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⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

ひと目で分かる第１次実施計画の概要                                【第１部第１章のまとめ】 

項項項項    目目目目    内内内内                                容容容容    

計画名称 

西尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018    

第１次実施計画と称する場合もあります。 

計画目的 

次世代への財政負担を軽減し公共施設を適切に引き継ぐため、基本基本基本基本

計画計画計画計画でででで示示示示したしたしたした理念理念理念理念やややや方針方針方針方針をををを反映反映反映反映させたさせたさせたさせた再配置再配置再配置再配置プランをプランをプランをプランを実現実現実現実現すること    

計画テーマ 

新たなまちづくりの出発点・安全性の確保・官民連携の活用 

第１次実施計画は「新たなまちづくりの出発点」「建物の安全性の確保」「官

民連携の活用」の視点から推進します。詳細は本章Ｐ２０以降で解説。    

計画期間 

平成２６（2014）年度～平成３０（2018）年度：５年間 

第１次実施期間として位置づけています。策定日：平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日 

第１部【【【【ガイダンス編】】】】頁数：５０頁        

西尾市の公共施設再配置についての基礎知識（基本計画の復習）、実施計画の

概要、西尾市の再配置目標値、再配置手法（ＦＭツール）などについて説明し

ています。第２部を読むための導入部分（入門講座）です。    

第２部【【【【再配置戦略編】】】】頁数：１１４頁    

平成２６年度から５年間で取り組む８つの再配置プロジェクトについて、再配

置プランに至るプロセスを中心に説明しています。実施計画の中心部分です。 

計画構成 

（３部構成） 

総頁数： 

３１８３１８３１８３１８頁 

第３部【【【【資料編】】】】頁数：１５４頁    

実施計画策定にいたる検討過程に関係する会議録等の資料をまとめたものです 

再 配 置 

施 設 数 

（予定） 

●再配置施設数＝41施設（（（（131313131111棟棟棟棟））））（新設更新数は除く） 

→○解体解体解体解体数＝16施設（67棟） ○譲渡譲渡譲渡譲渡数＝10施設（10棟）  

○貸付貸付貸付貸付数＝２施設（2棟） ○改修等改修等改修等改修等数＝14施設（52棟）   

※新設新設新設新設（（（（更新更新更新更新））））数＝２施設は除く  

※吉良支所は解体と改修等の両方で計上しているため合計は42施設になる。 

※機能集積するだけの弓道場の２施設は改修等に含む（再配置効果も同じ扱い） 

再 配 置 

効 果 

（予定） 

●再配置施設延床面積＝60,445.91㎡（新設更新数は除く） 

→○解体解体解体解体面積＝24,271.62㎡ ○譲渡譲渡譲渡譲渡面積＝1,418.04㎡  

○貸付貸付貸付貸付面積＝456.05㎡ ○改修等改修等改修等改修等面積＝34,300.20㎡  

※新設新設新設新設（（（（更新更新更新更新））））面積＝12,000㎡程度は除く 

★★★★ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ削減効果削減効果削減効果削減効果（再配置前－再配置後）＝約139億8,900万円/30年 

 

実施計画

の位置づ

け 

実施計画は行財政改革の側面を持ちながら公共施設再配置に基づく

西尾市のまちづくりの将来像にも大きな影響を与えるものです。こ

のため、市の最上位計画である「「「「第第第第７７７７次西尾市総合計画次西尾市総合計画次西尾市総合計画次西尾市総合計画」、「」、「」、「」、「行財行財行財行財

政改革大綱政改革大綱政改革大綱政改革大綱」」」」等等等等とととと一体的一体的一体的一体的にににに位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、またまたまたまた「「「「都市計画都市計画都市計画都市計画マスタープラマスタープラマスタープラマスタープラ

ンンンン」」」」等等等等のののの各種計画各種計画各種計画各種計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを図図図図りりりりながら、全庁的な取り組みであ

る公共施設再配置の推進力と継続性を保障していくものとします。    

 

平成 24 年 3 月に策定した⻄⻄⻄尾尾尾市市市公公公共共共施施施設設設再再再配配配置置置基基基本本本計計計画画画（本章Ｐ2～14） 

効率的・効果的な施設配置を実現する公共施設再配置という新たな 

公共施設マネジメントに対する西尾市の基本理念と基本方針を定めています 

  平成 37 年以降に公共施設の更新建替時期が集中する⇒公共施設⼀⻫更新問題 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

ひと目で分かる⻄尾市の公共施設再配置の目標値 【第１部第２章のまとめ】 

〜⻄尾市は３０年間の公共施設再配置の目標値を設定しました〜 
西尾市では、今から２０年後から５０年後までの間に最も深刻となる公共施設の一斉更新問

題の対策として公共施設再配置を進めています。そこで、ファシテリィマネジメントの目標管

理の考え方に基づき、建物の長寿命化に伴うＬＣＣ（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ）削減効果から分析した財務

目標と人口動向から分析した供給目標の２つの側面から、現在の年少人口世代が社会の中心的

な担い手となる３０年後を見据えた公共施設再配置の長期的な目標値を次のとおり定めます。 

また、西尾市では、予防保全によって、ＬＣＣ削減効果の高い建物の長寿命化を図り、公共公共公共公共

施設施設施設施設のののの目標耐用年数目標耐用年数目標耐用年数目標耐用年数をををを最長最長最長最長８８８８００００年年年年とする考え方を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

            

 

 

    

 

 

 

  

