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資料１



１ 再配置に取り組む契機

○14市町村による合併（平成17年1月1日）

課題 ・あらゆる用途の施設がフルセットで整備
・施設の老朽化が進行
・利用者数が減少
※一人当たり面積が特例市の中で最大

～新市建設計画～

施設の設置目的を踏まえ、地域の特性や地域間バランス、
さらには財政状況等を考慮するとともに、既存の施設の有
効活用・相互利用を総合的に勘案し、適正な配置による整
備を進める。
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２ これまでの取組

当市では、新市建設計画に基づき公共施設の再配置
の取組を継続的に進めてきた。

第１弾 公の施設の統廃合計画（平成20～23年度）

第２弾 公の施設の再配置計画（平成24～26年度）

第３弾 〃 （平成27～30年度）
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２ これまでの取組

第１弾 公の施設の統廃合計画（H20～23／対象998施設）
○評価基準・手順

STEP１ 施設区分

■付加的サービス

・生活や余暇の快適性向上

・特定の市民のみ必要 等

⇒統廃合の検討対象

■基礎的サービス

・設置義務あり

・日常生活に最低限必要 等

⇒当面現状維持

STEP２ 評価基準

■コスト：年間維持管理費の一般財源投入額

①利用者一人当たり2,000円以上

②1,000万円以上

■利用状況：年間利用者数

③500人以下

■安全・安心：耐震強度

④耐震基準を満たしていない

■老朽化度：耐用年限経過年数

⑤10年以上

⇒一つでも該当すれば統廃合の検討対象

⇒個別に統廃合の可否を判断
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２ これまでの取組

○取組手法

・第１次…基準に該当する施設を統廃合

・第２次…「当面現状維持」、「条件非該当」、
個別検討により「継続検討」とした
施設について、継続的な見直しを行い
統廃合可能と判断した施設を統廃合
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２ これまでの取組

第２弾 公の施設の再配置計画（H24～H26／対象991施設）

○施設カテゴリーの設定 ⇒ 体育館、地区集会施設など65カテゴリー
○評価基準 ⇒ 点数化し、順位付け

※カテゴリーによっては配点を2倍にする評価基準等を設定

評価基準 配点 考え方

老朽化度 10 建設からの経過年数

耐震強度 10 耐震基準の適否

利用実績 10 H20～22年度3か年平均の利用者数

利用動向 10 H20～22年度3か年の利用者数の推移

隣接状況 10 同一カテゴリー施設の隣接状況

代替性 10 他カテゴリー施設の機能代替

公費負担 10
H20～22年度3か年平均の
使用料等収入÷維持管理経費の割合

収支 10 H20～22年度3か年平均の利用者一人当たりの公費負担額

修繕費等 10 H26年度までの大規模修繕等によるコスト増加要因

6



２ これまでの取組

○取組手法
・各カテゴリーで評価が下位となる施設を廃止

・民間の管理運営により、サービス向上や効率化が
図られるカテゴリーの施設を譲渡
例）デイサービスセンター

地区集会施設 など
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２ これまでの取組

第３弾 公の施設の再配置計画（H27～H30／対象819施設）

平成27年度計画においては、上記課題を踏まえつつ、地域の実情や機能の
確保の在り方等を勘案し、方針を定めた。

○平成23年度計画の課題
・地域住民等の理解を得やすい施設を主体に進めてきたため、

今後の再配置を検討する上で比較的課題の多い施設が残った。

・評価基準により点数化を行ったが、各カテゴリーの対応方針や
再配置に至るまでのスケジュールを示していなかった。
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２ これまでの取組

○評価基準・手順

STEP１ 用途・施設カテゴリーに応じた検討区分の設定

・類似の機能を有する複数の施設カテゴリーで検討
・単一の施設カテゴリーで検討
・個々の施設単位で代替機能や実態等を見極めて検討

STEP２ 具体的な検討を行う施設カテゴリーの設定

・再配置計画で検討
・カテゴリーごとに計画を定めて検討
・カテゴリー内の評価が難しいこと等により、個別に検討

STEP３ 公共関与の必要性の検証

・必需性・必要性の観点から各施設カテゴリーを検証
⇒6つのチェック項目
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２ これまでの取組

STEP４ 配置バランスの検討

・施設の用途や機能、利用圏域等を踏まえ、各施設を区分
⇒広域拠点施設、市域拠点施設、ブロック圏拠点施設、生活圏拠点施設、
コミュニティ圏拠点施設の5つに区分し、将来の配置数（目安）を表示

STEP５ 施設の評価

・カテゴリー内、または類似する施設をカテゴリーの区分を超えてグループ化し、各施設
の老朽化度や利用実態などの観点から評価
⇒利用状況、代替性、老朽化度、収支の状況を点数化 ※詳細は次ページ

