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第１章 札幌市市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する基本的な方針について   

１ 目的 

   札幌市市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する基本的な方針（以下「基本

方針」という。）は、本市の公共施設等全体の現状を把握し、公共施設等の管理に係

る考え方を整理することにより、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進する

ために策定するものです。 

 

２ 位置付け 

   この基本方針は、公共施設等全体の配置や更新、老朽化対策の具体的な考え方を

整理し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するものです。 

また、平成 26 年 4 月に総務大臣より策定要請のあった「公共施設等総合管理計画」

に相当するものとして位置付けます。 

 

【図表 1 基本方針 位置付けイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象範囲 

基本方針の対象範囲は、本市が保有するすべての公共施設等とします。 

 

４ 取組期間 

基本方針の取組期間は 10 年としますが、公共施設等に係る様々な状況を勘案しな

がら、必要に応じて適宜見直しを行うこととします。  
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し                    

１ 将来人口についての今後の見通し 

   札幌市の人口は、これまで一貫して増加傾向にありましたが、ここ数年のうちに

減少に転じることが見込まれています。 

【図表 2 札幌市の人口の推移と長期的な見通し】 

（札幌市まちづくり政策局「第２期さっぽろ未来創生プラン」資料より） 

 

    ※将来推計人口は平成 27 年（2015 年）の国勢調査結果を基にした独自の推計。 

     想定１は合計特殊出生率が 2030 年に札幌市民の希望出生率（1.65）、2040 年に国民の希望出生

率（1.8）、2050 年に人口置換水準（2.07）まで上昇する仮定で、想定２は想定１より 10 年遅

れて出生率が上昇すると仮定した推計。 

    ※希望出生率は、若い世代の結婚や出産の希望が実現した場合の出生率 

 

 

２ 公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこれらの 

経費に充当可能な財源の見込み等 

   札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019 では、計画期間における

歳入や経常的経費、計画対象となる政策的事業と財源を明示した「中期財政フレー

ム」を策定しています。この中期財政フレームにおける建設事業費は、1,000 億円を

超える規模で推移しています。 
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【図表 3 中期財政フレーム 2019（一般会計）】 

（「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019（令和元年度策定）」引用（抜粋）） 

 (単位：億円) 

区    分 R1 R2 R3 R4 
【参考】 

R5 
R1-R4 
合計 

【参考】 
R1-R5計 

歳 
 

 

入 

一般財源（臨時財政対策債を含

む） 
5,535 5,562 5,574 5,585 5,597 22,256 27,853 

市   債 552 674 621 661 827 2,507 3,334 

【臨時財政対策債を含めた場合】 【1,032】 【1,154】 【1,101】 【1,141】 【1,307】 【4,427】 【5,734】 

そ の 他 4,122 4,192 4,229 4,287 4,338 16,831 21,168 

基金活用額 18 45 156 101 168 320 488 

合   計 10,227 10,474 10,580 10,634 10,930 41,914 52,844 

歳 
 

 
 

出 

義務的経費 5,643 5,773 5,840 5,912 5,982 23,168 29,150 

建設事業費 1,034 1,149 1,114 1,195 1,445 4,493 5,983 

その他事業費 3,550 3,551 3,625 3,527 3,502 14,253 17,755 

合   計 10,227 10,474 10,580 10,634 10,930 41,914 52,844 

（参考）活用基金（現金）残高の見込み 657 659 635 584 466   

※ 表中の数値は表示単位未満で端数整理しているため、合計値と合計が一致しない場合があります。 
※ 本フレームでは、計画事業を推進するため、令和元年度から令和 4年度までに土地開発基金 など 320

億円（令和 5年度までに 488 億円）の活用を想定していますが、毎年度の予算編成や予算執行の過程で、

可能な限り活用額の抑制を図ります。 

 

３ 区別の人口推移の見通しについて 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、札幌市内の行政区別の人口は、例

えば中央区などでは当面は人口が増加しますが、南区などでは既に人口が減少してお

り、2040 年頃には 10 万人を下回る区が発生すると予測されます。一方、老年人口割

合は全区において、一貫して上昇すると見込まれています。 

【図表 4 区別の人口推移】 
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４ 公共施設の現況と中長期的な経費の見込み 