463 億円→総量圧縮に伴う 
          ＬＣＣ削減額 

    1,300 億円 

（使えるお⾦） 

    463 億円不⾜ 

    1,300 億円 

（使えるお⾦） 

756 
億円 

→⻑寿命化
によるＬＣ
Ｃ削減額 

   ３０３０３０３０年間年間年間年間ののののＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ削減削減削減削減効果目標効果目標効果目標効果目標    

            約約約約７３１７３１７３１７３１億円 

            ３０３０３０３０年間年間年間年間のののの保有総量保有総量保有総量保有総量（（（（延床面積延床面積延床面積延床面積））））のののの削減削減削減削減目標目標目標目標    

            約約約約１６１６１６１６％％％％        

コ

ス

ト

削

減

 

総

量

削

減

 

長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化にににに伴伴伴伴ううううＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ削減効果削減効果削減効果削減効果    

４５３４５３４５３４５３億円億円億円億円    

保有総量圧縮保有総量圧縮保有総量圧縮保有総量圧縮にににに伴伴伴伴ううううＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ削減削減削減削減    

２７８２７８２７８２７８億円億円億円億円    

３０３０３０３０年間年間年間年間でででで削減削減削減削減するするするする公共施設公共施設公共施設公共施設のののの延床面積延床面積延床面積延床面積    

８６８６８６８６，，，，５７９５７９５７９５７９．．．．９８９８９８９８㎡（㎡（㎡（㎡（約約約約８８８８万万万万６６６６千千千千㎡）㎡）㎡）㎡）    

1,219 億円不⾜（⾜らないお⾦） 

    1,300 億円 

（使えるお⾦） 

これを３０年間に換算すると 
（756億円＋463億円）☓3/5＝約７３１億円 

144,299.97㎡☓3/5＝86,579.98㎡ 
≒約８万６千㎡（削減率約16％） 

    

④すべての公共施設を⻑寿命化した場合の 50 年間の
ＬＣＣ＝1,763 億円（←2,519 億円） 

⑤2,519 億円－1,763 億円＝756 億円（⻑寿命
化に伴うＬＣＣ削減額） 

⑥1,219 億円－756 億円＝463 億円（⾜らない
お⾦）→次は総量圧縮で削減！ 

 

◆これから必要なお⾦は 2,519 億円/50 年だが、それは⻄尾市が使えるお⾦の約２倍  

①⻄尾市が今後 50 年間で公共施設に対して執⾏可
能な予算額＝1,300 億円（使えるお⾦） 

②⻄尾市がすべての公共施設を保有した場合の 50 年
間のＬＣＣ＝2,519 億円（必要なお⾦） 

③2,519 億円－1,300 億円＝1,219 億円（⾜
らないお⾦）→まずは⻑寿命化で削減！ 

◆ステップ １ 

◆ステップ ２ ⑦50 年後の⼈⼝縮減率（25％）に伴う公共施設の総
量削減などによるＬＣＣ削減＝463 億円 

 削減面積 144,299.97 ㎡（削減率 26％） 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

ひと目で分かる公共施設再配置の手法                                                    【第１部第３章のまとめ】    

～～～～西尾市西尾市西尾市西尾市がががが目標達成目標達成目標達成目標達成のためにのためにのためにのために活用活用活用活用するするするする公共施設再配置公共施設再配置公共施設再配置公共施設再配置のののの手法手法手法手法～～～～    

まちの未来を託す大切な宝である子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが引引引引きききき続続続続きききき住住住住んでいたいとんでいたいとんでいたいとんでいたいと感感感感じられるようなまじられるようなまじられるようなまじられるようなま

ちづくりにつながるためのちづくりにつながるためのちづくりにつながるためのちづくりにつながるための仕掛仕掛仕掛仕掛けづくりのツールけづくりのツールけづくりのツールけづくりのツール（（（（道具道具道具道具））））として、西尾市ではファシリティマ

