
宮崎県公共施設等総合管理計画
（概要版）

令和３年 月改訂

平成２８年９月策定



第１章 公共施設等の総合管理計画策定の目的等

公共施設等の保有状況（令和元年度末時点） 計画策定の目的 計画期間・PDCAサイクルの推進

個別施設計画に基づく保全業務の推進

・「公共施設等の保有・運営・維持の最適化（行財政負担の最小化
と施設保有効果の最大化の両立）」を図る。
・本計画は、それを実現するための「総合的かつ計画的な管理」

について、基本的な方針を示す。

基本方針：
・総合的かつ計画的な管理のための全庁的な推進体制の構築
・施設配置・施設総量の最適化
・施設の老朽化対策の強化

目 的

・公共施設等総合管理計画の下位計画で施設ごとの具体的な方針
を示すもの。

・個別施設計画に基づき、公共施設等の保有・運営・維持の最適
化を着実に推進する。

・令和２年度までに全38類型の公共施設等について個別施設計画
を策定した。

・平成28年９月時点で同種・類似の計画を策定していた施設につ
いては、当該計画をもって個別施設計画に代える。
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宮崎県公共施設等総合管理計画
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・計画の目的達成には、公共施設等の老朽化の状況などについて
長期的な視点での検討が必要

・計画期間は「20年間（令和３年度～令和22年度まで）」

計 画 期 間

・今後の社会経済情勢の変化や公共施設等に求められる機能の変
化に対応するため、定期的（概ね５年ごと）に総合管理計画の
進捗状況等の評価を実施し、当該評価の結果に基づき、総合管
理計画の見直しを行う。

PDCAサイクルの推進

計画体系図

・建物系施設、インフラ施設のいずれも急速に老朽化が進行
・人口減少・少子高齢化による行政ニーズの変化
・厳しい行財政運営

策定の背景
区 分 施設数 棟 数 面 積（㎡） 割合(%)

 行政系施設 256 1,283 546,474 25.4
 スポーツ施設 6 16 10,466 0.5
 県営住宅 110 1,114 632,108 29.4
 県立学校施設 58 1,635 606,381 28.2
 警察施設 189 529 95,988 4.5
 県立病院施設 3 37 111,587 5.2
 職員宿舎 165 490 145,838 6.8
 その他施設 1 2 1,545 0.1

