
【岩手県紫波町：人口約３．３万人】

先進的な取組事例② ～官民連携による駅前の一体的再生～

町・民間事業者･銀行等による体制を構築し、関係者間で複
合施設の事業性を精査

背景・課題
・1998年の町による取得後10年以上低未利用遊休
地として放置された駅前の町有地
・深刻な人口減少、高齢化
人口：H22年3.3万人→H52年2.6万人（▲22％）
高齢化率： H22年24％→H52年37％

・民間主導で事業性を十分に精査し、銀行の融資や民都機構の出資などによる事業計画に基づき、
複合施設（オガールプラザ）を整備
・併せて新庁舎や県のフットボールセンター等を整備し、駅前を複合機能を有した拠点として再生
・当初の年間来訪者の目標30万人に対し、年間約80万人以上の来訪者を記録（H26年度）
・オガールプラザ（官民複合施設）、オガールベース（民間複合施設）合わせて約170人の雇用創出

施設の事業性に立脚した事業計画をもとに、官民で公有地を一体的活用

オガールプラザ（SPC）
【維持・管理・運営】

オガール紫波
【まちづくり会社】

民間都市開発推進機構
紫波町

【出資】

東北銀行
【融資】

設計・企画・建設グループ 民間テナント

賃貸借契約
設計・企画
・建設発注

出資・
融資

プロジェクト
委託

出資

官
民

金融

定期借地権
設定

オガールプラザ

事業体制

権利関係

公共部分売却
・区分所有権設定
・賃貸借契約

町所有の土地に定期借地権を設定し、民間事業者（SPC）が
複合施設を整備。施設整備後、町に公共部分を売却

図書館の集客力を核とし、直売所等のとの相乗効果を図り、公有地で稼ぐ仕組みを構築

■オガールプラザ（官民複合施設）：情報交流館（含図書館）、子育て応援センター、産地直売所、
飲食店、医院、学習塾等

■オガールベース（民間複合施設）：バレーボール専用体育館、宿泊施設、コンビニ等
■オガールタウン：紫波町が造成・分譲する住宅地（全57戸）

紫波町

【土地所有、情報交流館
区分所有、子育て応援

センター賃貸借】

オガールセンター

平成28年9月13日
第13回社会資本整備等WG
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【新潟県長岡市：人口約２７．５万人】

先進的な取組事例③ ～健康まちづくり等を通じた中心市街地の賑わい創出～

・郊外の市役所機能をまちなかに移転。駅前の空きビル等も活用しながら複数箇所に分散配置
・多世代健康まちづくりの拠点と位置付け、官民連携によるハード・ソフト連携した取組を推進（ながおか
タニタ健康くらぶ、交流の場づくり）
・民間による施設の運営・イベント開催により、アオーレ長岡等をまちなかの集客装置として活用

市役所移転等を契機として、多世代健康まちづくりを本格推進
多様な主体との協働により、まちなかの賑わいを創出

市役所

まちなか型市役所

○市街地再開発事業

○空きビル活用

出典：長岡市資料より作成

○まちなかキャンパス長岡
「生涯学習」と「交流」の拠点
（平成27年度来場者数 12.6万人）

・市内３大学１高専等
によるプロデュース

・大学、企業、NPO
等多様な主体が講師
となる講座を開催

○ながおか市民センター
国際交流ｾﾝﾀｰ、障害者ﾌﾟﾗｻﾞ等

（平成27年度来場者数 10.0万人）

郊外の市役所機能を移転

市役所

市役所

ＪＲ長岡駅

○「新たな福祉の中枢拠点」
「ながおか町口御門」平成28年10月竣工予定）

▼ 新･社会福祉センター

▼ 地域包括支援センター

▼ 老人ホーム

▼ 中央ボランティアセンター

▼ 障害者基幹相談支援センター

○タニタカフェ
長岡市多世代健康まちづくりの拠点

(平成27年度利用者数 2.5万人)

背景・課題
・急激な高齢化を背景に、ＪＲ長岡駅周辺
の中心市街地は空洞化が進んでおり、にぎ
わいの創出が課題（H20からH23の休日の
歩行者通行量約１割減）

冬でも歩ける商店街アーケード

○ながおかタニタ健康くらぶ
活動量計（会員証）による見える化、歩行量や
商店街立ち寄り等への健康ポイント付与により
健康作りをサポート

○シティホールプラザ「アオーレ長岡」
（平成２７年度来場者数 1３２.６万人）

・市役所とアリーナ・広場等を合築することで、集客性を高め、
市民協働と交流の拠点として整備

・周辺店舗の消費、まちなかの滞在を促すため、庁舎内に食堂
を設けず、周辺飲食店の利用を促進

H24年の市役所移転を機に、中活区域の歩
行者数、世帯数が増加

（市有地）

公園

（市有地）

ﾅｶﾄﾞﾏ(屋根付き広場)

厚生会館
・アリーナ

・議会、市民活動

・市役所（行政）

移転前 移転後

○賑わい創出の効果

・施設内等の公共空間を開放し、NPO法人等との連携により民
間主導のイベントが行われやすい仕組みを構築

H20 2522 242321
70,000

100,000

90,000

80,000

（世帯）中活区域の平日の歩行者・自転車通行量

オープン
中活区域の世帯数の推移

2,500

2,700

2,600

2,800

（人/日）

H20 2522 242321

平成28年9月13日
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【事例】資産の管理体制の強化と更新費用財源の確保（京都府相楽郡精華町） 

○ 将来発生する公共施設等の更新需要に備えるため、長期的な視点をもって公共施設等の更新や長寿命化対策を計画的に行うとともに、所要の財源
の確保、財政負担の平準化を図る必要がある。 

背景・目的 

○ 統一的な基準による地方公会計の整備に際して日々仕訳を導入し、各資産の所管部署の職員自らが歳入歳出執行事務を行うのと同時に固定資産
台帳の記載事項の更新を行うことにより、資産情報の管理を正確に行う。（平成27年度に固定資産台帳を整備済み。平成28年度下半期から日々仕訳
の仮運用を開始。） 

