
室戸市　公共施設等総合管理計画　【概要版】

（１）計画の背景と趣旨１．公共施設等総合管理計画について

公共施設等総合管理計画の策定は、人口の減少と少子高齢化が進み財政的にも極めて厳しい状況にある中、本市の公共施設等の現状や将来にわた

る課題等を把握・整理するとともに、長期的な視点を持って公共施設等の適正配置と有効活用及び財政負担の軽減・平準化について立案し、持続可

能な地域づくりを市民とともに実現していくために実施するものです。

• 公共建築物（市民文化系施設、社会教育系施設、学校教育系施設、子

育て支援施設、保健・福祉施設、行政系施設、公営住宅など）

• インフラ資産（道路、橋りょう、上水道など）

２．公共施設等の現状と課題

（２）人口の見通し（１）公共施設等の現状

（２）計画の対象

（３）財政の現状

本市が保有する公共建築物の延床面積は約15.4万㎡で、市民一人

当たり（14,537人：平成28年1月1日現在の住民基本台帳人口）延

床面積は10.60㎡、全国平均の3.22㎡との比較では約3.3倍、同規

模自治体（人口1万人以上3万人未満）の平均5.24㎡と比べても約2

倍となっています。

３．公共施設等再編の方向性

（4）公共建築物の更新費用の推計

本市の人口ビジョン（室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略）に

よると、本計画の計画期間である約40年先にあたる2055年（平成

67年）の総人口は8,597人で、2015年（平成27年）の推計人口

13,709人の約63％となることが想定されています。合計特殊出生率

の回復や若年夫婦の移住促進等の施策を推進しても、人口の減少に大

きな歯止めがかからないのが現状です。

人口の減少と少子高齢化により、本市の財政状況は、益々厳しく

なっていくことが予想されます。

2014年度（平成26年度）の歳出は、約121億円で、このうち

義務的経費（人件費、扶助費、公債費の計）の合計は約58億円とな

り、歳出に占める割合は約48%となっています。

このうち、人件費については減少傾向が続いていますが、社会保

障関係経費である扶助費については、今後の高齢化の状況を勘案す

ると高止まりとなることが推察されます。

投資的経費については、2014年度（平成26年度）で約25億円、

このうち公共建築物に係るものは約7億円となっています。

ただし、直近5年間2010年（平成22年）～2014年（平成26

年）では、公共建築物に係る投資的経費は平均で約4.25億円で、こ

れが、今後平均的に投資できる額と考えています。

本市の公共建築物は、1982年（昭

和57年）から1985年（昭和60年）

にかけて整備のピークが見られ、これ

らは現在、築30年から35年を向かえ

ようとしており、本計画の計画期間内

（40年間）には確実に更新（建替え）

時期を迎えることとなります。

このことを投資額で確認して見ると、

今後40年間の更新費用の総額は約

690.6億円で、年平均約17.3億円とな

ります。

このように必要な費用と投資可能な

予算の間には、大きな隔たりがありま

す。

（１）現状の問題点や課題に関する基本認識

（２）公共施設等マネジメントの原則

本市の公共施設等

を取り巻く現状や課

題に関する認識を踏

まえ、持続可能な地

域 を 市 民 と と も に

創っていくためのマ

ネジメントの原則を

次のとおり定めます。

年更新費用17.3億円と投資可能な予算4.25億円の間には、年間13.05億円もの乖離があります。

・公共建築物の延床面積の縮減や長寿命化などあらゆる対策を講じ、財

政面と公共施設等を通じた安心・安全で利便性の高いサービスを両立

させ、持続可能な地域を市民と共に創っていくことが必要です。

• 本計画の計画期間である約40年先にあたる2055年（平成67年）の

将来人口8,597人は、2015年（平成27年）の推計人口13,709人の

約63％と見込んでいます。

• 生産年齢人口の減少に伴う税収減、少子高齢化に対する扶助費の高止

まりなど、公共施設等の維持・管理費用及び更新費用を賄うことが困

難な状況となっています。とりわけ将来世代に負担を押し付けること

はできません。

• 人口減少及び人口構造の変化により利用需要や利用者のニーズの変化

も想定されます。

• 過去に建設された本市の公共建築物の多くが、本計画の計画期間内

（40年間）には確実に更新（建替え）時期を迎えることとなり、今後

40年間で更新費用の総額は約690.6億円で、年平均約17.3億円とな

ります。

• これらはあくまで更新費用であり、日常の維持管理費、運営費は含ま

れません。

• 一方で、本市の所有する公共建築物の市民一人当たりの延床面積は、

同規模自治体（人口1万人以上3万人未満）の約2倍となっています。

問題 (2)：人口推計及び財政見通しより

課題：以上を踏まえて

問題 (1)：公共施設等の更新費用より

直近5年平均4.25億円

13.05億円の乖離（かいり）

今後40年間の平均17.3億円
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泉南市市 公共施設 適化推進基本計画 【概要版】４．公共建築物再編の方針 ５．本計画の展開に向けて