  (1) 市有建築物の現況 

札幌市が保有する建築物（普通財産及び企業会計が所管する施設を除く）の総

面積は約 555 万㎡（平成 30 年 3 月 31 日現在）であり、その内訳は、学校が最も

多く 4 割強、次いで市営住宅が 3割強と、これらの合計で施設総面積の約 4 分の 3

を占めています。（図表 5 用途別面積割合） 

    また、築年別にみると、全体の約６割が建築後 30 年以上経過しています。（図

表 6 公共施設の築年別整備状況） 

【図表 5 用途別面積割合】 【図表 6 公共施設の築年別整備状況（平成 29 年度（2017 年度）末）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) インフラ施設の現況 

    道路、橋りょう、公園、水道、下水道などのインフラ施設は、それぞれの分類

ごとに現状分析を行っています。例えば、下水道管路の整備状況は、図表７のと

おりです。 

【図表 7 下水道管路整備状況】 

    （札幌市下水道河川局「札幌市下水道改築基本方針（平成 26 年度策定）」引用） 

 

延べ床面積（㎡） 
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  (3) 中長期的な経費の見込み 

   ア 事業費（一般会計）の見込み 

     公共施設やインフラをすべて法定耐用年数の経過に合わせて同規模で建て替

えた際の事業費試算に、一般会計における今後の新設、再開発事業、システム

開発等に伴う事業費を加味した将来推計（以下「自然体の試算」という。）を行

うと、今後の 10 年間に建設事業費が急激に増大し、2024～2028 年に 1兆 1,787

億円（年平均 2,357 億円）に達します。 

【図表 8 自然体の試算】 

 

 

   イ 建設債残高（一般会計）の推移 

     上記の事業を実施した場合の建設債残高は、2019 年度と比べ 10 年後の 2028

年には、約２倍の１兆 1,429 億円と急激に増加し、過去のピークである 9,159

億円を超えます。 

【図表 9 自然体の場合の建設債残高の推移】 
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    今後、公共施設等の更新時期が一斉に到来する中で、適切な公共施設マネジメ

ントを進め、将来的にも持続可能な市政運営を進めていくため、これまでの取組

をさらに強化していく必要があります。 

 

   ウ 事業費（企業会計）の見込み 

     企業会計の施設をすべて法定耐用年数の経過に合わせて同規模で建て替えた

際の事業費試算も、以下のとおり今後に建設事業費が急激に増大する見込みで

す。 

  【図表 10 企業会計の既存施設を法定耐用年数の経過に合わせて建て替えた際の試算】 
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第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針         

 公共施設等は、それぞれの施設種類別に定める方針・計画に基づき、管理しています。 

 また、各公共施設の管理に関する個別計画を策定・改定していく際には、この基本方

針を踏まえて検討していきます。 

１ 市有建築物 

  (1) 市有建築物の資産管理基本方針（札幌市都市局 平成 17 年度策定） 

   ・鉄筋コンクリート造で 60 年、木造で 45 年を耐用年数の目安とする。 

  (2) 札幌市市有建築物の配置基本方針（札幌市まちづくり政策局 平成26年度策定） 

   ア 中長期的な公共施設の再構築に向けた基本的方向性 

     配置、機能、整備・運営手法、担い手の４つの観点から、中長期的な公共施

設の再構築に向けた基本的な方向性を掲げています。 

    (ｱ) 集約連携型の施設配置 

     ・郊外住宅地などでは、拠点となる施設に地域に必要な機能を集約し、地下

鉄やＪＲの駅周辺などの拠点においては、生活を支えるより高度な都市機

能や居住機能を集約し、利便性を向上させます。 

【図表 11 「歩いて暮らせるまちづくり」のイメージ】 

（札幌市まちづくり政策局「札幌市市有建築物の配置基本方針（平成 26 年度策定）」引用） 

 

    (ｲ) 施設の多機能化 

     ・「施設維持」から「機能維持」へという考え方に基づき、複数の異なる目的

の公共施設を１つの建物にまとめ、共用部分や重複する居室を共有化する

「複合化」を行っていきます。 

    (ｳ) 将来の環境変化に対応した柔軟な整備・運営 

     ・施設の位置、規模、機能に柔軟性を持たせていくなど、画一的な配置基準

に捉われず、地域の実情に応じて、公共施設の配置基準を変えていきます。 

     ・人口構造や市民ニーズに合わせて、施設量を柔軟に見直していきます。 

    (ｴ) 多様な主体による施設サービスの提供 

     ・行政が建物を保有せずに民間による施設サービスを促進するといった民間
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活力を活用していきます。 