○ 今後、耐用年数が到来した資産を固定資産台帳から抽出し、資産所管部署において、資産の取替・修繕・廃棄の要否について検討した上で、予算要
求を行うこととする。 

○ 施設設備の老朽化対策、予防保全、中長期的なコスト削減を可能とする事業に優先的配分するための「予算要求特別枠」を平成29年度当初予算
から創設し、予算要求特別枠の財源を確保するための「公共施設等総合管理基金」もあわせて創設（平成27年度の決算剰余金を財源に基金を創設
する予定であり、平成29年度の予算要求特別枠については、基金の造成額を踏まえて設定）。 

事例概要 

○ 正確な資産情報の管理がなされていることを前提として、予算要求特別枠や公共施設等総合管理基金の創設により、必要とされる財政的な裏付け
を用意することにより、公共施設マネジメントを実効的に進めることが期待される。 

効果等 

投資的経費＋維持補修費

（億円） 更新費用

ｎ年度 ｎ+1年度 ｎ+2年度 ｎ+3年度 ｎ+4年度 ｎ+5年度 ｎ+6年度 ｎ+7年度 ｎ+8年度 ｎ+9年度 ｎ+10年度

不足分を基金から活用余剰分を基金へ積立

投

資

的

経

費

＋

維

持

補

修

費

＋

更

新

費

用

投資的経費
の平均値

公共施設等総合管理 
基金活用イメージ 

○ 公共施設等総合管理計画（平成28年３月策定）において推計した今後の更新費用等を基に、一年度当たりの事業費の基準額を設定し、毎年度の
実際の事業費を基準額と比較して公共施設等総合管理基金に積み立てる金額を設定。基金を活用することにより、中長期的に更新費用財源を確保。 

○ 平成30年度以降の予算要求特別枠の規模については、平成29年度の運用状況も踏まえ、今後設定方法を検討。

公共施設等総合管理計画との関係 

歳入予算 歳出予算

不足がある場合は基金を活用 余裕がある場合は基金へ積立

財政調整基金

減債基金

特定目的基金

・・・

公共施設等総合

管理 基金
基金繰入金

予算要求特別枠

基金積立

公共施設等総合管理計画の策定事例（公会計を活用した公共施設マネジメント） 
平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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○ 検討の結果、耐震性が低いＣ図書館については廃止することとし、平成27年度解体撤去。

○ 平成27年度に、市街地中心部から離れていたＥ図書館はA図書館の分館として中心部にある支所に移転（貸出冊数が倍増（1,500冊→3,000冊/月））。
E図書館であったスペースは、統廃合により集約され手狭になる郷土資料館の拡張に利用予定。 

【事例】セグメント分析による図書館の統廃合（熊本県宇城市） 

○ 合併に伴い、同種同規模の建物が旧町ごとに存在している現状は、少子高齢化、市民ニーズの多様化、合併による生活圏の変化に合致した施設規
模・配置では必ずしもなくなってきている。 

○ 多くの施設を維持管理する上で、更新又は大規模改修が必要な施設に計画的かつ適切な保全管理ができていない。

背景・目的 

○ 平成20年から、図書館の統廃合についての具体的な検討を開始。

○ 財務書類をもとに作成した「施設白書」のデータを使い、一日当たりの貸出冊数、
貸出一冊当たりのコストをグラフ化し、４つのグループに分け、各図書館の評価分析を実施。 

○ 必要性検討領域にある２つの図書館について、耐震性・地理的要素等も考慮しながら、
移転、解体等を検討。 

効果等 

事例概要 

○ 公共施設マネジメントを進めるに当たり、一般的には、公共施設等総合管理計画において、保有施設全体の総合的かつ計画的な管理に関する基本
的な方針等を定めた上で、個別施設の在り方の検討を進めていくことを想定しているところ。 

○ 宇城市の場合は、上記の図書館における事例のように、一部の施設の在り方の検討が先行し、その検討結果を踏まえ、建物等の公共施設の集約
化・複合化や長寿命化などの施設管理の方針を策定。公共施設等総合管理計画の策定（平成27年９月）につなげた。 

○ 今後、図書館の統廃合の検討の際に得られた知見も活用しながら、その他の施設についても取組を進め、必要に応じ、公共施設等総合管理計画に
フィードバックすることで、効率的な公共施設マネジメントの推進を図る。 

公共施設等総合管理計画との関係 

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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○ 公共施設の集約化・複合化の取組事例として、公共施設最適化事業債を活用した事例を収集しているところ。

○ 民間施設との連携やまちづくりの観点からは、例えば、以下のような事例がある。

○ 先進的な取組については、各地方公共団体における施設の集約化・複合化を促進するため、とりまとめて公表し、横展開を

図っていく（2016年10月頃を目処に公表） 。 

茨城県ひたちなか市の事例 

公共施設最適化事業債を活用した取組事例について 

【事業概要】 

  老朽化した青少年センター及び生涯学習センターの機能 

  を集約するとともに、新たに子育て支援機能及び地域交流 

機能を導入し、複合施設として整備を行う。 

【ポイント】 

○ 人が集う公共施設や商店が集まっている中心市街地に

  整備することで、多世代の交流を促進し、地域コミュニティ 

  の活性化や中心市街地の振興につなげる。 

○ 新たに土地を取得して施設整備を行うのではなく、中心

  市街地に所在する民間企業の遊休施設を活用し、効率的 

  な施設整備を実現する。 

大阪府岸和田市の事例 

【事業概要】 

  総合福祉センターの建替えに際し、市内に分散している 

障害者支援施設や児童福祉施設の機能を集約・増強し、 

福祉機能の拠点施設として整備を行う。 

【ポイント】 

○ 市の総合計画に基づき、商業・業務などの都市機能の

 集積を図る「都市中枢ゾーン」として位置づけられた地域に 

 総合福祉拠点を整備し、都市機能の集積と地域福祉を 

  両立した中心市街地の形成を進める。 

○ 同地域は、市庁舎の移転候補地としても検討されており、

  今後の一層の都市機能の強化も想定される。 

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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Ⅰ 農業関係 ストック効果の 大化を図る社会資本整備の推進

