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３. 基本方針 

（1） 基本理念（コンセプト） 

東村山市では、高度経済成長期の急激な人口の増加や社会環境の変化に対応するため、昭和

40 年代から 50 年代を中心に多くの公共施設を整備してきました。今後、これらの公共施設の

老朽化が一斉に進み、建物の大規模修繕や建替えが集中的に発生します。現状の公共施設を全

て維持し続けるためには多額の費用が必要となり、相当額の財源が不足することが見込まれて

います。 

また、人口減少や少子高齢化、市民ニーズの多様化などにより、公共施設に求められる役割

も大きく変化してきています。公共施設のあり方を改めて見直さなければならない時期を迎え

ています。 

このような「公共施設の更新問題」に対して何の対策も取らずに放置すると、老朽化した建

物はその機能を失い、公共サービスも提供することができなくなります。最悪の場合、天井の

落下や建物の倒壊など、人命にかかわる事故が起こる可能性もあります。 

だからといって、建物の大規模修繕や建替えに不足する費用を、身の丈を超えた無理な借金

で賄い、今ある公共施設の全てを今まで通りに維持しようとすると、借金返済の負担が重くの

しかかり、私たちの子どもや孫たちの世代に大きな「ツケ」を残すことになってしまいます。 

そのため、本市は、 

「将来世代にツケを回さず、時代の変化に対応した安全・安心な施設に再生し引き継ぐ」 

を公共施設再生計画の基本理念（コンセプト）として掲げ、あらゆる知恵を絞って問題の解

決に取り組むこととします。 

 

（2） 基本方針 

基本理念の実現のために、以下の四つの基本方針を掲げ、公共施設の再生に向けた取り組み

を進めていくこととします。 

 

 

 基本方針１  サービス（機能）を維持しながらハコ（建物）に依存しない公共施設に再編する 

 

 基本方針２  公共施設を最大限に活用するため、効率的・効果的な管理運営を実施する 

 

 基本方針３  計画的な保全により、公共施設の安全・安心を確保する 

 

 基本方針４  タテ割りを超え、全庁的な公共施設マネジメントを実施する 
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基本方針１ サービス（機能）を維持しながらハコ（建物）に依存しない公共施設に再編する 

公共施設は「ハコモノ」と言われますが、必ずしも「ハコ（建物）」がなくてはサービスがで

きないわけではありません。「ハコ＝サービス（機能）」という今までの考え方から、「ハコ」

に依存せずに機能を重視した考え方に発想を転換し、「ハコ」を持たずにサービスをいかに行っ

ていくか、残していく「ハコ」をいかに活用していくかを検討していく必要があります。 

今後は、必要な機能を見極めた上で、複合化や多機能化、統廃合等を柔軟に行うことで、財政

制約を踏まえた適正な施設保有量を維持しつつ、市民のニーズや社会環境の変化に対応した公共

施設に再編します。なお、再編にあたっては、コスト削減の観点だけではなく、サービスの質や

利便性の向上などにより公共施設の価値を高めるという観点も重視します。 

＜取り組み方策＞ 

①サービスの適正化の検討 

市民意見や利用実態を踏まえ、行政サービスとしての必要性、サービス提供能力と利用状況の

バランスの適正化を検討します。 

ⅰ）法令上の義務、行政関与の必要性、設置目的の達成状況等、行政サービスとしての必要性

を見直す 

ⅱ）市民ニーズや利用実態を把握し、サービス提供能力と利用状況のバランスを適正な状態に

するために必要な公共サービスを検討する 

②複合化・多機能化の検討 

施設整備に関する法令や基準等を踏まえ、建築的な視点での工夫や利用実態を考慮した施設の

複合化や多機能化を検討します。 

ⅰ）サービスに必要な機能や施設の特徴を考慮し、既存建物の利用可能性や集約化及び統廃合

の可能性を検討する 

ⅱ）施設の利用実態や運営方法を踏まえ、複合化や多機能化の可能性を検討する 

③再編・再配置の検討 

サービスの適正化や施設の複合化・多機能化の検討結果等を踏まえ、大規模修繕や建替えに合

わせて、実行可能な再編・再配置を検討します。 

ⅰ）老朽化状況を踏まえ、大規模修繕や建替えを考慮した再編・再配置を検討する 

ⅱ）従来の施設の利用圏域や地域ごとの施設のあり方を見直す 

④適正な施設保有量の精査 

サービスの適正化や施設の老朽化状況等を踏まえ、適正な施設保有量を精査するとともに、見

直しが必要な施設を明確化します。 

ⅰ）財政制約を踏まえた適正な施設数量を精査する 

ⅱ）サービス適正化の検討結果とともに、既存の施設整備計画や政策等を含め、見直しが必要

な施設を明確化する 
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（参考１）集約化・統廃合のイメージ 