STEP６ 対応方向等の取りまとめ

・カテゴリーごとの対応方向を整理し、施設ごとの取組内容を取りまとめ
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２ これまでの取組

○評価基準 ⇒ 点数化し、順位付け

※標準パターン。カテゴリーによっては、設備の充実度や開催可能な大会
の規模などの独自項目を設定し評価

評価基準 配点 考え方

老朽化度 20 経過年数により施設数で段階分け（年数が長いほど低い点数）

耐震強度 10 耐震基準の適否

利用実績 20 H23～25年度3か年平均の利用者数を施設数で段階分け

利用動向 10
H23・24年度の2か年平均の利用者数に対するH25年度利用者
数の増減率を施設数で段階分け

代替施設 10 同一地区内または5㎞圏内の民間施設の有無

施設収支 20
H22～24年度3か年平均の施設に係る収入額÷支出額の割合
を施設数で段階分け（割合が低いほど低い点数）

公費負担 20
H22～24年度3か年平均の利用者一人当たりの施設に係る支
出額を施設数で段階分け（公費負担が大きいほど低い点数）
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２ これまでの取組

○基礎データの見える化

総額（千円）
市民一人当

たり（円）

利用者一人

当たり（円）

1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

利用者数
（H23-H25の

3か年平均）

公費負担額（H22-H24の3か年平均）

管理形態№ 施設名 所在区 設置年 経過年数 面積（㎡）

項 目 説 明

① 施設名 条例上の名称

② 所在区 地域自治区名

③ 設置年
施設本体の供用開始年
設置年と建設時期が異なる場合は、施設が建設された年（暦年）を括弧内に記載

④ 経過年数 H26年1月時点における設置年からの経過年数を記載

⑤ 面積（㎡） 構造物の床面積を小数点第1位まで表示

⑥ 利用者数 H23～25年度における利用者数の3か年平均値を記載

公費負担額

⑦総額（千円） H22～24年度における公費負担額の3か年平均値を記載
※大規模修繕費、耐震関係費（耐震診断、補強設計、補強工事費等）及び用地取得費は除く

⑧市民一人当たり（円） ⑦をH24年度末人口（202,312人）で除した金額

⑨利用者一人当たり（円） ⑦を利用者数（H22～24年度の3か年平均）で除した金額

⑩ 管理形態 指定管理、直営[業務委託]、直営[職員配置]、直営のいずれか
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２ これまでの取組

○今後の予定等の見える化

説明 H27 H28 H29 H30

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

特記事項等

計画期間中のスケジュール

施設名 所在区
評価の
順位

今後の取組方向

項 目 説 明

①施設名 条例上の名称

②所在区 地域自治区名

③評価の順位 施設の評価による順位

④今後の取組方向 当該施設の今後の取組方向を簡潔に記載

⑤説明
今後の取組方向に関し、主に「継続」以外とした場合、その理由を記載
例：施設の利用実態、また耐震機能が不足し、施設の改修に多額のコストを要する
ことを踏まえ、廃止する。

⑥スケジュール 年度別の取組内容（継続や廃止等の別、廃止の場合はその年度等を明示）

⑦特記事項等
当該施設の再配置等に当たり、特に留意すべき事項、配慮すべき事項等がある場合に記載
例：施設の老朽化により使用が困難となった時点で廃止。

施設の在り方については、○○事業とあわせて判断する。
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２ これまでの取組

○取組手法
・各カテゴリーで評価が下位となる施設を廃止
・民間の管理運営により、サービス向上や効率化が

図られるカテゴリーの施設を譲渡
例）地区集会施設 など

○取組の推進
・地域住民や利用団体との協議に際し、客観的な

データとして活用しているが…

14



３ 取組の成果

○施設数の推移
合併時：998施設 ⇒ H29.4現在：749施設（△249）

区分
第1弾 第2弾 第3弾

計
～H23 H24 H25 H26 H27 H28

廃 止 4 49 12 109 33 17 224

一部廃止 1 4 2 0 2 0 9

計① 5 53 14 109 35 17 233

別途検討
で廃止②

2 10 0 15 19 7 53

合計
①+②

7 63 14 124 54 24 286

※新規等 37

譲渡 ・地区集会施設等 112

集約化
・小学校 3⇒1
・保育園 2⇒1（民間）
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４ まとめ

○取組を進める上でのポイント

○各種データや検討手法等の「見える化」
・類似団体との比較
・将来の財政負担を見通した計画の策定
・利用実態や維持管理・運営費用
・再配置等の取組スケジュール

◎関係者との将来を見据えた議論と理解の共有化
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ご清聴ありがとうございました。
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