○ 農業農村整備事業は、その実施により、食料の安定供給の確保や農業の持続的発展に関する効果を発揮。農業用水を確
保し利用しやすいように、水路のパイプライン化やスプリンクラーの整備を行い、適時適切にかん水可能にすること等による増
収及び品質向上の効果や、農地を大区画化し、大型機械の導入等による営農経費の節減効果等がある。

○ こうした効果に加え、洪水等の災害防止、景観や環境の保全など、農村振興や多面的機能に関する効果もある。

●農業農村整備事業のストック効果の例

ス
ト
ッ
ク
効
果

食料の安
定供給の
確保に関
する効果

農業の持
続的発展
に関する
効果

農村の振
興に関す
る効果

多面的機
能の発揮
に関する
効果

事例１：「真穴みかん」ブランドの維持・向上【愛媛県八幡浜市】

●ストック効果の事例

事例２：低平地における施設園芸の発展【高知県須崎市】

【整備実施前】
急傾斜であるため、かん

がい施設も整備されておら
ず、トラックで何度も水を
運ぶ手散布によりかん水。

【事業の実施】
スプリンクラーの共同利用を

通じた防除、かん水により大幅
に労力の軽減が図られるととも
に、天候に左右されない果樹生
産を実現。

給水スタンドでタンクに取水
（イメージ）

50％増

約8百万円
露地温州みかん

作経営の全国平均
（約３百万円）の
約４倍の戸別平均
売上高を誇る。

かん水の安定供
給を可能とする調
整水槽

スプリンクラーによ
る大幅な省力化

【品質・収量の安定化】
干ばつの被害が防止されるととも

に、ブランドを拡大させ、1.5倍の売上
高を実現。

約12百万円

【整備実施前】
湾口に近い低平地であるた

め、豪雨時には度々甚大な湛
水被害が発生。また、ハウス
園芸用水の確保に苦慮。

湛水被害の状況（Ｈ５）

【事業の実施】
排水機場の増設により湛水被

害が防止されるとともに、新た
に良好な水源が確保され、施設
園芸の基盤が強化。

排⽔機場の増設

・揚⽔施設の設置
・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ等の整備

1.9 

10.0 
7.7 

3.3 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

H4 H27

みょうが その他(きゅうりなど)

施設園芸作物の栽培面積

9.6ha

13.3ha

H15
基盤整備完了

約４割増

みょうがは
５倍以上

【品質・収量の安定化】
湛水被害が抑制され用水不足も解消

されたことから、施設野菜等の高収益
作物の作付けが増加。

食料・農業・農村基本法の４つの理念に則した効果項目を定量化
し、測定

○作物生産効果・品質向上効果
事業の実施によって、農業に適した農用地になること
や、地域に合った水利用が可能になることによって、
収量の増加や品質が向上する効果。

○営農経費節減効果
事業によって、散水施設等が整備され、かん水作業に
かかる労力が軽減したり、ほ場が大区画化するこ
とによって作業効率が向上し、経費が軽減する効果。

○災害防止効果
事業によってため池や排水施設等を整備することに
より、洪水等の災害の発生に伴う農作物、農用地、
農業用施設等の被害が防止又は軽減される効果。

○地域用水効果
事業により整備した農業水路を、防火用水や消流雪
等に用いることで、地域の防火水槽設置費用や除雪
費用等が軽減される効果。

○景観・環境保全効果
事業を行う際に、周辺の景観・環境への負荷を軽
減するための配慮をした施設を整備することによる
効果。

Ⅰ 農業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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●予防保全による揚水機場のコスト縮減事例 ●予防保全によるパイプラインのコスト縮減事例

概 要

ポンプ設備や電気設備が耐用年数を超過し、更新が必
要な揚水機場において予防保全を行い、コスト縮減を
図った。
分解整備（予防保全）によりポンプ設備を耐用年数を超過して使

用する費用

１，３１９百万円

効 果（事後更新とのコストの比較）
〈事後保全〉
耐用年数を迎える時点でポンプ設備を更新する場合の費用

２，０００百万円
コスト縮減額 ６８１百万円 （３４％の縮減）

概 要

管路の継手部の劣化により、漏水が発生する可能性の
あるパイプラインにおいて、監視を行いつつ補修を行い、
コスト縮減を図った。
重要度や劣化の度合いに応じて耐用年数超過の前に補修を行う

費用

３９０百万円

効 果（事後更新とのコストの比較）
〈事後保全〉
耐用年数を迎える時点で更新を行う場合の費用

６０４百万円
コスト縮減額 ２１４百万円 （３５％の縮減）

外壁のひび割れ補修、塗装、
屋根の防水処理（補修） 止水バンド工法による補修（予防保全）

ポンプの分解整備

布設替え（事後保全）

Ⅰ 農業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進②Ⅰ 農業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進②

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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林道施設及び治山施設のストック効果の例

Ⅱ 林業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進

○ 林道施設は、その整備により、森林施業の効率化が図られることで森林の公益的機能の発揮や林業の持続的発展に資
するものであり、森林整備の実施可能区域の拡大や木材生産量の増加といった効果がある。

○ 治山施設は、森林の公益的機能の発揮や地域の安全性の向上に資するものであり、土砂の流出防止や山地災害の防止
といった効果がある。

林道施設の
ストック効果

木材の搬出コストの縮減

木材生産量の増加

災害時の迂回路の確保

森林整備の実施可能区域の拡大

ストック効果の事例

【整備実施前】

事例１：林道施設（成熟した森林資源の有効活用【熊本県】）

アクセスが不便なため、人
手が入りづらく森林資源が有
効活用されていない。

林道の整備により、木材搬出
の低コスト化が図られるなど森
林施業が効率化。

【事業の実施】

大型トラックによ
る運搬が可能

林業機械による
作業の効率化

【木材生産量の増加】
効率的な森林整備が可能

となったことから、木材生
産量が1.2倍に増加。

過密化した森林

公益的機能も低下
県内木材生産量

防火帯の確保 ＜木材生産状況＞

・木材生産量の増加
・新たな需要や商品
開発への展開

治山施設の
ストック効果

事例２：治山施設（治山ダムの施工による生命・財産の保全【愛媛県】）

治山ダム施工箇所

【事業実施前】 【事業の実施】 【集落の保全機能の発揮】

渓岸浸食による、土石の堆積

平成23年台風12号によ
り、渓流内に土石及び流木
が堆積。

治山ダムの施工

治山施設の整備により、
山脚を固定するとともに不
安定土砂の流出を防止。

渓流下部にある人家40戸及
び小学校を保全。

山腹崩壊や地すべり等の
山地災害の防止

飛砂や風害の軽減

土砂流出の防止

水源のかん養

森林景観の保全

・・・

・・・

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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補修及び機能強化に関する技術の情報収集及び分析等の調査を実施中