集約化 ：分散配置された施設を、既存又は特定の土地・建物に集中的に配置させること

（土地・建物の保有量は減るが、公共サービスは場所が移って維持される）。 

統廃合 ：市内に複数ある同種の公共サービスを提供する施設について、その公共サービ

スの利用が減少している場合、既存の土地・建物に統合し、余分となった公共

サービスを廃止すること（土地・建物の保有量は減り、公共サービスを提供す

る場所も少なくなる）。 
 

 
 

 

（参考２）複合化・多機能化のイメージ 

複合化 ：一つの土地や建物に複数の施設を集めること。同一の土地・建物内に複数の施

設が併設し、基本的に居室は施設単位で分かれる。 

多機能化：一つの施設に複数の機能を持たせること。同一の土地・建物内に複数の施設が

入居し、同一の居室を複数の施設で使用する。 
 

 
 

 

 

 

【集約化】 【統廃合】 

市内に複数ある同種の公共サービス 

土地・建物の保有量は減り、公共サービスを

提供する場所も少なくなる 
土地・建物の保有量は減るが、公共サービス

は場所が移って維持される 

施設 A 
施設 B 

施設 C 

施設 D 

複合化・多機能化施設 

A B 

C D 

施設 X① 

施設 X② 

施設 Y① 

施設 Y② 

施設 X① 

施設 Y② 

余った土地や建物は、

民間等に売却し、公共

施設再生への財源確保

に充てる 

共用部分 

A 施設 B 施設 

A 施設 

又は 

B 施設 

A 施設 

又は 

B 施設 

※居室は時間帯や使用目的など

場面に応じて使い分け 

【複合化】 【多機能化】 

平面 

共用 

A 施設 

B 施設 

立面 A 施設又は B 施設 

A 施設又は B 施設 

共用 

A 施設 
共用 

共用 

A 施設又は B 施設 

共用部分 
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（参考３）複合化・多機能化によるメリット 

 

 
 

出典：内閣府ホームページ 

①機能が類似した施設の複合化を通じた相乗効果 
 

機能が類似した施設の複合化を図ることにより、相

乗効果を通じて立地条件の向上や利用率の向上が期

待できるようなケース。 

生涯学習施設 

（公民館等） 

コミュニティ施設 

（集会施設等） 
一体的利用 

相乗効果 

相互補完 

最近では、小中一貫教育として小・中学校の複合化

のほか、幼稚園と保育園の幼保一体教育の推進も進

められています（本市保有施設に幼稚園はありませ

ん）。 

②共同化を通じたコスト削減 
 

施設の共同利用や維持管理サービスの一体的実施等に

より、施設の運営コストの削減が期待できるケース。 

施設 B 

施設 A 

施設を複合化することによって、建物の維持管理費削減

や、エレベーターや駐車場等の共同化による施設保有量

（面積）の削減につながります。 

共 用 部 分 （ 玄 関

ホール、エレベー

ター、駐車場等）

の共同利用 

①公共施設利用者による民間施設の利用増進 
 

施設利用者が、民間施設も合わせて利用する需要を

見込むことにより、民間施設の安定的需要が期待で

きるようなケース。公共施設の利便性の向上も期待

できる。 

民間施設 
（飲食店、ｽｰﾊﾟｰ、高齢

者・子育て支援施設等） 

公共施設 

（庁舎、市営住宅等） 

利便性 

向上 

公共施設利用者

が、民間施設も

合わせて利用 

例えば、庁舎と飲食店の組合せでは、庁舎職員や外

来者による飲食・物販施設の利用による需要が確保

され、市営住宅と民間施設の場合は、居住者の利便

性向上と、民間施設の安定的需要が確保されます。 

②公有地の貸付対価の減免 
 

公有地の貸付に関する規定等に基づき、対価を減免

して公有地を民間事業者に貸し付けるケース。 

民間施設 

公共施設 

地代の減免 

＜市民や民間側から見た利便性向上のメリット＞ 

平成 18 年度の地方自治法の改正によって、公共施設等

の行政財産は、公益上または管理上特に必要と市長が認

める場合、一定の要件を充足する民間事業者への貸付が

可能となりました。 

これに伴い、民間事業者は、公有地の貸付に関する規定

等に基づく地代の減免率によって設定された比較的安価

な賃借料を支払うことで、公共施設の一部を借りること

ができる場合があります。 

＜行政側から見た公共施設の利用向上やコスト縮減のメリット＞ 
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【他自治体の事例】 