ネジメント（ＦＭ）の考え方を踏まえた公共施設再配置を進めています。ここでは、８つの再

配置プロジェクトで活用を予定している再配置手法、ツールについて紹介します。 

手法１建物の⻑寿命化〜目標耐⽤年数を最⻑８０年に〜 
定 義 計画的な予防保全によって公共施設の目標耐用年数を最長８０年とする 

長 所 ＬＣＣおよびＬＣＣＯ

２

の軽減・安全性の確保 

短 所 予防保全のための財源確保 

活用予定 再配置プロジェクト０３・０８ 

手法２多機能化〜これからの公共施設のあり⽅のスタンダード〜 
定 義 一つの建物の中に複数の行政機能などを持たせること。複合化とも言う 

長 所 利用率向上などの相乗効果・ランニングコストの削減・施設総量の圧縮 

短 所 施設機能間の連携を図る運営管理体制づくりが難しいこと（縦割主義） 

活用予定 再配置プロジェクト０１・０２・０３ 

手法３建物の再生〜新たな価値を⽣み出す建築手法〜 

定 義 

リノベーション（性能向上）、コンバージョン（用途変更）、スケルトン・インフィ

ル方式、リファイニング建築などにより新たな価値観を創造し建物を再生する。 

長 所 

建物の長寿命化・多機能化を施工するときに活用できる手法・利便性・利用率の向上 

新築費（イニシャルコスト）の軽減・ＬＣＣＯ

２

の削減  

短 所 従来の公共事業では想定されていない手法であること（未経験手法） 

活用予定 再配置プロジェクト０１・０２・０３・０４ 

手法４建物の解体・更新〜解体ですべてが終わるわけではない〜 

定 義 

（解体）→３Ｍ（ムリ・ムダ・ムラ）を解消するとともに総量圧縮のために必要不可欠な

手法。 

（更新）→政策上必要な建物の更新または新設することはスクラップ＆ビルドを基本

に総量抑制する。 

長 所 

（解体）→施設総量の圧縮・ＬＣＣ削減・跡地の資産運用  

（更新）→機能集約化（多機能化）・新しい公共空間の創造  

短 所 

（解体）→コンセンサス形成が難しいこと・ＬＣＣＯ

２

の排出量の増加 

（更新）→施設整備のための財源確保・ＬＣＣＯ

２

の排出量の増加 

活用予定 再配置プロジェクト０１・０２・０３・０５ 

手法５官⺠連携（ＰＰＰ）〜多様な官⺠連携手法による再配置事業の推進〜 
定 義 

官と民が互いの役割を明確に分担して地域を良くしていく取組みで、ＰＦＩ、指定管

理者制度、包括的民間委託、アウトソーシングなどがある 

長 所 

民間事業者の持つ経営能力や技術的能力を活用できること・官と民との新たなパート

ナーシップで新公共空間を創造できること・地域経済の活性化が図られること 

短 所 

業務範囲の設定、責任分担の調整、モニタリングの方法などの手続きに時間を要する

こと 

活用予定 再配置プロジェクト０１・０２・０３・０４・０６・０７・０８ 

手法６資産運用〜公有財産の資産運⽤をまちづくりへつなげる〜 
定 義 効果的な管理運用を図るために公有財産の譲渡、貸付を積極的に行う 

長 所 低利用・未利用財産の有効利用・収入確保 

短 所 資産取得に補助金・市債を活用している場合の制約に配慮すること 

予 定 再配置プロジェクト０１・０２・０７ 



 

                                    

－－－－    4444    －－－－ 

⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

多目的新生涯学習施設多目的新生涯学習施設多目的新生涯学習施設多目的新生涯学習施設のののの整備整備整備整備    

    

 

 

 

 

 

 

●立地場所（３候補地）…コミュニテ

イ公園、吉良中学校内、吉良支所 

●施設規模…5,000 ㎡以内 スポーツ

から会議まで多用途の複合施設 

        吉良防災倉庫吉良防災倉庫吉良防災倉庫吉良防災倉庫のののの機能機能機能機能をををを吉良支吉良支吉良支吉良支

所所所所（（（（車庫車庫車庫車庫・・・・書書書書庫庫庫庫））））へへへへ移転移転移転移転（（（（用用用用

途変更途変更途変更途変更）。）。）。）。20202020 年以上年以上年以上年以上のののの耐用耐用耐用耐用

年数年数年数年数があるがあるがあるがある吉良支所吉良支所吉良支所吉良支所のののの建物建物建物建物はははは

トイレおよびトイレおよびトイレおよびトイレおよび警備員室警備員室警備員室警備員室のののの増築増築増築増築

によりによりによりにより継続利用継続利用継続利用継続利用するするするする。。。。    

 

                  建物建物建物建物解体解体解体解体およおよおよおよびびびび    

跡地跡地跡地跡地のののの官民連携官民連携官民連携官民連携にににに    

よるよるよるよる資産資産資産資産産運産運産運産運                                                                                                

ひと目で分かる再配置プロジェクト０１                                【第２部第１章のまとめ】 

① 事 業 名 吉良地区の多目的新生涯学習施設整備事業 

② 再 配 置 

施設と課題 

１１１１コミュニティ公園体育館 ２２２２吉良野外趣味活動施設 

３３３３吉良町公民館 ４４４４吉良支所（旧役場庁舎） 

７７７７横須賀老人憩の家ホール棟→耐震性が確保されていない施設 

５５５５吉良防災倉庫 ６６６６旧上横須賀郵便局→老朽化、未・低利用施設 

③ 再 配 置 

  方 針 

吉良地区にふさわしい新たな市民交流の場としての多目的な生涯

学習施設の整備および安全性に問題のある施設等を解体する 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

⑤再配置 

施設数 

解体数１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３・・・・４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６・・・・７７７７＝７（延床8,909.95㎡）  

改修数４４４４＝１（延床1,0７9.79㎡） 更新数＝１(延床5,000㎡以内) 

⑥ 年 次 ・ 

予 算 

H26＝市民説明会市民説明会市民説明会市民説明会 官民連携手法確定 民間業者公募開始 

H27＝民間業者公募型プロポーザル・選考・事前協議 市民検討会市民検討会市民検討会市民検討会 

H28＝業者契約 施設設計 市民検討会市民検討会市民検討会市民検討会 新施設整備  

    施設解体（（（（５５５５・・・・６６６６・・・・７７７７）））） 

H29＝新施設整備 施設改修（（（（４４４４）））） 機能移転 施設解体（（（（４４４４））））    

H30＝新施設運営 施設解体（（（（１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３））））    跡地運用    

    総事業費（概算額）（注１） 約１９億6,000万円 

⑦再配置効果 ＬＣＣ（注２）＝約１８億600万円／30年 

⑧再配置手法 官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）、多機能化（集積化）、用途変更、解体、資産運用 

    

    

    

    

    

    

再再再再

配配配配

置置置置    

ププププ

ロロロロ

ジジジジ

ェェェェ

クククク

トトトト    

００００

１１１１    

のののの    

概概概概

要要要要 

⑨特記事項 横須賀老人憩の家ホール棟の跡地については立地条件から資産運用が困難 

（注１）総事業費…新施設建設費、施設解体・改修費等。新施設運営費、資産運用にかかる収入金額は積算していない 

（注２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）…再配置しない場合のＬＣＣから再配置した場合のＬＣＣを差し引いた額（削減効果額） 