国
道

ＪＲ線路

崩壊地

Ⅱ 林業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進②

効 果（事業費比較（直接工事費））
崩壊が発生し災害復旧事業を行った場合 36,769千円
林道施設を改良（植生基材吹付工・簡易法枠工）する場合 12,033千円
コスト縮減額 24,736千円（６７％の縮減）

法面が不安定となっており、豪雨
時に崩壊発生の恐れ

林道施設の機能強化（林道法面の改良）
により、災害発生リスクを抑制

林道施設の長寿命化によるコスト縮減（事例）

効 果（事業費比較）
治山ダムを新設する場合 70,858千円
既設治山ダムを活用（嵩上げ・増厚）する場合 56,175千円
コスト縮減額1４，６８３千円（2１％の縮減）

既設の治山ダム上流部における山腹崩壊の発生により、渓流内に多量の不安
定土砂が堆積し、下流の国道・ＪＲ等への流出が懸念された。対策にあたって
は、既設の治山ダムを有効活用し、施設の防災機能の強化（嵩上げ、増厚）を
図りつつ、長寿命化対策を行い、事業費の縮減を図った。

既設施設の嵩上げと増厚により防災
機能の強化を図り、コスト削減を実現
しつつ、地域の安全・安心を確保

事業実施箇所遠景

治山施設の長寿命化によるコスト縮減（事例）

老朽化の状況に応じて、
予防的調査と機能保全工事
を実施することにより、長
期間にわたり使用可能とな
り、ライフサイクルコスト
縮減が図られる。

○ 長寿命化による効果（イメージ）

崩落の危険のある林道法面の改良（植生基材吹付工・簡易法枠工）
を行い、既存施設を長寿命化して、事業費の縮減を図った。

～予防保全、維持管理の効率化に資する技術開発の状況について～

タブレットコンピュータを活用した、現地調査の効率化 UAV(無人航空機）を活用した、施設の点検

既設治山ダム上流部で山腹
崩壊が発生し、下流の国道・
ＪＲ等への流出が懸念

○ 施設の点検診断に基づき、劣化状況等に応じて、法面保護工や嵩上げなどの機能強化や、クラック補修等の老朽化
対策により、施設の長寿命化を進め維持管理コストの縮減を図る。

○ さらなるコストの縮減に向けて、予防保全、維持管理の効率化に資する技術の開発・導入も必要。

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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Ⅲ 水産業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進

○ 水産基盤整備事業は、その実施により、水産物の安定供給や水産業の健全な発展に関する効果を発揮。
○ 岸壁整備による陸揚げ作業時間の短縮や販路拡大などの生産性向上効果のほか、衛生管理対策による

水産物の輸出促進や水産加工・漁具・食料等関連産業の集積による地域産業活性化効果などがある。

●水産基盤整備事業のストック効果の例

ストック
効果

水産物の
生産性向上

に関する効果

漁業就業
環境の向上に
関する効果

地域産業の
活性化に

関する効果

生産コスト削減効果
・陸揚げ作業時間の短縮
・漁船の耐用年数向上 等

漁獲物付加価値化の効果
・魚価の向上
・販路拡大 等

裾野産業への効果
・加工場等関連産業の集積
・輸出の促進 等

労働環境改善効果
・労働作業の軽労化 等

事例２：屋根付き岸壁の整備等の衛生管理対策による輸出量の増加【北海道湧別町】

●ストック効果の事例

事例１：衛生管理に対応した岸壁と荷捌き所の一体整備による魚価向上【鹿児島県阿久根市】

【事業の実施】
ＥＵへのホタテの輸出促進を目的とし、衛生管理型屋根付き岸壁等を整備。

【輸出量の増加】
ＥＵへの輸出が可能となり、ホタテ

の輸出量が２倍以上に増加。
（輸出先：ＥＵ、米国、中国）

【事業の実施】
水産物の一元集荷を目的とし、衛生管理
に対応した岸壁と荷捌き所を一体的に整
備。

【きびなごの単価向上効果】
鮮度保持がなされることで。当該市

場での取扱量の３割を占める、きびな
ごの単価が15％向上。

非常時・緊急
時の対処に関

する効果

整備前 整備後

平均272円/Kg 平均312円/Kg

（円/kg）

湧
別

・衛生管理型屋根付き岸壁
・清浄海水導入施設

の整備 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

輸出量

(ｔ）

平均1,465t

平均4,777t226%上昇

整備前 整備後
生命・財産保全・防御効果
・漁港背後住民の財産保護 等

避難・救助効果
・避難漁船の受入
・海難事故の未然防止 等

2施

設

6施

設

0

2

4

6

8

10

整備前(H15） 整備後（H27)

（施設）

4施設増

【水産加工施設の増加効果】
水産物が一元集荷され、加

工原料が確保できるようにな
り、水産加工施設が背後に進
出。

衛生管理に対応した岸壁と荷捌き所を一体的に整備

Ⅲ 水産業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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事業費比較（直接工事費 延長80.0m）
対策コスト 24,000千円
更新コスト 146,000千円
コスト縮減額 122,000千円（84％の縮減）