○余裕教室の有効活用（文部科学省及び厚生労働省） 

 

学校施設の複合化や多機能化の事例として、余裕教室を保育園、児童クラブ･育成室、高齢者支

援施設、地域交流施設、文化施設として利用している事例は多数あります。また、保育園、児童

クラブ･育成室、高齢者支援施設と複合する場合は、文部科学省や厚生労働省からの補助金の対象

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

出典：文部科学省ホームページ 

 

 

○官公庁・自治体間の広域連携による庁舎整備（九段第 3合同庁舎・千代田区役所本庁舎） 

 

九段第 3 合同庁舎・千代田区役所本庁舎は、国の機関の事務所と千代田区の庁舎が複合施設と

して一体となった広域連携による複合化の事例です。隣接する既存庁舎敷地の未利用容積を最大

限活用することにより、約 5 万 5,000 ㎡の複合施設を新規に整備することが可能となりました。

また、維持管理・運営面においても、施設の共同利用や維持管理サービスの一体的実施等により

運営コストが削減されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：千代田区ホームページ 

千代田区 
庁舎の建替え検討 

・ 区庁舎の老朽化 

・ 民間ビルの賃借 

・ 行政機能の分散 

小学校内の余裕教室を活用して、社会福祉法

人を設立し、就学前児童を保育している。 

＜保育所としての活用事例＞ 
神奈川県横浜市 ＳＵＮはるかぜ保育園 

（野庭すずかけ小学校内） 

町内の小学校3年生までの対象児童が授業終

了後、指導員のもとで、仕事を終えた保護者

が帰宅するまでの時間を過ごしている。 

＜放課後子ども教室としての活用事例＞ 
徳島県つるぎ町 貞光げんきっこクラブ 

（貞光小学校内） 
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基本方針２ 公共施設を最大限に活用するため、効率的・効果的な管理運営を実施する 

本市には延床面積の合計で約 25 万 3,000 ㎡の公共施設（ハコモノ）があり、その運営や維持管

理にかかる費用は年間約 90 億円で、毎年多額のコストがかかっています。 

施設の中には利用率が低い施設や維持管理コストが高い施設もあり、資産である公共施設を十

分に活用しきれていない状況にあります。 

今後は、コスト縮減や財源の確保、また、サービスの質の向上につながるあらゆる手法を検討

し、効率的・効果的な管理運営を実施していきます。 

＜取り組み方策＞ 

①利用促進の検討 

各施設における提供サービスや利用実態、対象圏域の特性等を踏まえ、施設利用方法の周知、

広報活動や周辺自治体との連携強化など、市民ニーズに合った利用促進施策を検討します。 

ⅰ）利用実態を詳細に把握する 

ⅱ）利用促進施策を検討する 

②管理運営の効率化の検討 

施設全体としての維持管理費やサービスの提供にかかる事業運営費について、管理運営の方法

を見直し、無駄のない効率的な事業実施手法を検討します。また、施設の省エネルギー化や IT 化

への取り組みも含めたコストの縮減を効果的に進める手法を検討します。 

ⅰ）光熱水費、日常的な建物管理や清掃等、施設の維持管理手法を見直す 

ⅱ）行政サービスにかかる事務作業や施設の運営方法を見直す 

ⅲ）管理運営の効率化やコスト縮減方策を検討する 

③外部委託等の検討 

指定管理者制度の適用やボランティア等による公共施設の管理運営を含め、事業手法を改善す

る施策について検討します。 

ⅰ）維持管理や事業運営における外部委託等の可能性を検討する 

ⅱ）外部に委託する場合の委託内容や業務発注方法を検討する 

④新たな事業手法等の検討 

公共サービスの事業運営手法や施設整備について、PFI／PPP など民間等を活用した事業手法

を導入する可能性について検討します。 

ⅰ）近隣の民間施設や他自治体等の公共施設の配置状況や市場性を踏まえ、民間活用や広域的

な施設利用連携等の可能性を検討する 

ⅱ）民間等からの事業手法の提案を受け入れる体制や仕組みを検討する 

ⅲ）PFI／PPPなど民間を活用した事業手法を検討する 

⑤新たな財源確保・資金調達の仕組みの検討 

税収や市債発行に頼らずに公共施設にかけられるお金を増やしていくという視点で、新たな財
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源確保（ネーミングライツの売却、広告スペースの販売など）や資金調達（資産の証券化、ファ