（３）計画期間

（２）再編等手法について

（３）本計画のマネジメント

（１）本計画の推進体制

本市が保有する公共施設等の必要性・有効性、維持管理コス

ト及び老朽化の状況等を把握し、将来世代における課題も勘案

したうえで、市民とともに公共施設等のマネジメントを実践し

ていきます。

（１）公共建築物の評価

（４）公共建築物の目標設定

現時点における公共建築物の更新費用（大規模改修及び建替え）の見通しは、

年間約17.3億円で、充当可能な予算である4.25億円の約4.1倍にも達します。

このため、公共建築物の延床面積の縮減を含む対策を講じ、財政と公共サービ

スを両立させるための条件を次のとおり定めます。

① 将来人口を勘案して、公共建築物の延床面積を約35%縮減します。

② 引き続き利活用する施設にあっては長寿命化を検討し、極力長期間使用す

ることによりコストの縮減と平準化を図ります。

③ 維持管理費は、延床面積の縮減分だけ縮減するものとし、この費用は投資

可能な予算に加算できるものとします。

④ 運営費は、延床面積の縮減分の1/2だけ縮減するものとし、この費用も投

資可能な予算に加算できるものとします。

⑤ 以上による不足分を、更新費、維持管理費、運営費の全体に対するコスト

縮減目標とします。

公共建築物の延床面積約35%の縮減を始めとする目標の達成に向

けて、施設カルテ等を基に既存施設の情報を共有し、施設の評価・

分析を行います。

1. 本計画を個別計画へと展開していくにあたり、庁内の連

携・協力を緊密に図ります。

2. 公共施設等のマネジメントを効果的に実施していくために、

関係各部署が所有するデータを一元管理し、財政データと

も連携して全庁的な意思決定を促します。

3. 職員一人一人が公共施設等マネジメント導入の意義を理解

し、意識を持って取り組めるよう職員研修を計画的に実施

します。

4. 市民、民間企業及び行政の合意形成を促すために情報公開

を進め、自らの意見を言い合える場づくりを進めます。

5. 多数の施設の健全性を正しく評価し、迅速かつ的確に必要

な措置を講ずるために、民間企業へのアウトソーシングを

検討します。

３．公共施設等再編の方向性(つづき)

• 目標値と実施結果の検証

• 財政面からの検証

• 検証結果の情報公開

計 画

• 公共施設等の評価

• 施設別計画の策定

• 予算等の要求

• 計画展開の意思決定

• 検証結果の分析

• 公共施設等再評価

• 計画の見直し

• 研修等へのフィードバック

実 施

検 証見直し

Plan Do

CheckAct

• 事業の実施

• 関係機関との連携

• 効果的なアウトソーシング

• 継続的なモニタリング

マネジメント

サイクル

本計画の計画期間は、本市における公共建築物整備の更新（築後60年を想

定）が集中する時期である2040年（平成52年）～2050年（平成62年）頃

をまでを視野に入れマネジメントすることとして、40年間と定めます.。

延床面積 約３５％の縮減をベースとする公共施設等マネジメントの展開！

公共建築物の評価に基づき公共サービスの提供方法を定め、共通

手法や個別手法を駆使して相乗効果を発揮させます。

1. 共通手法：官民連携手法等、コスト縮減、長寿命化、受益者負担

の見直し

2. 個別手法：用途変更、跡地活用、民間活用・市民譲渡、代替・補

完サービス、改修（規模縮小を含む）、複合化、集約化、広域化

【用途変更】 【跡地活用】

【民間活用・市民譲渡】 【改修】

【複合化】

【集約化】

（２）公共施設等のマネジメント

1. 全ての公共建築物について、今ある施設は、適切な点検・

診断等及び耐震化を含む維持管理・修繕を実施し、大切に

使用します。

2. 建替え時期が到来した段階では、その施設の評価に基づき、

施設の除却（廃止・解体等を含む）も含めた再編の実施を

行います。

3. インフラ資産については、国、県及び近隣市町村と連携し

ながら、個別施設の長寿命化計画を定め、安心・安全の確

保と経費の縮減を進めます。

より必要性の高いサービスへ

規模縮小

地方公共団体 民間団体

会議室等 会議室等

区分 評価の内容等 

（１）建物評価 

①安全性 （耐震性、防火性、利用者の安全性） 

②環境性 （バリアフリー、利用者の快適性、周辺環境など） 

③点検・診断等の結果（劣化状況、老朽度など） 

（２）コスト評価 

①収入（使用料、手数料、事業収入など） 

②維持管理費（光熱水費、修繕料など） 

③運営費（人件費、指定管理料など） 

④資本的支出（公有財産購入費、工事費など） 

⑤減価償却費、ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）など 

（３）公共サービス評価
①利用状況（利用者数、稼働率、開館日数など） 

②提供サービスの種類、重複性など 

公共施設等総合管理計画【2015年度（平成27年度）～2054年度（平成66年度）】本

計

画

策

定

第２期計画：10年間

（前期5年／後期5年）

第３期計画：10年間

（前期5年／後期5年）

第4期計画：10年間

（前期5年／後期5年）

第1期計画：10年間

（前期5年／後期5年）

約4.25億円/年

公共施設マネジメントによる効果現状の公共建築物を維持した場合

約7.63億円/年

縮減効果

約9.67億円/年

約17.3億円/年

乖離

約13.05億円/年

乖離

約3.38億円/年

※コスト縮減目標

◆延床面積縮減約35%及び長寿命化約30%による縮減効果

→約8.5億円/年

◆維持管理費及び運営費の縮減効果

→約1.17億円/年

必 要

投資額

充当可能

な投資額

充当可能

な投資額

約4.25億円/年

必 要

投資額