効 果

漁港施設（岸壁）の長寿命化によるコスト縮減

効 果

概 要
施設全体にひび割れや欠損が生じている防波堤の補修（断面修復

工法、腹付け工法）を行い、既存施設を長寿命化して、コストの
縮減を図った。

漁港施設（防波堤）の長寿命化によるコスト縮減

概 要
腐食により肉厚不足や開孔が懸念される鋼矢板形式の岸壁の

補修（電気防食工法、ペトロラタムライニング工法）を行い、
既存施設を長寿命化して、コストの縮減を図った。

老朽化した岸壁 長寿命化対策後の岸壁

事業費比較（直接工事費 延長25.9m）
対策コスト 27,870千円
更新コスト 86,520千円
コスト縮減額 58,650千円（６8％の縮減）

老朽化した防波堤 長寿命化対策後の防波堤

ひび割れや欠損が
多数発生

全体的に発錆や小さな
開孔が多数発生

ペトロラタムライニング工法

電気防食工法

1.0m 5.0m

6.0m

+1.3m

-4.0m

0.0m

1.0m 2.8m 1.1m 1.5m

-3.0m

+2.0m

0.0m

Ⅲ 水産業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進②

平成28年9月21日
第14回社会資本整備等WG
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公的不動産(PRE)を活用した不動産特定共同事業の例

□公的不動産（PRE）の活用において、地域の投資家から出資を募り不動産取引による収益の分配を
行う不動産特定共同事業の事例がみられる。

(株)青山財産ネットワークスが、石川県

小松駅前の小松市所有地（百貨店跡地）
上にホテル、子育て支援施設、公立大学
を含む複合施設を開発。地域の投資家
から出資を募り設立した、特別目的会社
（SPC）を活用した不動産特定共同事業
スキームとなっている。
百貨店閉店後から６年後のビルの建設

となり、駅前を中心とした地域活性化に
資するとして大きく期待されている(2017
年秋竣工予定)。

地域の小規模事業者の参入を促進する観点から、

･不動産特定共同事業の許可要件（資本金要件等）の見直し

・インターネットを介したクラウドファンディングに対応した環境整備 等の規制緩和を内容とする法改正の検討を進めているところ。

小松駅南ブロック再開発

不動産特定共同事業法の一部改正の検討

「日本再興戦略２０１６」抜粋 （平成28年6月2日 閣議決定）

• 不動産について流動化を通じた有効活用を図るため、今後ニーズの増加が見込まれる観光や介護等の分野における不動産の供給を
促進するとともに、クラウドファンディング等の小口資金による空き家・空き店舗の再生、寄付等された遊休不動産の管理・活用、鑑定評
価を含む不動産情報の充実等に必要な法改正等を一体的に行い、2020年頃までにリート等の資産総額を約30兆円に倍増することを
目指す。

第二 具体的施策

11．都市の競争力の向上と産業インフラ機能強化

（２）新たに講ずべき具体的施策 i）都市の競争力の向上

対象不動産

出資

借入

出資

配当

（株）こまつ賑
わいセンター

（株）Hifリゾート

SPC

（
株
）
青
山
財
産

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス

地
域
の
投
資
家

（市民交流施設、小売店、

カフェ、大学キャンパス
等）

（ビジネスホテル）

賃貸

賃料

賃貸

賃料

【小松駅南ブロック再開発案件のスキームと完成予想図】

出典：不動産証券化協会公表資料

出資

配当

平成28年10月12日
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業務改革モデルプロジェクト事業委託団体一覧