ンドの活用、目的債の発行など）の仕組みについて検討します。 

⑥受益者負担と税による負担の適正化の検討 

施設利用料金の見直しについては、受益者負担の原則という視点から適正化が求められ、既に、

委員会を設置して適正化に向けた検討を行っていますが、今後も引き続き、社会経済情勢の変化

を捉えて、適宜、利用の実態等に照らして現状の料金等による利用者負担のあり方を検証し、必

要に応じて見直しを図ります。 

ⅰ）利用者負担のあり方を検証する 

ⅱ）施設利用料金を見直す 

⑦低未利用建物・土地の活用の検討 

市による有効活用が図られていない建物・土地については、まず行政需要による活用方法がな

いか検討し、利活用が難しい場合は、地域住民や民間企業等による活用方法の可能性を調査した

上で、民間への賃貸や売却等を実施します。 

ⅰ）低未利用建物・土地の有効活用について行政需要を検討する 

ⅱ）遊休資産となった場合の民間活用方法（賃貸、売却等）を検討する 
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（参考１）PFI（Private Finance Initiative） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行

う手法のことです。 

例えば、これまでの手法では、公共施設を建設する際には、企画・計画と資金調達を公共

（市）が行い、設計、建設、維持管理などの各段階に応じて、民間事業者へ発注して公共サー

ビスを提供していましたが、PFI 事業の場合は、企画・計画のみ公共側が行い、それ以外の部

分については、資金調達を含めて、民間事業者に任せることで、低廉かつ良質な公共サービス

の提供を目指す手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：内閣府ホームページ 

＜メリット＞ 

� 建物の設計・建設・維持管理について、全て市が責任を持つため市民

に安心感がある 

� 市が行う資金調達は、低利で調達できる可能性が高い 
 
＜デメリット＞ 

� 責任は全て市にあるため負担が大きく、工事実施に合わせて、巨額の

資金調達が必要になる 

＜メリット＞ 

� 行政側は、財政支出削減やリスクを民間へ移転することが可能とな

り、低廉かつ良質な公共サービスを提供できる可能性がある 

� 民間側は、新たな投資機会・事業機会を創出することで経済が活性化

し、公共サービスの安定した収入を得られる 
 
＜デメリット＞ 

� 準備に時間がかかり手続きが煩雑で、PFI にかなう公共事業が多いと

は限らない 

� 経験と実績が必要で対応できる企業が限定される、リスクを負担でき

る企業が限られる、投資回収期間が一般的に長いなどの課題がある 
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（参考２）PPP（Public Private Partnership） 

行政と民間事業者が協働で公共サービスの向上や事業効率のアップ、地域経済の活性化など

に取り組むことです。 

具体的には、PFI 事業をはじめ、指定管理者制度、公設民営、包括的民間委託、業務のアウ

トソーシング（外部委託）、ネーミングライツ、定期借地活用など、民間の知恵やアイデア、

資金や技術等のノウハウを取り入れる様々な手法があります。 

 

（参考３）ネーミングライツ 

地方自治体（市）と民間団体等との契約により、公共施設等に愛称等を付与させる代わりに、

当該団体からその対価を得る制度です。対価の一定割合を公共施設の整備等に充てることで、

より良い公共施設づくりに参加・貢献することが可能となります。 

 

（参考４）目的債（レベニュー債） 

レベニュー債は、「事業目的別歳入債券」とも呼ばれ、国や地方自治体などの資金調達方法

の一つで、事業の目的別に発行される債券のことをいい、公共投資に民間資金を活用し、自治

体等の財政負担を軽くするといった利点があります。また、事業の成否が元利償還に大きく影

響するため、投資家の厳しいチェックを受けることになり、採算性のない事業が抑止される効

果が期待できます。さらに、資金使途が安定した一定の需要が見込める公共施設等（インフラ

設備等）においては、長期的な資金を安定的に調達することができます。 
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【他自治体の事例】 