   イ エリア別の取組方針 

    (ｱ) 「郊外住宅地など身近な地域」における取組方針 

     ・現在の小学校区に相当するエリアにまちづくりセンターや児童会館等日常

生活に必要な機能を配置していきます。 

    (ｲ) 「主要な駅周辺などの地域交流拠点」における取組方針 

     ・主要な地下鉄駅・ＪＲ駅周辺などの地域交流拠点には、都市機能や行政・

交流機能などを集積していきます。 

   ウ 用途別施設の今後の方向性 

     公共施設の再構築に向けた基本的な方向性やエリア別取組方針を踏まえた上

で、学校施設や市営住宅などの重点的に検討すべき施設群について、今後の検

討の方向性を示します。 

 

２ インフラ施設 

  (1) 道路、橋りょう等 

    道路・橋りょう等の効率的な維持・管理を実現するための考え方や取組方針を

定めた「道路維持管理基本方針」を策定し、この基本方針に基づきながら各施設

別補修計画を定め、取組を実施しています。 

   ・札幌市道路維持管理基本方針（札幌市建設局 平成 21 年度策定） 

   ・札幌市幹線道路等舗装補修計画（札幌市建設局 平成 29 年度改定） 

   ・札幌市橋梁長寿命化修繕計画（札幌市建設局 平成 29 年度改定） 

   ・札幌市アンダーパス等長寿命化修繕計画（札幌市建設局 平成 29 年度策定） 

   ・札幌市横断歩道橋補修計画（札幌市建設局 平成 29 年度策定） 

  (2) 公園 

    平成 28 年度（2016 年度）に策定された「札幌市公園施設長寿命化計画」では、

全ての施設を、「予防保全型管理」と「事後保全型管理」に分類しています。また、

公園の機能分担を図り、それぞれの公園の今後の方針を定めています。 

   ・札幌市公園施設長寿命化計画（札幌市建設局 平成 28 年度策定） 

  (3)～(5) 企業会計 

    各公営企業は将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に継続

することが可能となるよう総務省が定める要件を満たす経営戦略（計画）を以下

のとおり策定しています。 

   ・札幌水道ビジョン（札幌市水道局 平成 26 年度策定） 

   ・札幌市下水道改築基本方針（札幌市下水道河川局 平成 26 年度策定） 

   ・札幌市交通事業経営計画（札幌市交通局 令和元年度策定） 
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３ その他の公共施設等に関する基本的な方針等 

   その他の公共施設等に関する基本的な方針については、それぞれの個別計画等の

定めによるものとします。個別計画の策定にあたっては、人口動態等を踏まえた中

長期な施設の需要や、施設の維持管理・更新に要する経費の推計、札幌市全体の財

政状況を考慮した財源確保の見通し等を盛り込むこととします。 

   また、「さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン」に基づき、「コンパクト化」と「ネッ

トワーク化」による持続可能な圏域を形成するため、斎場をはじめとする公共施設

の相互利用や配置、機能の集約化のほか、大規模改修や災害時における相互バック

アップ体制の構築等を考慮しながら、進めることとします。 
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第４章 目標と将来試算                             

 今後の人口変動に対応しながら市民サービスの維持・向上を図り、公共施設等の適切

な管理を進めるために、札幌市全体として下記の取組方針を加えて進めていきます。 

 また、その実行性を確保するために、施設総量や事業費等について、10 年後の中期的

目標を設定するとともに、30 年、50 年の長期的試算を行い、人口の動向を見極めながら

PDCA サイクルを回して推進していきます。 

 