合 計 788 5,106 2,150,387 100

主な建物系施設（行政庁舎、県営住宅、県立学校など）

分 野 施 設 数
県管理道路 209路線 2,891㎞

橋りょう（橋長２ｍ以上） 2,016橋
トンネル 127本

県管理河川 58水系 476河川 2,651㎞
河川管理施設（堰、閘門、水門、966基
陸閘、揚水機場、排水機場等）

13ダム
（治水機能を持つ多目的ダムを含む）
３ダム
２ダム（防災ダム）

砂防 3,382基
地すべり 49箇所
急傾斜地 869箇所

治山ダム 4,110箇所
1,814箇所
280箇所
116箇所

海岸 65km
県管理港湾16港（重要港湾３港、地方港湾12港、56条港湾１港）

港湾施設（水域施設、外郭施設、1,184施設
係留施設、臨港交通施設等）

県管理漁港23港（第１種11港、第２種５港、第３種５港、第４種２港）
漁港施設（水域施設、外郭施設、728施設
係留施設、臨港交通施設）

漁場 11施設
都市公園６箇所

公園施設 1,944施設
土地改良施設 ７箇所

14発電所
発電所、取水堰、取水施設 35施設

工業用水道 １箇所
交通安全施設 2,377基

海岸防災林施設

施 設 名

道路

河川

ダム

治水ダム

発電利水ダム
農業用ダム

発電施設

工業用水道
信号制御機

海岸堤防等

港湾

漁港

漁場施設（養殖場施設）

公園

地すべり防止施設

砂防設備
地すべり防止施設
急傾斜地崩壊防止施設

治山
山腹治山施設、落石防止施設
地すべり防止施設

主なインフラ施設（道路、橋りょう、トンネルなど）



老朽化の進行（50年以上経過の割合が多くの施設で増加）

第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し

宮崎県の建物系施設の現状

主な建物系施設の老朽化の状況

宮崎県のインフラ施設の現状

主なインフラ施設の老朽化の状況

宮崎県の将来人口の見通しと財政状況

人口の推移及び将来推計

年代別割合の推移及び将来推計

宮崎県の予算（投資的経費の状況）

老朽化の進行
（30年を経過する建物の割合が10年後で約83％、20年後で約95％）

人口減少（令和22年には本県人口が約88万人まで減少）

高齢化の進展（年少人口割合の低下と高齢人口割合の上昇）

厳しい行財政運営（令和3年度予算の投資的経費はピーク時の約4割）



第３章 公共施設等の総合的・計画的な管理に関する基本方針

公共施設等の管理に関する基本方針

（１）「公共施設マネジメントシステムによる資産の一元管理」
・施設の性能や利用率等の情報を収集・分析し、 一元管理する

「公共施設マネジメントシステム」を構築した。
・例えば、入居率は低いが建物性能が高い職員宿舎は他用途への

転用を検討する。

（２）「施設の統廃合の検討」
・「公共施設マネジメントシステム」による評価結果等を踏まえ

統廃合を検討する。
・国・市町村の施設及び民間施設を活用した検討や民間資金等

（PPP/PFI）の活用も検討する。

（３）「未利用財産の有効活用」
・統廃合等により生じた未利用財産を、市町村や民間等に売却・貸付けすることにより、早期の有効

活用を推進する。
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総量適正化のイメージ（職員宿舎の例）

施設配置・総量の最適化（建物系施設）

（１）全庁的な推進体制の構築
・公有財産調整委員会に企業局長及び病院局長を委員

として加え、全庁的な推進体制を構築
・公有財産調整委員会の下部組織として建物系施設部

会とインフラ施設部会を設置

（２）エリアマネジメントの推進
国・県・市町村の間での情報共有（空きスペー

スの有無等）や、施設の集約化や複合化の検討、
行政サービスの向上や建設・維持管理費の低減化
を図るため、施設の最適利用を図る。

国

県 市町村

施設情報等の共有化

地域の展望、将来ニーズの把握

地域における施設の最適利用の調整

部局の長

（総務部長を除く）

警察本部長 議会事務局長 病院局長企業局長

副知事

総務部長

副教育長

幹事会

建物系施設部会 インフラ施設部会

公有財産調整委員会の組織構成

総合的かつ計画的な管理のための推進体制の構築

（１）「施設利用者の安全確保」
・日常点検の確実な実施
・劣化や損傷の状況に応じた修繕・改修等の安全確保措置の実施

（２）「耐震性能等の施設機能の確保」
・施設の重要度などに応じた耐震性能等の災害時に求められる機能確保。

（３）「メンテナンスサイクルの構築」
・メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展。

（４）「長寿命化による財政負担の低減・平準化」
・本計画や県有建物長寿命化指針等に基づき劣化

状況等調査や建物保全計画の更新等に取り組む
ことにより、施設の長寿命化を推進。

（５）「ユニバーサルデザイン化の推進」
・すべての人が安全で快適に利用しやすい施設となるようユニバーサルデザイン化を推進する。

施設の老朽化対策（建物系施設・インフラ施設共通）



・法定点検や自主点検を定期的に行うとともに、点検・診断等の履歴や補修履歴等の記録を「公共施設マネジメント ・目視等により巡視や点検を一定期間・基準で実施し、診断を行う。

システム」に蓄積し、施設の損傷具合を把握しながら、維持管理・修繕・更新を含む計画的な保全業務に活用する。 ・ＩＣＴ技術を活用した点検・診断等の方法について、今後、導入に向けた検討を行う。

・計画的な保全業務を実施することにより、トータルコストの低減化・平準化に努める。 ・個別施設計画に基づき、計画的に維持管理を行う。

・全庁横断的な観点から、修繕・更新等の優先度を判断する基準や建物の整備水準を定める。 ・最も効果的かつ経済的な手法を選択する。

・更新等の際は、県有施設だけでなく国や市町村の施設との統合等も検討する。

・点検・診断等により危険性があると判断された場合は、速やかに修繕・改修・応急的処理を行う。 ・劣化等の状況に応じた適切な修繕等の保全措置を実施する。

・建物の用途や防災上の重要度に応じて改修を進める。  ・大規模災害時に緊急物資等の輸送路となる緊急輸送道路や防災拠点となる重要港湾などで耐震化を実施す

・既存不適格のエレベーターも改修等に併せて耐震化を図り、利用者の安全を確保する。 る。また、他の施設についても必要な調査等を行い、耐震化を実施する。

・劣化状況等調査や点検等のデータを活用し、計画的な維持保全を実施する。 ・個別施設計画の見直しを実施しながら、施設の長寿命化や維持管理費の低減化・平準化に取り組む。

・すべての人が安全で快適に利用しやすい施設となることを目標として、施設の更新・修繕等を行う。 ・すべての人が安全で快適に利用しやすい施設となることを目標として、施設の更新・修繕等を行う。

・統合や廃止を進める際にはファシリティマネジメントの考え方を導入し、施設ごとの行政ニーズや利用状況等を把 －

握し、建物性能や維持管理コスト等を含めて総合的に検討する。また、エリアマネジメントの観点から国や市町村施

設との利用調整や施設集約化も視野に入れ、適正配置や総量最適化の取組を進める。

・「公有財産調整委員会（建物系施設部会）」を活用し、個別施設計画の運用及び見直し等、施設の特性に応じた総 ・「公有財産調整委員会（インフラ施設部会）」を活用し、個別施設計画の運用及び見直し等、施設の特性

合的かつ計画的な管理を行う。 に応じた総合的かつ計画的な管理を行う。

管理に関する基本的な考え方

「点検・診断等の実施方針」

「維持管理・修繕・更新等の実施方針」

「 安全確保の実施方針」

「耐震化の実施方針」

「長寿命化の実施方針」

「 ユニバーサルデザイン化の推進 」

「統合や廃止の推進方針」

「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」

建物系施設・インフラ施設の管理に関する基本的な方針

建物系施設（共通）

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

インフラ施設（共通）