３３３３吉良町公民館吉良町公民館吉良町公民館吉良町公民館    

→建物解体 

１１１１コミュニテイコミュニテイコミュニテイコミュニテイ公園体育館公園体育館公園体育館公園体育館    

（研修室含む）・・・・管理棟管理棟管理棟管理棟→建物解体 

２２２２吉良野外趣味活動施設吉良野外趣味活動施設吉良野外趣味活動施設吉良野外趣味活動施設    

体育館体育館体育館体育館→建物解体 

    

５５５５吉良防災倉庫吉良防災倉庫吉良防災倉庫吉良防災倉庫    

→建物解体 

４４４４吉良支所吉良支所吉良支所吉良支所    

（（（（車庫車庫車庫車庫・・・・書庫書庫書庫書庫））））    

４４４４吉良支所吉良支所吉良支所吉良支所（（（（旧役場庁舎旧役場庁舎旧役場庁舎旧役場庁舎））））    ６６６６旧上横須賀郵便局旧上横須賀郵便局旧上横須賀郵便局旧上横須賀郵便局    ７７７７横須賀老人憩横須賀老人憩横須賀老人憩横須賀老人憩のののの家家家家ホールホールホールホール棟棟棟棟    

誰もが気軽に使えるわくわく感いっぱいの施設 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

いっしきいっしきいっしきいっしき市民交流広場市民交流広場市民交流広場市民交流広場（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの包括包括包括包括マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント    

 

 

 

 

 

 

 

         

一色支所一色支所一色支所一色支所内内内内のののの佐久島振興課佐久島振興課佐久島振興課佐久島振興課はははは佐久佐久佐久佐久

島行船島行船島行船島行船のりばのりばのりばのりば近近近近くのくのくのくの旧海旧海旧海旧海のののの歴史館歴史館歴史館歴史館

をををを改修改修改修改修してしてしてして機能移転機能移転機能移転機能移転。。。。    

 

 

一色一色一色一色地区定住化促進地区定住化促進地区定住化促進地区定住化促進マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント    

子育て世代から高齢者世代までが暮らしやす

い市営住宅を整備。新住宅規模＝90 戸程度 

延床約 7,000 ㎡程度。跡地は官民連携によ

資産運用 

ひと目で分かる再配置プロジェクト０２                        【第２部第２章のまとめ】                  

① 事 業 名 一色地区一色地区一色地区一色地区のののの新公共空間創造新公共空間創造新公共空間創造新公共空間創造事業事業事業事業    

② 再 配 置 

施設と課題 

１１１１一色支所 ２２２２一色老人福祉センター ８８８８対米住宅 ９９９９巨海住宅

→老朽化施設   

３３３３子育て支援センターいっしき ４４４４一色健康センター  

５５５５一色町公民館 ６６６６一色学びの館  

７７７７旧海の歴史館→低利用施設 

③ 再 配 置 

 方  針 

公共施設の集積化による新たな公共空間の創造と支所跡地におけ

る新市営住宅整備を中心とした一色地区の定住促進化を図る。 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

⑤再配置 

施設数 

解体数１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３・・・・８８８８・・・・９９９９＝５（延床13,246.03㎡） 改修数４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６・・・・７７７７＝

４（延床3,532.17㎡） 新設更新数＝１（延床約7,000㎡程度） 

⑥ 年 次 ・ 

予 算 

H26＝市民説明市民説明市民説明市民説明会会会会 官民連携手法確定 民間業者公募開始 

H27＝民間業者公募型プロポーザル・選考・事前協議 市民検討会市民検討会市民検討会市民検討会 

H28＝業者契約 施設設計 市民検討会市民検討会市民検討会市民検討会  

H29＝施設改修（４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６） 施設解体・機能移転（１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３）  

H30＝新施設整備 機能移転（８８８８・・・・９９９９） 施設運営 跡地資産運用 

※旧住宅の施設解体および跡地の資産運用は30年度以降の予定    

        総事業費（概算額）（注１） 約３３億4,000万円 

⑦再配置効果 ＬＣＣ（注２）＝約４７億3,500万円 

⑧再配置手法 官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）、多機能化（集積化）、用途変更、解体、資産運用 

    

    

    

    

    

    

再再再再

配配配配

置置置置

ププププ

ロロロロ

ジジジジ

ェェェェ

クククク

トトトト    

００００

２２２２    

のののの

概概概概

要要要要    

 

⑨特記事項 ６６６６一色学びの館はプロジェクト０４の対象施設でもあるため調整が必要 

（注１）総事業費…新施設建設費、施設解体・改修費等。新施設運営費、資産運用にかかる収入金額は積算していない 

（注２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）…再配置しない場合のＬＣＣから再配置した場合のＬＣＣを差し引いた額（削減効果額） 

５５５５一色一色一色一色町公民館町公民館町公民館町公民館→→→→改修 

１１１１一色支所一色支所一色支所一色支所(別館･会議棟･

車庫含む)→建物解体 

    

２２２２一色老人福一色老人福一色老人福一色老人福祉祉祉祉センターセンターセンターセンター

→建物解体 

１１１１一色支所一色支所一色支所一色支所    佐久島振興課佐久島振興課佐久島振興課佐久島振興課    

７７７７旧海旧海旧海旧海のののの歴史館歴史館歴史館歴史館→改修 

８８８８    対米住宅対米住宅対米住宅対米住宅→建物解体 ９９９９    巨海住宅巨海住宅巨海住宅巨海住宅→建物解体 

４４４４一色健康一色健康一色健康一色健康センター→センター→センター→センター→改修    
３３３３子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センセンセンセンターいっしきターいっしきターいっしきターいっしき    