 １ 今後の取組方針 

  (1) 市有施設のさらなる長寿命化による事業費の削減 

    施設の安全性を確保しながら、鉄筋コンクリート造の建築物については 80 年間

の使用を目指すなど長期間施設を活用することとし、さらなる長寿命化に取り組

む 

  (2) 公共施設の複合化により、施設総量の抑制と機能維持を両立 

   ・札幌市市有建築物の配置基本方針で重点的に検討する施設群の対象とされたま

ちづくりセンター、児童会館、地区センター等は、小学校や区民センター等の

建て替えに時期に合わせて地域特性を考慮しながら複合化するため、保全や改

築の時期を調整する 

   ・一区一館など画一的な配置基準で整備を進めてきた施設は、主要な駅周辺をは

じめとする地域交流拠点などへの集約化に向けて調整する 

  (3) 将来の人口に見合った公共施設の総量規模適正化 

   ア 小中学校 

     年少人口推計の減少を踏まえ、良好な教育環境を確保し続けられるよう、老

朽校舎改築と学校統合を促進 

   イ 市営住宅 

     総人口推計の減少を踏まえるとともに、民間賃貸住宅の活用を促進 

   ウ その他公共施設 

     人口推計を踏まえ、人口に見合った規模へ適正化 

  (4) 新設から維持更新へ 

    一般会計の固定資産額の６割を占めているインフラ施設について、長寿命化の

推進や適切なメンテナンスを行うなど、既存ストックの有効活用を推進すること

により、新設から維持更新へ重点化を図っていく。 
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２ 将来の施設総量に関する試算について 

   これまで記載してきた公共施設マネジメントの取組を着実に進めることとし、札

幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019 との整合性を取りながら、建

設事業費を積み上げた結果、10 年後の施設面積の増減率の目標値を以下のとおり設

定します。 

   また、仮に、今後減少が見込まれている人口規模を反映し、それに見合う施設総

量を想定した場合の 30 年後、50 年後の公共施設の延床面積は、以下のような試算と

なります。 

   これらの目標値や試算結果は、図表２の「札幌市の人口の推移と長期的な見通し」

で紹介した、将来推計人口のとおりに減少するという仮定で、人口に見合った施設

面積を算出したものです。札幌市では人口減少の緩和に取り組んでおり、今後、将

来推計人口の変動にあわせて数値を見直していきます。 

【平成 31 年度当初（H31.4.1）の延床面積】 

施  設 小中学校 市営住宅 
市民利用 
施設 

 

庁舎等 計 うち、地域に 
身近な施設 

面積(㎡) 229 万 191 万 112 万 13 万 42.6 万 574 万 

  ※市営住宅面積には民間住宅借上分は含まない 
  ※地域に身近な施設には、まちづくりセンター、児童会館、地区センター等を区分 

【令和 10 年度（R11.3.31）の延床面積目標値】          ※増減率は概数 

施  設 小中学校 市営住宅 
市民利用 
施設 

 

庁舎等 計 うち、地域に 
身近な施設 

面積(㎡) 218 万 189 万 111 万 13 万 42.2 万 560 万 

増減率(%) ▲5％ ▲1％ ▲1％ 0% ▲1％ ▲3％ 

  ※市営住宅は、上記とは別に民間住宅借上分約 8万㎡を返還予定 
市営住宅全体（民間住宅借上分を含む）としては、▲5％程度 

【令和 30 年度（R31.3.31）の延床面積の試算結果】        ※増減率は概数 

施  設 小中学校 市営住宅 
市民利用 
施設 

 

庁舎等 計 うち、地域に 
身近な施設 

面積(㎡) 191 万 160 万 107 万 15 万 35 万 494 万 

増減率(%) ▲16％ ▲16％ ▲4％ ＋16% ▲17％ ▲14％ 

【令和 50 年度（R51.3.31）の延床面積の試算結果】        ※増減率は概数 

施  設 小中学校 市営住宅 
市民利用 
施設 

 

庁舎等 計 うち、地域に 
身近な施設 

面積(㎡) 171 万 143 万 107 万 16 万 33 万 455 万 

増減率(%) ▲25％ ▲25％ ▲4％ ＋26% ▲22％ ▲21％ 
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 【試算の前提】 

主な施設 考え方 

小中学校 年少人口推計の減少を踏まえ、児童生徒数に見合った規模へ適正化 

市営住宅 総人口推計の減少を踏まえるとともに、民間賃貸住宅の活用を促進 

市民利用施設 
総人口推計の減少を踏まえ、人口に見合った規模へ適正化して集約する。 
地域に身近な施設については、小学校へ複合化し、機能を拡充。 

庁舎等 人口推計を踏まえ、人口に見合った規模へ適正化 

 