○民間活用による複合施設運営（せんだいメディアテーク） 

 

せんだいメディアテークは、新市民ギャラリー・図書館・映像メディアセンター・視聴覚障害

者のための情報提供施設の機能を合わせ持つ芸術文化施設と

して、2001 年にオープンした複合施設です。美術や映像文化

の活動拠点であると同時に、全ての人々が様々なメディアを

通じて自由に情報のやりとりを行い、使いこなせるよう支援

するための公共施設となっており、様々なイベントを通じて、

多くの市民が集い交流の場が形成されています。 

施設の管理運営は、仙台市（教育委員会生涯学習課所管）

から指定管理者の指定を受け、公益財団法人仙台市市民文化

事業団が行っています。 

出典：仙台市ホームページ 

 

○民間活用による新たな事業手法（茅ヶ崎市複合化施設整備事業） 

 

民間を活用し、土地・建物を市が保有せずに公共施設を運営する新しい取り組みで、民間所有

地に定期借地権を設定し、市が借地後、民間事業者に転貸した後、民間事業者が公共施設及び民

間施設等を設計、建設、維持管理、運営を行い、各施設を所有しています。公共施設部分のみ市

が賃借しており、維持管理費相当分を賃借料として民間事業者に支払っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：茅ヶ崎市ホームページ 

＜公共施設＞ 

行政窓口センター、保育園、図書室、 

地域包括支援センター、福祉相談室、 

ボランティアセンター、多目的スペース 

 

＜民間等施設＞ 

郵便局、医院、薬局、訪問介護、 

カフェ、コンビニエンスストア 

 

ＵＲ都市機構の所有地に定期借地権を設定し、市が借地後、民間事業者に転貸し、
民間事業者が公共施設及び民間施設、その他施設を設計、建設、維持管理、運営。
各施設は民間事業者が所有し、市は、当該施設のうち公共施設部分を賃借。
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○ネーミングライツの導入（新横浜駅北口公衆トイレ） 

 

横浜市内の中小企業による応募事例で、ネーミングライツの対価を金銭でなく、物品・役務の

提供（トイレの衛生設備や維持管理等に要する費用）として設定する初の事例です。地元企業が、

ネーミングライツを通じて、自社事業と関連する公共施設の維持管理を応援する地域貢献型のネ

ーミングライツとなっています。 

 

    
導入前                    導入後 

出典：横浜市資源局ホームページ 

 

○低未利用建物・土地の活用によるサービス向上（秦野市） 

 

秦野市では、公共施設再配置計画に基づき、庁舎敷地へのコンビニエンスストア誘致、保健福

祉センターの余剰スペースへの郵便局誘致など低未利用建物・土地の活用を行っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：秦野市ホームページ 

◇ 保健福祉センターの余剰スペースに郵便局を誘致し証明書交付等を委託 

◇ 庁舎敷地の余剰駐車場にコンビニを誘致し、24時間対応で証明書交付や市刊行物の販売等を委託 

＜事業の効果＞ 

・建設にあたり、税は投入してい

ない（事業用定期借地で出店者

が建設） 

・土地賃貸料収入は、老朽化して

いる庁舎の維持補修に充当 

・市刊行物の販売 

・図書館貸出本の返却受付 

・市文化会館公演チケットの販売 

・住民票の受け渡し 
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基本方針３ 計画的な保全により、公共施設の安全・安心を確保する 