→施設貸付・譲渡または解体 

６６６６一色学びの館と５５５５一色町公民館（地

域交流センター）と４４４４一色健康センタ

ーを（仮称）いっしき市民交流広場と

総称する多目的に利用可能な施設群と

して包括的に運営する。 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

小中一貫施設小中一貫施設小中一貫施設小中一貫施設のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化をををを進進進進めながらめながらめながらめながら

給食室給食室給食室給食室やプールなどのやプールなどのやプールなどのやプールなどの重複設備重複設備重複設備重複設備のののの一元一元一元一元

化化化化をををを図図図図りりりり、、、、将来的将来的将来的将来的にはにはにはには他他他他のののの公共施設公共施設公共施設公共施設機機機機

能能能能のののの統廃合移転先統廃合移転先統廃合移転先統廃合移転先としてとしてとしてとして検討検討検討検討するするするする。。。。    

 

長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化をををを図図図図

るとともにるとともにるとともにるとともに地地地地

域域域域のののの拠点拠点拠点拠点としとしとしとし

てのてのてのての多機能化多機能化多機能化多機能化

をををを進進進進めるめるめるめる。。。。    

 

        長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化をををを図図図図るるるる    

とともにとともにとともにとともに低利用低利用低利用低利用    

室室室室のののの有効利用有効利用有効利用有効利用をををを    

図図図図るるるる。。。。    

    

       吉良吉良吉良吉良とととと幡幡幡幡    

豆豆豆豆のののの給食給食給食給食        

                            センターセンターセンターセンター    

                            もももも含含含含めためためためた

ありありありあり方方方方

をををを検討検討検討検討    

 

ひと目で分かる再配置プロジェクト０３                             【第２部第３章のまとめ】    

① 事 業 名 学校教育関係施設の⻑寿命化事業 

② 再 配 置 

施設と課題 

１１１１吉良中学校、２２２２寺津小学校、３３３３寺津中学校、４４４４一色町体育館（重複 

施設）、５５５５一色Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（重複施設）、６６６６一色学校給食セ 

ンター→老朽化施設 

③ 再 配 置 

 方  針 

更新優先度の高い学校教育関係施設の長寿命化を官民連携によって効

率的に実践することで安全性の確保および公共施設一斉更新問題に対

する財政負担の平準化を図る。 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

  

⑤再配置 

施設数 

解体数５５５５・６６６６＝２（予定）（延床1,738,00㎡） 

改修数１１１１・２２２２・３３３３・４４４４＝４（延床27,279.00㎡） 

⑥ 年 次 ・ 

予 算 

H26＝市民説明会市民説明会市民説明会市民説明会 官民連携手法確定 民間業者公募開始 

    調査・検討（プール・給食センター） 

H27＝民間業者公募型プロポーザル・選考・事前協議 市民検討会市民検討会市民検討会市民検討会 

    調査・検討（プール・給食センター）→結果に基づく再配置 

H28＝業者契約 保全計画策定 市民検討会市民検討会市民検討会市民検討会 施設設計 

H29～30＝施設改修（１１１１・２２２２・３３３３・４４４４） 

※再配置プロジェクト０１の新施設建設場所が吉良中の場合は設計および工事の調整を要する。 

※寺津小・中学校のコンパクト化は設備改修時に施工し、他機能移転については行政内部で検討 

   総事業費（概算額）（注１）約２６億6,000万円 

⑦再配置効果 

ＬＣＣ（注２）＝約５7億7,100万円（一色Ｂ＆Ｇ海洋センタープー

ルと一色学校給食センターのＬＣＣは算入していない。総事業費も同じ） 

⑧再配置手法 官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）、長寿命化、多機能化、用途変更 

    

    

    

    

    

    

再再再再

配配配配

置置置置

ププププ

ロロロロ

ジジジジ

ェェェェ

クククク

トトトト    

００００

３３３３    

のののの

概概概概

要要要要    

 

⑨特記事項 学校運営に支障のないように学校施設の大規模改修を図る 

（注１）総事業費…施設改修費、解体費など。運営費は積算していない。 

（注２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）…再配置しない場合のＬＣＣから再配置した場合のＬＣＣを差し引いた額（削減効果額） 

    

２２２２寺津小学校寺津小学校寺津小学校寺津小学校    
３３３３寺津寺津寺津寺津中中中中学校学校学校学校    

６６６６一色学校給食一色学校給食一色学校給食一色学校給食センターセンターセンターセンター    

    １１１１吉良中学校吉良中学校吉良中学校吉良中学校    

４４４４一色町体育館一色町体育館一色町体育館一色町体育館    

学校学校学校学校 プープープープー

ルのルのルのルの 代替代替代替代替

機能機能機能機能 をををを 担担担担

えるえるえるえる かをかをかをかを

検討検討検討検討するするするする 
５５５５一色一色一色一色Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇ海洋海洋海洋海洋センターセンターセンターセンター

プールプールプールプール    
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⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

 

          

 

 

 

 

     ひと目で分かる再配置プロジェクト０４                【第２部第４章のまとめ】 

（注１）総事業費…施設改修費など。施設運営費は積算していない。    

（注２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）…再配置しない場合のＬＣＣから再配置した場合のＬＣＣを差し引いた額（削減効果額） 