応募

団体名
人口

（H27.1.1現在） 取組内容の特徴 選定理由

岐阜県

高山市
91,571

窓口業務改革事業
・日本一の市域を有し、合併後10年で職員数が３割超減少してきた。

・本庁及び９支所の窓口について、BPR手法を用いた業務分析を実

施、無駄や重複の排除、市の業務範疇の明確化を行い、効率

的・効果的な窓口業務のあり方を検討。

・アウトソーシングにより、現在、市の窓口業務で活用する臨時職

員を当該委託先の正規雇用へ転換することも視野。

本庁舎及び９支所にまた

がる市域全体での窓口業

務改革であり、単一窓口

ではなく複数窓口を同時

に改革する取組のモデル

として採択

兵庫県

神戸市
1,550,831

市民ｻｰﾋﾞｽ業務ﾌﾟﾛｾｽ標準化・再構築事業
・郵送・電子申請の拡大（対象事務数38→更に24事務について検

討対象）。

・「郵送・電子申請事務センター」設置、申請の受理、内部処理及び

問合せ業務の一本化。統合した業務の外部委託検討。

・既に準備を進めている総合（ワンストップ）窓口との相乗効果発揮

が期待。

総合窓口化と電子申請・

郵送申請の拡大を同時に

実施する業務改革であり、

窓口で処理すべき業務の

量及び質をあわせて改革

する取組のモデルとして

採択

鳥取県

鳥取市
193,064

窓口業務改革
・平成31年度からの総合窓口設置に向け、窓口事務処理の段階別

に業務分析、包括的アウトソーシングの導入可能性を検討（①

業務範囲のあり方及び一括業務委託の市場性、②適切な契約

期間のあり方、③総合窓口の本格稼働に向けた準備期間・導入

スケジュールのあり方、④段階的な業務内容の拡大のあり方、

⑤概算経費のあり方、⑥検認等担い手最適化のあり方、⑦想

定リスクと対応策など）

窓口事務処理の段階別

（フロント、ミドル、バック）

に業務分析及びアウト

ソーシング検討を実施す

る改革であり、窓口業務

の適正な民間委託が可

能な範囲の確定やその

効果の把握に資する取組

のモデルとして採択

鳥取県

北栄町
15,664

北栄町庶務業務包括委託導入検証事業
・総合窓口化に併せ、庁内全部署の庶務業務を集約化の上アウト

ソーシングを目指す。具体的には、給与計算、福利厚生、旅費計

算、文書保存、封入作業、イベント準備、各種データ入力、庁舎

管理庶務、各施設管理庶務（予約管理庶務、使用許可庶務）、郵

便差出庶務、ふるさと納税庶務、バス運行管理、各種外郭団体

事務局庶務等まで広範な事務を検討。

・別途、本庁舎の総合窓口化及び民間委託を実施し、当該委託先

に庶務業務も包括委託。

総合窓口業務と窓口業務

に含まれない定型的業務

の集約及びアウトソーシ

ングを一体的に実施する

改革であり、①窓口業務

の範囲確定の検討及び

②その他内部管理業務

の包括的委託の二点に

係る取組のモデルとして

採択

応募

団体名
人口

（H27.1.1現在）
取組内容の特徴 選定理由

愛媛県

西予市
41,119

西予市窓口改革モデル事業
・民間事業者、大学研究者らと連携し、BPRのみならず空間最適

化も考慮に入れ、以下を検討。

①総合窓口化に係る組織及び業務

②手続きのワンストップ化

③高度の審査を要する場合の予約制の導入

④単純手続の申請書電子的作成支援の導入

⑤支所・本庁連携オンライン窓口の導入

⑥マニュアルの作成と事務の標準化

⑦窓口業務の非常勤化又はアウトソーシング化

⑧オフィス改革による職員等の生産性等の向上

⑨マイナンバーカードの活用促進

総合窓口化と予約制窓

口、オンライン窓口、申

請書記載支援など複線

的な窓口業務改革であ

り、窓口事務のオープン

化や手続コストの最適化

に係る取組のモデルとし

て採択

大分県

別府市
121,100

誰もが快適で賑わいのある窓口業務改革
・窓口業務を駅近く、市内中心部の中心市街地、百貨店の空きフ

ロアに移転した上、段階的なアウトソーシングを実施（第１段

階：フロアマネジャー業務、第２段階：住民が行う書類作成補助

業務、第３段階：書類受付・内容審査業務）。

・外部資源を市外からではなく、市内の他業種事業者との連携に

より確保することを検証（受託可能性、サービス水準、教育訓

練、コスト比較等）

・タブレット端末を活用した申請サポートツールの用意

窓口全体の他業種事業

者の運営する建物への

移転及び同事業者との

連携による人材確保を

含めた改革であり、必要

な外部人材を域内民間

事業者との連携により域

内で確保することを検討

する取組のモデルとして

採択

沖縄県

南城市
42,178

南城市役所総合窓口設置プロジェクト
・新庁舎の移転（平成29年12月予定）に併せたインテリジェント型

（総合受付かつ総合処理ができる）総合窓口の設置をめざす。

・平成26年度から庁内検討を始め、利用頻度の高い窓口部署を

集約してきた実績を活用。

・併せて組織機構改革やアウトソーシングによる、市民サービス

向上と業務改革を推進。

島部の小規模団体にお

ける窓口業務改革であ

り、人員体制及び利用者

並びに外部資源の各事

項で限定された条件の

もとで窓口業務を改革す

る取組のモデルとして採

択

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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高山市 窓口業務改革事業

人口

／面積

本庁・支所等

窓口数
事業概要

91,571人
2,178㎢

１本庁

９支所

本庁及び９支所の窓口業務について、ＢＰＲの手法を
活用した窓口の業務分析を実施することにより、業務
の無駄や重複の排除、市の業務範疇の明確化を行い、
効率的・効果的な窓口業務のあり方の検討を進めます。

現行の窓口業務体制 目指すべき窓口業務体制

○本庁及び９支所の窓口業務について、ＢＰＲの手法を活用した窓口の業務分析を実施、業務の無駄や重複の排除、市の業務範疇の明
確化を行い、効率的・効果的な窓口業務のあり方の検討を進める。対象事務は、24の申請・届出受付等事務。
○アウトソーシングや窓口改修は費用対効果を踏まえて検討。アウトソーシングにより、現在、市の窓口業務で活用する臨時職員を当該
委託先の正規雇用へ転換することも視野。

事業計画

マップ画像

岐阜県

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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市民サービス業務プロセス
標準化・再構築事業

人口

／面積

本庁・支所等

窓口数
事業概要

1,550,831人
557㎢

１本庁
９区役所
１支所

２出張所 等

郵送・電子申請の拡大、当該申請の受理、内部処理
及び問合せ業務の一本化、及び「郵送・電子申請事
務センター」を設置して、統合した郵送・電子申請業務
を外部委託することを検討します。

○郵送・電子申請の拡大（対象事
務３８→さらに２４事務を検討）、
当該申請の受理、内部処理及び
問合せ業務の一本化、及び「郵
送・電子申請事務センター」を設
置して、統合した郵送・電子申請
業務を外部委託することを検討。
○既に準備を進めている総合（ワ
ンストップ）窓口についても、今回
の提案事業との相乗効果が期待
されるものであり、総合窓口の導
入プロセスと課題についても報告
し、他都市での導入の参考として
いただくことを視野。

事業計画

マップ画像

神戸市

兵庫県

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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窓口業務改革
（総合窓口化とアウトソーシングの一体的推進）

人口

／面積

本庁・支所等

窓口数
事業概要

193,064人
765㎢

１本庁
８総合支所

平成31年度からの総合窓口設置に向け、窓口事務処

理の段階別に業務分析、包括的アウトソーシングの導
入可能性を検討します。

○平成31年度からの総合窓口設置に向け、窓口事務処理の段階別（フロント、ミドル、バック）に業務分析、包括的アウトソーシングの導入
可能性を検討します。（①業務範囲のあり方及び一括業務委託の市場性、②適切な契約期間のあり方、③総合窓口の本格稼働に向けた
準備期間・導入スケジュールのあり方、④段階的な業務内容の拡大のあり方、⑤概算経費のあり方、⑥検認等担い手最適化のあり方、⑦
想定されるリスクと対応策など）

事業計画

マップ画像

鳥取市

本事業の実施フロー

（１）市民向け窓口サービス
業務の実態調査

（２）他自治体・事業者に
おける先進事例の調査 （３）法令上の業務切り分け

の調査

（４）アウトソーシング化の
導入可能性の検証

（５）アウトソーシング化の
効果等の検証

鳥取県

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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北栄町庶務業務包括委託
導入検証事業

人口

／面積

本庁・支所等

窓口数
事業概要

15,664人
57㎢

１本庁

１分庁
総合窓口化に併せ、庁内全部署の庶務業務を集約化
の上アウトソーシングを目指します。

○総合窓口化に併せ、庁内全部署の庶務業務を集約化の上アウトソーシングを目指す。具体的には、給与計算、福利厚生、旅費計算、文書保存、封
入作業、イベント準備、各種データ入力、庁舎管理庶務、各施設管理庶務（予約管理庶務、使用許可庶務）、郵便差出庶務、ふるさと納税庶務、バス
運行管理、各種外郭団体事務局庶務等まで広範な事務を検討対象とします。
○別途、本庁舎の総合窓口化及び民間委託を実施し、当該委託先に庶務業務も包括委託。