市の所有する公共施設（ハコモノ）は 6 割以上が建設後 30 年以上経過し、老朽化が進んでいる

なか、建物の耐震化についても喫緊の課題となっており、施設の安全性と機能性の確保に向けた

必要な保全を講じることが求められます。 

また、近い将来、老朽化による建替えが本格化する時期を迎えることになりますが、建物の安

全性を確保するためには、それまでの期間についても多額の修繕費が必要になります。 

このようなことを踏まえ、今後は、効果的な維持管理手法による建物の長期保全を図り、予算

の平準化に努めていきます。 

＜取り組み方策＞ 

①既存建物の耐震性・機能性の検証 

耐震化が済んでいない建物やバリアフリー化等に対応できていない建物について、改修・建替

えの必要性が高い建物を把握し、対策を実施します。 

ⅰ）耐震化対策を検討・実施する 

ⅱ）機能向上に向けた対策を検討・実施する 

②施設全体として効果的な維持管理を行う手法の検討 

点検等による不具合発見や適切な対策手法の検討・選定の仕組みづくりや、ガイドライン等に

よる技術基準の明確化など、市が保有する施設全体について効果的な維持管理を行う手法や、建

物のライフサイクルコスト低減の観点から長寿命化を図る取り組みについて検討します。 

ⅰ）全庁的な点検手法（ガイドライン等による技術基準の明確化）を確立する 

ⅱ）長寿命化対策を検討する 

③長期保全計画の検討 

今後到来する建替え時期を想定しながら、老朽化の進行による新たな不具合の発生も考慮した、

長期的な視点に立った保全計画を検討します。 

ⅰ）施設全体の長期保全計画を検討する 

ⅱ）個別施設の保全計画を検討する 

ⅲ）計画の見直しを含む継続的な保全を実施する 

④長期保全計画の実現性を確保するための仕組みの検討 

長期保全計画の実現性を確保するために、施設分類ごとに予算制約の中で最適化を図るだけで

なく、施設全体の状況を踏まえた予算配分の適正化を図ります。また、基金等により長期的な視

点で財源確保を図るなど、予算確保のあり方を見直します。 
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（参考１）建物のライフサイクルコスト 

一般的に建物のコストを考えるとき、その初期投資の費用（設計費、建設費等）のみを対象

として考えがちですが、設計費や建設費等は建物の生涯を通じて必要となるコスト（ライフサ

イクルコスト）から見れば 2 割程度と言われており、氷山の一角に過ぎません。 

今後の公共施設の再生を検討していく上では、残りの 8 割に相当するコストで、水面下に隠

れている修繕費、光熱水費、建物管理委託費等を含めたライフサイクルコストを念頭に考えて

いく必要があります。 

 

 

 

（参考２）長期保全計画による財政負担の平準化 

将来の建替え需要のピークに対応するには、建物の老朽化対策や長寿命化を計画的に行い、

建替え時期の分散と費用の平準化を目指す必要があります。 

 

 

建設費 
（新設工事費） 

修繕費 

工事請負費 

光熱水費 

建物管理委託費 
（点検、警備、清掃等） 

その他、 土地建物賃

借料、 解体処分費等 
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【他自治体の事例】 

○学校校舎長寿命化（青森県） 

 
青森県では、県有施設の長寿命化を図るため、目標とする使用年数、維持すべき性能水準及び

維持管理業務にかかる技術的事項について、あるべき状態とその実現方法を長期的視点から明ら

かにし、学校校舎の長寿命化を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：青森県ホームページ 

・外部建具 アルミサッシ(複層ガラス) 

・外壁改修 クラック・浮き補修、塗膜更新 
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基本方針４ タテ割りを超え、全庁的な公共施設マネジメントを実施する 