① 事 業 名 資料館機能（重複施設）リニューアル事業 

② 再 配 置 

施設と課題 

１１１１資料館（歴史公園内） ２２２２一色学びの館 

３３３３吉良歴史民俗資料館 ４４４４幡豆歴史民俗資料館 

→老朽化・低利用（重複機能）施設 歴史資料の収蔵スペース

が飽和状態 

③ 再 配 置 

 方  針 

郷土の歴史や文化に対する理解を市内外で深めてもらうため、

これまでの施設展示中心から脱却し、あらゆる手段を駆使して

情報発信力を高める資料館機能のリニューアルをハード面、ソ

フト面の双方から検討する。 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

⑤再配置数 改修数１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３・・・・４４４４＝４（延床1,983.89㎡） 

⑥ 年 次 ・ 

予 算 

HHHH26262626＝＝＝＝リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル計画計画計画計画のののの調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究    

HHHH27272727＝＝＝＝リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル計画計画計画計画にににに対対対対するするするする民間業者公募民間業者公募民間業者公募民間業者公募プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル    

                ※一色学びの館は再配置プロジェクト０２との調整を要する 

H28H28H28H28＝＝＝＝施設設計施設設計施設設計施設設計    

H29H29H29H29＝＝＝＝施設改修施設改修施設改修施設改修    機能移転機能移転機能移転機能移転        

H30H30H30H30＝＝＝＝施設施設施設施設リニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープン    収蔵収蔵収蔵収蔵スペースへスペースへスペースへスペースへ用途変更用途変更用途変更用途変更    

    総事業費（概算額）（注１） 約２億円    

⑦再配置効果 ＬＣＣ（注２）＝約８億３,000万円／30年 

⑧再配置手法 官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）、用途変更 

    

    

    

    

    

    

再再再再

配配配配

置置置置    

ププププ

ロロロロ

ジジジジ

ェェェェ

クククク

トトトト    

００００

４４４４    

のののの    

概概概概

要要要要 

⑨特記事項 

○小中学校を含めた公共および民間施設での資料展示およびネット歴史民俗

資料館構想も検討 

○西尾市行政評価委員会・平成２４年度（第１８次）報告書の教育委員会事

業の評価所見で、一色学びの館を観光資源や文化財等の情報発信施設とし

て十分活用されるよう施設名の変更などの検討が提案されている。 

１１１１資料館資料館資料館資料館    

３３３３吉良歴史民俗資料館吉良歴史民俗資料館吉良歴史民俗資料館吉良歴史民俗資料館    

→資料館は歴史資料の収蔵ス

ペースへ、ふれあい会館は塩

田体験施設へ用途変更。 

４４４４幡豆歴史民俗資料館幡豆歴史民俗資料館幡豆歴史民俗資料館幡豆歴史民俗資料館    

→歴史資料の収蔵施設へ

用途変更 

２２２２一色学一色学一色学一色学びのびのびのびの館館館館    

後世後世後世後世へへへへ継承継承継承継承すすすすべきべきべきべき郷土郷土郷土郷土のののの歴歴歴歴

史史史史やややや文化文化文化文化のののの展示拠点施設展示拠点施設展示拠点施設展示拠点施設はははは

集客力集客力集客力集客力のののの高高高高いいいい資料館資料館資料館資料館とととと一色一色一色一色

学学学学びのびのびのびの館館館館にするにするにするにする。。。。しかししかししかししかし、、、、

今後今後今後今後はははは施設展示施設展示施設展示施設展示だけではなだけではなだけではなだけではな

くくくく両施設両施設両施設両施設のリニューアルにのリニューアルにのリニューアルにのリニューアルに

合合合合わせてわせてわせてわせて電子資料館構想電子資料館構想電子資料館構想電子資料館構想なななな

どどどど、、、、見見見見にににに来来来来てもらうてもらうてもらうてもらう展示展示展示展示かかかか

らららら世界中世界中世界中世界中どこからもどこからもどこからもどこからも見見見見られられられられ

るるるる展示展示展示展示へとへとへとへと視点視点視点視点をををを変変変変えてえてえてえて情情情情

報発信力報発信力報発信力報発信力をををを高高高高めていくことめていくことめていくことめていくこと    

がががが大切大切大切大切。。。。そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも展示機能展示機能展示機能展示機能をををを有有有有するするするする岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬

文庫文庫文庫文庫、、、、旧糟谷邸旧糟谷邸旧糟谷邸旧糟谷邸、、、、尾﨑士郎記念館尾﨑士郎記念館尾﨑士郎記念館尾﨑士郎記念館などのなどのなどのなどの文化文化文化文化

施設施設施設施設、、、、さらにはさらにはさらにはさらには吉良吉良吉良吉良家菩提寺家菩提寺家菩提寺家菩提寺をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする

市内市内市内市内のののの名所旧跡名所旧跡名所旧跡名所旧跡などなどなどなどのののの地域資源地域資源地域資源地域資源をををを含含含含めめめめたたたた上上上上

でででで、、、、資料館機能資料館機能資料館機能資料館機能のソフトのソフトのソフトのソフト面面面面とハードとハードとハードとハード面面面面のののの両面両面両面両面

のリニューアルをのリニューアルをのリニューアルをのリニューアルを官民連携官民連携官民連携官民連携でででで進進進進めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考

えるえるえるえる。。。。    

旧白旧白旧白旧白ばらばらばらばら学園園舎学園園舎学園園舎学園園舎（（（（平成平成平成平成 25252525 年度公共施設再配置年度公共施設再配置年度公共施設再配置年度公共施設再配置モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業））））本本本本プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト対象外事業対象外事業対象外事業対象外事業    

平成２５年度から室場なかよし園へ機能移転することで廃止される旧白ばら学園園舎（鉄

骨造平屋建・延床面積 531.89 ㎡）を、歴史資料等を一元的に収納・調査する文化財収納

施設として用途変更して再利用する。再配置に伴うＬＣＣ効果＝約 3,600 万円 



 