事業計画

マップ画像

北栄町

○現在、分庁舎で試行実施中の総合窓口業務委託

を本庁舎でも実施を行い、窓口に係る民間会社

の創意工夫、庁舎間窓口の連携及び民間会社と

職員間の連絡体制の強化を図る。

○庶務業務の集約化による職員の事務量縮減。

※業務フロー

本

庁

舎

【
委
託
】
総
合
窓
口

分
庁
舎

Ａ
課

Ｃ
課

Ｂ
課

Ｅ
課

窓口、給与計算、福利厚生、旅費計算、文書保存、バス

運行管理、公用車管理、電話交換、郵便差出庶務、ふる

さと納税庶務、交通災害共済事務、保険加入・請求事務

窓口、封入作業、データ入力作業、イベント準備、バス

運行管理、各種外郭団体事務局庶務

窓口、データ入力作業、封入作業、各施設管理庶務（予

約管理庶務、使用許可庶務）、各種外郭団体事務局庶務

郵便差出、各施設管理（予約管理、使用許可庶務）各種

外郭団体事務局庶務

Ｄ
課

窓口、庁舎管理、各施設管理（予約管理、使用許可庶務） 

取
組
前

給与計算、福利厚生、旅費計算、文書

保存、封入作業、イベント準備、各種

データ入力作業、庁舎管理庶務、各施

設管理庶務（予約管理庶務、使用許可

庶務）、郵便差出庶務、ふるさと納税

庶務、バス運行管理、各種外郭団体事

務局庶務等

【
委
託
】
総
合
窓
口

本
庁
舎

【
委
託
】
総
合
窓
口

分
庁
舎

取
組
後

Ａ
課

Ｂ
課

Ｃ
課

Ｄ
課

Ｅ
課

既
存
の
庁
内
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
情
報
共
有

庶務業務包括委託【委託】 

内部管理のアウトソーシ

ング

鳥取県

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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西予市 西予市窓口改革モデル事業

人口

／面積

本庁・支所等

窓口数
事業概要

41,119人
514㎢

１本庁
４支所

10出張所

民間事業者、大学研究者らと連携し、BPRのみならず

空間最適化も考慮に入れ、窓口の総合窓口化、ワンス
トップ、予約制窓口、申請書作成支援等を複線的に検
討します。

○民間事業者、大学研究者らと連携し、BPR
のみならず空間最適化も考慮に入れ、以下
を検討。
①窓口業務の一元化（総合窓口化）
に係る組織及び業務の検討

②手続きのワンストップ化（事務の内部
連携、マイナンバー活用）の検討

③高度の審査を要する事務の窓口対応
の予約制の導入の検討

④単純手続の申請書等の職員の聞取り
による電子的作成支援の導入の検討

⑤支所窓口と本庁との連携するオンライ
ン窓口の導入の検討

⑥マニュアルの作成と事務の標準化
⑦窓口業務の非常勤化及びマナー強化、
又はアウトソーシング化の検討等

⑧マイナンバーカードの活用促進

事業計画

マップ画像

市内４つの支所

市内24の公民館

市民からの手続き、相談、苦情を、
第一義的かつ総合的に受け付けら
れる組織（総合窓口）の検討。

総合窓口で受け付けた書面（電子
媒体等）の利用。マイナンバー
カードで利用できる手続きの検討。

窓口業務一元化（総合窓口）
の検討

総合窓口で処理することとなって
いない高度の審査を要する事務に
ついて予約制の導入を検討。

単純手続は職員の聞き取りにより
電子的に申請書を作成し、相手に
確認の上、処理する方法を検討。

単純手続の申請書作成支援

手続きワンストップ化の検討

高度の審査を要する事務の
窓口対応予約制の検討

支所の窓口にも総合窓口機能
に特化する部局を新設し、単
純手続以外の処理は本庁舎で
行う方式に切り替え、相談問
合せはオンライン会議を活用
することの検討。また、支所
の人員を本庁所属にさせつつ、
支所や公民館を本庁のサテラ
イトオフィスとして利用して
いくことも視野に検討。

支所や公民館と連携する
オンライン窓口の検討

窓口業務の非常勤化及びマナー強化
又はアウトソーシングの検討

事務マニュアルの作成、改善、修正
の職員研修を行い、マニュアル作成
に着手し、事務の標準化を行う。

マニュアルの作成と業務の標準化

○マイナンバーカードの利用促進、普及拡大のため
既存の手続きサービスについてカードの提示を必須
としたり、市民証にする方法を検討する。
○職員の働き甲斐、満足度向上にも努めるオフィス
改革を同時に実行中。

そ の 他 付 随 す る 事 業

愛媛県

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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住民