 ３ 事業費（一般会計）の見込み 

   今後の建設事業費の試算結果は図表 12 のとおりです。図表 8自然体の試算の段階

では、今後 10 年以内に更新需要のピークを迎えることになっていましたが、ここま

で説明してきた取組を確実に実施していくことで事業費の抑制と平準化を図ること

が可能となります。今後の 15 年間については、年平均 2,057 億円から年平均 1,206

億円へと大幅に縮減されます。 

   また、自然体の年平均事業費1,444億円に対し、取組実施後の年平均事業費は1,024

億円まで抑制され、年平均 420 億円の効果額が見込まれています。 

【図表 12 取組実施後の試算】 

 

 【試算の前提】 

主な施設 考え方 

その他施設 

市民利用施設・庁舎等は、人口推計を踏まえて見込む。 

計画化されている大規模な施設整備費を見込むほか、再開発事業やシステム開

発は現行水準で見込む。 

市営住宅 総人口推計の減少を踏まえるとともに、民間賃貸住宅の活用を促進 

小中学校 年少人口推計の減少を踏まえ、児童生徒数に見合った規模へ適正化 

インフラ施設 
現行の事業規模を確保し、推計上人口減少が顕著となる 2029 年以降は、インフ

ラの整備率の高まりなどに伴い、新設改良は緩やかに減少していくと見込む。 

  



13 

 ４ 建設債残高（一般会計）の推移 

   建設事業費試算に基づく、建設債残高の推移を試算すると図表 13 のとおりとなり

ます。自然体の建設債残高の段階では、ピークとなる 2037 年の 1 兆 3,388 億円に向

けて急激に増加していく推計でしたが、取組実施後は、急激な上昇が抑制され、ピ

ークとなる 2041 年の 8,214 億円まで縮減された、将来的に持続可能性の高い水準に

至っています。取組実施前後のピークにおける残高を比較すると、その効果は 5,174

億円となる見込みです。 

【図表 13 取組実施後の建設債残高の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、一人当たりの建設債残高は、将来的に人口が大きく減少する見込みの中に

あっても、一定の水準に抑制することができます。 

【図表 14 取組実施後の一人当たり建設債残高の推移】 
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 ５ 長期的な財政見通し（歳入、経常的経費や政策的経費を含む） 

   札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019 では、今後の 15 年間に

ついて、これまで説明してきた建設事業費を含めた歳入や経常的経費、政策的経費

の見込みを一定の前提に基づいて試算した「長期的な財政見通し」を公表していま

す。 

   ここでは、建設事業費や公債費の増に伴い一定の基金活用が必要となりますが、

行財政改革の取組により、活用可能基金（現金）残高は 300 億円程度の残高を維持

できる見込みです。 

【図表 15 長期的な財政見通し（一般会計）】 

（「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019（令和元年度策定）」引用） 

 

 

 

 

 

 

 

  

長期的な財政見通しについて、以下のとおり試算しました。 
なお、長期的な試算においては、国の社会保障や税財政制度、経済動向により大きく変動

することから、あくまで以下の前提に基づく試算です。 
≪試算の前提≫ 
・国の制度変更や物価変動は見込まない 
・一般財源（臨時財政対策債含む）は、今後の財政需要の増を加味し、一定程度の増加を 

見込む 
・建設事業費は、可能な限り事業の平準化を行ったうえで、大規模なものは個別に積み上げ 
・活用可能基金は、将来へ引き継ぐ財産として、予算執行上の節減による取崩し減を見込む 
・市債残高算出にあたっては、契約差金など予算執行段階での発行減を見込む 
・歳入には、一定程度保有する財産の売却益を見込む 
・歳入・歳出には一定程度行財政改革の取組による効果を見込む 
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【歳入の長期見通し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳出の長期見通し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活用可能基金（現金）残高の見通し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(単位：億円) 

(単位：億円) 

＜基金活用額＞ 

 

予算上の財源不
足を補うため、
一定程度、基金
の活用を見込む 

 

建設事業費の増
に伴い、当面は増
加が見込まれる 

＜扶助費＞ 

 

公共施設の更新
需要の本格化等
により、当面は増
加が見込まれる 

 
当面は増加が見
込まれる 

 