                                    

－－－－    8888    －－－－ 

⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

 ひと目で分かる再配置プロジェクト０５                【第２部第５章のまとめ】    

①①①① 事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名    弓道場機能（重複施設）集約化事業 

② 再 配 置 

施設と課題    

１１１１総合体育館・弓道場 ２２２２一色弓道場 ３３３３吉良弓道場 

４４４４幡豆弓道場 参考参考参考参考中学校弓道場 

→重複機能・低利用施設 施設規模に合った利用料の設定 老朽

化施設（一色） 借地（一色・吉良・幡豆）  

③③③③ 再 配 置再 配 置再 配 置再 配 置    

    方方方方     針針針針    

弓道振興のため、安全安心な弓道場への機能集約化と中学校弓道

場の一般開放を進めることにより弓道人口の増加に努める。 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン    

 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤再配置再配置再配置再配置数数数数    解体数２２２２・・・・４４４４＝２（延床377.64㎡） 

⑥⑥⑥⑥ 年 次年 次年 次年 次 ・・・・    

予予予予    算算算算    

HHHH26262626＝＝＝＝一色弓道場廃止一色弓道場廃止一色弓道場廃止一色弓道場廃止・・・・解体解体解体解体・・・・借地返還借地返還借地返還借地返還            

中学校弓道場中学校弓道場中学校弓道場中学校弓道場のののの一般開放一般開放一般開放一般開放のののの検討検討検討検討→→→→H27H27H27H27実施実施実施実施    

弓道場利用料弓道場利用料弓道場利用料弓道場利用料のののの適正化検討適正化検討適正化検討適正化検討→→→→H27H27H27H27実施実施実施実施    

            弓道人口増加弓道人口増加弓道人口増加弓道人口増加策策策策のののの検討検討検討検討→→→→H27H27H27H27実施実施実施実施    

総事業費（概算額） 約４00万円    

⑦⑦⑦⑦再配置効果再配置効果再配置効果再配置効果    ＬＣＣ（注2）＝約1億5,500万円／30年 

⑧⑧⑧⑧再配置手法再配置手法再配置手法再配置手法    長寿命化、解体、利用者負担の見直し、効率的運用 
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置置置置    

ププププ
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００００

５５５５    

のののの    

概概概概

要要要要 

⑨⑨⑨⑨特記事項特記事項特記事項特記事項    同規模自治体と比較した場合、西尾市の弓道場の保有面積はやや多い 

（注１）総事業費…施設解体費 

（注２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）…再配置しない場合のＬＣＣから再配置した場合のＬＣＣを差し引いた額（削減効果額） 

１１１１総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館・・・・弓道場弓道場弓道場弓道場    

２２２２一色弓道場一色弓道場一色弓道場一色弓道場    

３３３３吉良弓道場吉良弓道場吉良弓道場吉良弓道場    

４４４４幡豆弓道場幡豆弓道場幡豆弓道場幡豆弓道場    

参考参考参考参考    中学校弓道場中学校弓道場中学校弓道場中学校弓道場    

弓道場拠点施設とし

て長寿命化対象施設長寿命化対象施設長寿命化対象施設長寿命化対象施設

とするとするとするとする    

廃止廃止廃止廃止・・・・解体解体解体解体    

利用者は他の弓道場

を利用する 

大規模改修大規模改修大規模改修大規模改修が必要と 

なった時点で、 

機能存続機能存続機能存続機能存続についてについてについてについて検討検討検討検討    

大規模改修大規模改修大規模改修大規模改修が必要と 

なった時点で、 

廃止廃止廃止廃止・・・・解体解体解体解体    

市民への一般開放施一般開放施一般開放施一般開放施

設設設設とするとするとするとする    



 

                                    

－－－－    9999    －－－－ 

⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

  ひと目で分かる再配置プロジェクト０６                        【第２部第６章のまとめ】        

①①①① 事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名    地区集会施設の地域譲渡事業 

②②②② 再 配 置再 配 置再 配 置再 配 置    

施設施設施設施設とととと課題課題課題課題 

１１１１法光寺町公民館   ２２２２山下会館   ３３３３つくしが丘集会場 

４４４４下町多目的集会場 ５５５５野々宮コミュニティーセンター 

６６６６八ケ尻町集会場   ７７７７西小梛町集会場   ８８８８小栗町集会場 

９９９９奥田町集会場 10101010南奥田町集会場  

→特別な理由によって市所有の建物になっているが、町内会独自

で建設、所有し、維持管理運営している他の地域の地区集会施設

と公平性が図られていないこと 

③③③③ 再 配 置再 配 置再 配 置再 配 置    

    方方方方     針針針針 

市所有の地区集会施設は市民協働の観点から原則として地域へ無

償譲渡する。市が負担している火災保険料は平成２７年度から借

受団体の負担とする。※寺津地域漁民センターも同じ扱いとする 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン 

    

１１１１法光寺町公民館 

２２２２山下会館 

３３３３つくしが丘集会場 

４４４４下町多目的集会場 

５５５５野々宮コミュニティーセンター  

６６６６八ケ尻町集会場      

７７７７西小梛町集会場 

８８８８小栗町集会場 

９９９９奥田町集会場 

10101010南奥田町集会場 

 

⑤⑤⑤⑤再配置再配置再配置再配置数数数数    譲渡数１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３・・・・４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６・・・・７７７７・・・・８８８８・・・・９９９９・・・・10101010＝１０（延床1,418.04㎡） 