これまでの公共施設は、いわゆるタテ割り行政の中、それぞれの担当所管で管理運営が行われ

てきました。しかし、基本方針１で示したように、今後はハコ（建物）と機能を切り離し、市民

のニーズや社会環境の変化に応じた適正な建物と機能の組合せを検討し、公共施設を再編してい

くことが求められます。そのためには、所管が異なる施設の空きスペースを活用するなど、タテ

割りを超えたヨコの連携により、限られた経営資源をより有効に使用していく必要があります。 

今後は担当所管の垣根を越えた全庁統一的な考えのもと、組織体制や情報の管理体制など、公

共施設全体の最適化を進めるための仕組みを構築していきます。 

＜取り組み方策＞ 

①組織・人員体制の構築 

公共施設の維持管理や劣化の状況について把握し、その緊急性や重要性を見極め、計画的な予

防保全を全市的な観点で進めるための体制を整備します。 

また、全庁的な視点で最適化に向けた判断ができるよう、担当所管を超えた調整について意思

決定できる体制の構築を図ります。 

ⅰ）建物の維持管理を効果的に進める組織・人員体制を構築する 

ⅱ）施設の再編を効果的に進める組織・人員体制を構築する 

②情報の一元的管理 

今後、公共施設を適切に管理運営していくために、保有資産の台帳を核として、コスト、利用

等の基礎情報を一元管理する基本的なデータベースを構築していきます。 

近年、総務省主導のもと地方公会計制度が改革され、公共施設をはじめとする市の保有資産管

理に必要な台帳整備（資産価値、行政コスト、資産状態）のあり方が変わる可能性があります。

そのため、データベースの構築に際しては、公会計の動向についても視野に入れて、データの共

有を念頭に取り組みを進めます。 

③全庁的な資産マネジメントの方針の検討 

道路や橋りょう、下水道等のインフラ資産も含めた保有資産全体としての将来コストを把握し、

市全体としての財政制約を認識した上で、全庁的な資産マネジメントの方針を明らかにしていく

と同時に、適正な公共施設資産管理が促進できるシステムの構築も検討します。 
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（参考１）タテ割りのイメージ 

公共施設は、その施設の目的によって管轄する省庁が異なっており、そのことが市のタテ割

りの組織構造に大きな影響を与えています。 

今後、国と地方公共団体が公共施設マネジメントを推進していくためには、タテ割りを超え

たヨコの連携が必要となります。 

 

 

公共施設を管轄する関係省庁等 市の公共教施設 

担当所管課 

その他 文部科学省 厚生労働省 国土交通省 総務省 

施設 A 

施設 G 

施設 C 

施設 B 

施設 D 

施設 E 

○×課 

×○課 

×□課 

 

 

○○部 

 

 

××部 

○△課 

○□課 

□○課 

□×課 

 

 

□□部 

施設 H 

施設 F □△課 

×△課 施設 I 

類似するサービスを提供する施設でも、管轄する省

庁が異なるため、再編の調整が難しい 

市内部でも所管が異なる

ため、連携が難しい 
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（参考２）組織・人員体制の構築のイメージ 

 

【維持管理を効果的に進める組織・人員体制の構築の例】 

各施設に維持管理の担当職員が配備され、

施設ごとに異なるやり方で建物の補修など

を実施しており、ルールが統一されていな

い。 

複数の施設を統括的に管理する部門の技術職員、ま

たは全庁統一的な維持管理マニュアルにより建物を

一括管理。 

維持管理マニュアル、技術

職員等による建物一括管理 

【施設の再編を効果的に進める組織・人員体制の構築の例】 

施設再編統括部
門 

施設情報、予算等を

確認し対応を検討 

担当所管課 

部屋が狭いため

大きくしたい 
あまり使われ

ていない 

施設 A 施設 B 施設 C 施設 D 

施設 A 施設 D 
複合化して 

新規整備 

（施設 B,C） 

再編 

民間提案 
資金調達、

施設整備・

維持運営等

のアイデア 

報告 

募集 

提案 

各施設の担当所管課が個別施設の状況に応

じて、各々で施設整備を行っているため、

建物を有効活用する視点が考慮されない非

効率な施設整備や必要以上の事業費が嵩む

ことが懸念される（タテ割り）。 

統括部門が、担当所管課から報告される施設の利用

状況、建物状態、予算状況等から総合的に判断し、

全庁統一の考え方で施設の再編を検討する。具体的

な再編や事業実施方法については、民間からの提案

を統括部門を通して受け入れる体制を整える。 

部屋が狭いため

大きくしたい 

建物が古くて

修理したい 

施設 A 施設 B 施設 C 施設 D 

施設 A 施設 D 

個別対応 個別対応 

施設 B 施設 C 
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（参考３）情報の一元的管理のイメージ 

 
 

 

【他自治体の事例】 

○全庁的な公共施設マネジメント（福岡市） 

 

庁内で統一したマネジメントの指針を提示することによって、これまで所管課ごとに異なって

いた公共施設の有効活用に対する考え方が統一されています。 

アセットマネジメント（AM）を効率的・機能的に執行し、実効性のあるものとするため、財政

局 AM 推進部を AM 統轄部門、各所管局を AM 実施部門として活動を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：福岡市ホームページ 

一元化した 
データベース 
［基本集計表］ 

担当所管課による 

施設情報 

（統一フォーマット） 

施設情報の軽微な変更 

（入力画面で修正） 

各種 

集計データ 

（集計データ出力・加工） 

最新情報で 

白書更新・ 

各種計画及び 

協議資料作成 
（反映） 

施設データ 
建物データ 

敷地データ 

・公会計との連携 

・工事発注情報 等 

（他システムとの連携） 

 