受付、入力 受付、入力

臨時個別個別

受付、入力

①住民は、まず総合受付ｶｳﾝﾀｰ
に行き、目的を伝え、サポートを
受けながら申請書等を記載し、ス
タッフから番号整理券を受け取る。

②申請サポートツールで簡単に
申請書を作成する。受付、入力

ワンストップ
窓口

記入台

③各窓口へ誘導され、個別
の相談やライフイベント等
に応じた手続きを済ませる。

なお、時期に応じて臨時特
設ブースも設置。

※バックヤードの電話専任
（≒コールセンター）が電話
による各種案内や相談対応を
行う。

目指すすがた
取組 期待効果 他自治体へ期待される展開

市民サービス向上 コスト効率性向上 副次的な効果

《BPR》
ワンストップ窓口

利便性向上（待ち時間やた
らい回しの解消、分かりや
すさ向上、キッズコーナー
等でのサポート強化など）

窓口集約効果による業務量
削減効果

モデルとしての横展開

《BPR》
アウトソーシング

おもてなし等の民間ノウハ
ウを活用した業務品質向上

弾力的人員配置による待ち
時間等の低減

サービス品質を維持したう
えでのコスト削減効果（担い
手の変更）の獲得

職員が他の地域課題や
サービス向上に注力可能

アウトソーシング検討事例
の提供、検討結果の展開

《BPR》
ＩＣＴ活用

利便性向上、窓口時間の短
縮化、来庁契機の縮減

職員育成コストの低減 ツールの横展開

《その他》
窓口サービスの拡大
※将来的な展開

住民が集まる接点ができる
ことで、更なるサービス拡充
施策の実施（アクティブな生
活情報提供、女性活躍支援、
サポート専用ブース等）

高齢化地域への横展開

《その他》

地域百貨店（トキハデパー
ト）への移転
※将来的な展開

現庁舎よりも交通利便性が
よい、来庁と同時に生活品
の購入等も可能

待ち時間を他（購買等）にあ
てることができる

－ 駅前の百貨店での賑わい
創出による地方創生の加速

地方創生と行政改革の相
乗効果事例としての横展開

本取組による期待効果（将来的な実施事項も含む）

誰もが快適で賑わいのある
窓口業務改革

人口

／面積

本庁・支所等

窓口数
事業概要

121,100人
125㎢

１本庁

３出張所

窓口業務を駅近く、市内中心部の中心市街地、百貨店
の空きフロアに移転した上、総合窓口化や段階的にア
ウトソーシングを実施することを検討します。

○窓口業務を駅近く、市内中心部の中心市街地、百貨店の空きフロアに移転した上、総合窓口化や段階的にアウトソーシングを実施することを検討
（第１段階：フロアマネジャー業務、第２段階：住民が行う書類作成補助業務、第３段階：書類受付・内容審査業務）。
○外部資源を市外からではなく、市内の他業種事業者との連携により確保することを検証（受託可能性、サービス水準、教育訓練、コスト比較等）
○タブレット端末を活用した申請サポートツールの用意

事業計画

マップ画像

別府市

大分県

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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【提案事業で検討する業務見直し後の総合窓口実現イメージ】

新庁舎での住民動線のイメージ図

市民の転入・転出・出生・死亡・婚姻・離婚などの届出関連手続きが多いことから、市民課の届出を軸（入口）
とし、それに関連した業務（ライフイベント業務）を総合窓口化し、市民に浸透しやすく利便性の向上に繋がる
業務の内容、フローの見直し、対象手続きの決定及び窓口の設置方式を、本提案事業で具体化する。

来庁者

 本市は自動交付機の利用
率も高く庁外での利便性
向上を含め窓口業務改善
案を検討する。新庁舎で
は、コンビニ交付を実施
予定。

例２）個人番号カード
活用（コンビニ交付）

例１）マイナポータル
等での情報提供、勧奨、
受付

※印鑑証明書で約７５％、
住民票写しで約４５％を
自動交付機で発行。

南城市役所総合窓口
設置プロジェクト

人口

／面積

本庁・支所等

窓口数
事業概要

42,178人
50㎢

１本庁
１分庁

２出張所

新庁舎の移転（平成29年12月予定）に併せたインテリ
ジェント型（総合受付かつ総合処理ができる）総合窓口
の設置を目指します。

○新庁舎の移転（平成29年12月予定）
に併せたインテリジェント型（総合受付
かつ総合処理ができる）総合窓口の設
置をめざす。
○平成26年度から庁内検討を始め、利
用頻度の高い窓口部署を集約してきた
実績を活用。
○あわせて組織機構改革やアウトソー
シングによる、市民サービス向上と業
務改革を推進。

事業計画

マップ画像

南城市

沖縄県
（沖縄本島周辺）

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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コミュニティバス利用者推移

小児救急センター体制図

人
材
バ
ン
ク

医師

医師

小児科医師

小
児
救
急
セ
ン
タ
ー

（休
日
夜
間
の
診
療
）

報酬

中
津
市
民
病
院

中津市医師会

奨励金

大学病院

圏域小児
医療機関

定住自立圏形成自治体

補助

24万人医療圏を支えていくため、新たに小児

救急センターを整備

福岡県・大分県

取組分野

医療 ○ 環境 地産地消
福祉 ○ 地域公共交通 ○ 交流移住 ○

教育 ICTインフラ
合同研修・
人事交流等

○

産業振興 ○ 交通インフラ ○ その他 ○

九州周防灘地域定住自立圏
平成21年３月 中津市が中心市宣言
平成21年11月 定住自立圏形成協定締結
平成22年３月 定住自立圏共生ビジョン締結

圏域面積 1,429.9k㎡
（中心市面積） (491.2k㎡)

主な取組事業

・圏域内自治体・医師による小児救急医療体制確保

・中小企業勤労者福祉サービスセンターの共同運用

・コミュニティバスの運行

・空き家情報の共同発信

・圏域自治体職員の合同研修

中津市民病院２４万人医療圏域

京築保健医療圏

北部保健医療圏

コミュニティバス豊前中津線運行事業
○ 通勤需要等を踏まえ市役所から市民病院への県境を越え

たコミュニティバス路線を新設し、圏域住民の利便性を向上

特徴的な取組

※平成２２年国勢調査

医療、地域公共交通

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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平成21年３月 飯田市が中心市宣言
平成21年７月 定住自立圏形成協定締結
平成21年12月 定住自立圏共生ビジョン締結

※平成２２年国勢調査

南信州定住自立圏

取組分野

医療 ○ 環境 ○ 地産地消
福祉 ○ 地域公共交通 ○ 交流移住 ○

教育 ○ ICTインフラ ○
合同研修・
人事交流等

○

産業振興 ○ 交通インフラ その他 ○

圏域面積 1,929.2k㎡
（中心市面積） (658.7k㎡)

南信州・飯田産業センターの運営
○ 若者が帰ってこられる「産業づくり」のため、南信州・飯田産業センターを「ものづくりの拠点」に位置付け、施設及び人材の
充実を図り、圏域内の企業に対し人材育成、新事業展開、新規創業等への支援を実施。

※Ｈ24より組織改編し、拡充

特徴的な取組 産業振興

主な取組事業

・病児・病後児保育事業（圏域住民による共同利用）

・南信州・飯田産業センターの運営

・図書館ネットワークシステムの構築

・地域コミュニティ活動紹介サイトの運営

・戸籍システム機器の共同利用

・圏域自治体職員の合同研修

平成28年7月26日
第11回地方行財政WG
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