後の公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

（１）計画期間 

平成２８年度から平成３７年度（１０年間） 

 

（２）取組体制 

 計画管理を総務課企画財政グループが担い、各資産担当課と連携・調整を行いながら全

庁的に取り組むものとします。また、まちづくり計画や財政計画などの各種計画との整合

性を図り、必要に応じ随時見直しを行うものとします。 

 

（３）基本方針  

①総資産量の適正化 

本村の財政状況や予算規模から、現在保有している公共施設の改修や建替え、インフラ

資産の更新を全て行うことは非常に困難であると想定されます。 

このため、公共施設等のあり方や必要性について、利用需要や費用対効果などの面から

総合的に評価を行うとともに、人口減少や社会構造の変化を踏まえ、必要なサービス水準

を確保しつつ総資産量の適正化を図ります。 

○公共施設 

・原則、施設の新設は行いません。 

 施設の新設が必要となる場合は、既存施設の複合化・集約化の検討、費用対効果や地域

の活性化を考慮して行います。 

・現在保有している施設の廃止・複合化・集約化・用途変更などを検討し、施設の総量

を縮減します。 

・施設の廃止・複合化・集約化による施設跡地は、売払い等により処分し、財源確保に

努めます。 

○インフラ資産 

・道路、橋りょう、水道等のインフラ資産については、日常生活における重要性や種別

ごとの特性を考慮し、中長期的な視点に基づくそれぞれの整備計画等も踏まえ、総量の

適正化を図ります。 

 

②長寿命化の推進 

 今後も利用が見込まれる公共施設等については、計画的な維持修繕を徹底することによ 

り長期にわたる安心・安全なサービスの提供に努めるため長寿命化を推進します。 

・定期的な点検・診断により、計画的な維持修繕を徹底します。 

・修繕・改修時期の集中を避け、計画的に管理することにより、財政負担の軽減と歳出

の平準化を図ります。 