建設事業費の増
に伴い、当面は増
加が見込まれる 
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 ６ 財務諸表を用いた分析について 

   事業費や市債残高のほかにも、財務諸表を用いた分析を行いました。 

  (1) 現状分析 

    図表 16 は平成 29 年度決算の財務諸表を分析のうえ、他の政令市との比較を行

い札幌市の位置付けを示しています。他都市と比較すると、札幌市の現状は施設

を長期間使用しており、一人当たりの市債残高は少ない状況にあります。 

  【図表 16 財務諸表を用いた現状分析】 

    
※レーダーチャートは、それぞれの分析項目を偏差値で示しており、平均を 50 とし、 

外側に近づくほど高評価であることを示している。 
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  (2) 将来分析 

    これまでの試算に基づき、資産形成度、世代間公平性、持続可能性の各指標の

将来予測を行いました。一人当たりの建設債残高は、「P13 図表 14 取組実施後の

一人当たり建設債残高の推移」のとおり、一定の水準に抑制することができます。 

    純資産比率は、建て替え需要が増加する影響により、一時的に数値は悪化する

ものの、将来に向けて現行水準に回復する見込みとなりました。 

    また、有形固定資産減価償却率について、建築物は建て替えが進むため、指標

の数値は一時的に改善しますが、インフラは施設を長期間にわたって活用する方

針のため、緩やかに上昇する見込みです。施設全体におけるこの指標の数値は今

後も上昇する見込みですが、施設を老朽化させないよう計画的メンテナンスによ

る長寿命化を図っていきます。 

【図表 17 各指標の推移】 
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 ７ 企業会計 

   各公営企業は将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に継続す

ることが可能となるよう総務省が定める要件を満たす経営戦略（計画）を策定して

います。この計画を進めることで自然体推計と比較して平準化を図ることができま

す。 

   この経営戦略に基づき、今後とも投資と財源の均衡の観点をもって、健全な経営

に努めていきます。 

【図表 18 取組実施後の将来推計】 
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第５章 計画推進に向けて                            

 公共施設マネジメントの取組が実効性を持つよう、以下の点に留意しながら進めてい

きます。 

 １ 全庁的な取組体制 

   公共施設マネジメントの取組を進める際には、公共施設マネジメント推進委員会

において、全体の中長期的な更新見通しや機能が重複する施設の複合化、配置基準

の見直しなどを議論しながら、全庁一丸となって進めていきます。 

 ２ 最小の経費で最大の効果を挙げる取組 

  (1) 行政サービス範囲の検討 

    公共施設等の更新にあたっては、常に事務のあり方や施設が担うサービス範囲

についての見直しを行い、適切な行政サービスを提供できる施設数・規模を検討

していきます。 

  (2) 国等の制度の積極的な活用 

    公共施設等の更新や複合化等を行う際は、各省庁の補助金や有利な財源措置を

積極的に活用していきます。 

  (3) 民間活力の積極的な活用 

    PPP/PFI 手法の導入を検討するなど、民間活力の積極的な活用を進めます。とり

わけ、札幌市には平成 20 年にリース方式を採用した市民ホールのように、民間の

手法を取り入れ協力しながら、適切なサービスを提供してきた例があります。 

    公共施設がその効用を十二分に発揮し、市民サービスの最大化を果たしていく

ために、公共施設マネジメントの取組を単なる施設更新の問題とせず、常に新た

な発想や先進的な取組を取り込みながら進めていくことが必要です。 

    今後も、利用者の目線に立った民間の柔軟な建設手法の導入、民間との一体化

によるにぎわい創出など、新たな手法を柔軟に取り入れながら進めていきます。 

 ３ 市民との情報共有 

   公共施設に関連する利用状況やコスト、類似機能を提供する施設の配置状況、地

方公会計のセグメント分析を用いた施設や事業単位のコストなどの情報や事業の進

捗状況をわかりやすく開示・提供します。 

   そして、公共施設マネジメントの取組を具体的に進める際には、地域住民や施設

管理者を交えた市民参加の機会を設け、地域特性に応じて市民と行政がともに知恵

を出し合い、新たな時代に対応した公共施設を一緒に考え・創り出していきます。 

 

 