⑥⑥⑥⑥ 年 次年 次年 次年 次 ・・・・    

予予予予    算算算算 

H26H26H26H26＝＝＝＝町内会全体説明会町内会全体説明会町内会全体説明会町内会全体説明会→→→→町内会個別対話町内会個別対話町内会個別対話町内会個別対話        

HHHH27272727＝＝＝＝各町内会意思確認各町内会意思確認各町内会意思確認各町内会意思確認→→→→議会審議議会審議議会審議議会審議→→→→無償譲渡無償譲渡無償譲渡無償譲渡    

  総事業費（概算額）（注１） 約100万円 

⑦⑦⑦⑦再配置効果再配置効果再配置効果再配置効果    ＬＣＣ（注2）＝約４億３，３００万円／３０年 

⑧⑧⑧⑧再配置手法再配置手法再配置手法再配置手法    無償譲渡 

                        

    

    

    

    

    

再再再再

配配配配

置置置置    

ププププ

ロロロロ

ジジジジ

ェェェェ

クククク

トトトト    

００００

６６６６    

のののの    

概概概概

要要要要 

⑨⑨⑨⑨特記事項特記事項特記事項特記事項    寺津地域漁民センターの火災保険料は平成２７年度から借受団体が負担 

（注１）総事業費…測量・登記手数料 

（注２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）…再配置しない場合のＬＣＣから再配置した場合のＬＣＣを差し引いた額（削減効果額） 

 

１１１１法光寺町法光寺町法光寺町法光寺町    

公民館公民館公民館公民館    

建物を 

無償譲渡する 

７７７７西小梛町西小梛町西小梛町西小梛町    

集会場集会場集会場集会場    

 



 

                                    

－－－－    10101010    －－－－ 

⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

ひと目で分かる再配置プロジェクト０７                     【第２部第７章のまとめ】 

①①①① 事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名    未利用・低利用施設の貸付事業 
②②②② 再 配 置再 配 置再 配 置再 配 置    

施設施設施設施設とととと課題課題課題課題 

１１１１幡豆いきいきセンター（１階）→低利用施設 

２２２２佐久島海釣りセンター管理棟→未利用施設 

③③③③ 再 配 置再 配 置再 配 置再 配 置    

    方方方方     針針針針 

未利用・低利用施設であり、かつ諸事情により売却や施設機能を

変更できない公共施設については、民間企業等への貸付事業を行

う。 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤再配置再配置再配置再配置数数数数    

貸付数１１１１・・・・２２２２＝２ 

（貸付可能面積）土地：1,521.00㎡ 建物：約456.05㎡ 

⑥⑥⑥⑥ 年 次年 次年 次年 次 ・・・・    

予予予予    算算算算    

H26H26H26H26＝＝＝＝企画提案企画提案企画提案企画提案によるプロポーザルによりによるプロポーザルによりによるプロポーザルによりによるプロポーザルにより借受者借受者借受者借受者をををを公募公募公募公募・・・・選定選定選定選定    

貸付料＝２施設で年間約490万円を想定 

HHHH27272727～～～～H31H31H31H31＝＝＝＝貸付契約貸付契約貸付契約貸付契約（（（（最大最大最大最大5555年年年年でででで更新更新更新更新もももも可能可能可能可能））））    

   総事業費（概算額）（注１） 約2,200万円 

⑦⑦⑦⑦再配置効果再配置効果再配置効果再配置効果    ＬＣＣ（注２）＝約２億５，９００万円／30年 

⑧⑧⑧⑧再配置手法再配置手法再配置手法再配置手法    資産運用（貸付） 
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⑨⑨⑨⑨特記事項特記事項特記事項特記事項    貸付料は貸付事業が円滑に進むように今後、設定を検討する 

（注１）総事業費…施設改修費など 

（注２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）…再配置しない場合のＬＣＣから再配置した場合のＬＣＣを差し引いた額（削減効果額） 

１階の低利用室（健診相談室・待合広 

場・すこやかルーム）と駐車場の民間 

貸付を公募する。 

土地・建物の一部または全部の民間貸付を 

公募する。 

○建築年月：平成１４年１２月 

○建物構造：鉄筋コンクリート造３階建 

○敷地面積：10,100.90 ㎡(幡豆支所敷地含む） 

 貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積：：：：1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡程度程度程度程度    

○延床面積：1,547.68 ㎡ 

 貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積：：：：約約約約 300300300300 ㎡（㎡（㎡（㎡（１１１１階階階階））））    

 

○建築年月：昭和６１年１０月 

○建物構造：鉄筋コンクリート造３階建 

○敷地面積：521.00 ㎡ 

貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積：：：：521.00521.00521.00521.00 ㎡㎡㎡㎡    

○延床面積：156.05 ㎡ 

貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積貸付可能面積：：：：156.05156.05156.05156.05 ㎡㎡㎡㎡    

１１１１幡豆幡豆幡豆幡豆いきいきセンタいきいきセンタいきいきセンタいきいきセンターーーー    

（（（（１１１１階階階階））））    

２２２２佐久島海釣佐久島海釣佐久島海釣佐久島海釣りセンタりセンタりセンタりセンタ

ーーーー管理棟管理棟管理棟管理棟    



 

                                    

－－－－    11111111    －－－－ 

⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

ひと目で分かる再配置プロジェクト０８                            【第２部第８章のまとめ】 

 

① 事 業 名 再配置戦略の継続的な推進のためのＦＭ施策 

②再配置を 

進めると

きの行政

課題 

●公共施設が縦割組織の分散管理のため、建物や設備の保守管理、法

定点検、維持管理に対するマネジメントが一元化されていないこと 

●施設担当職員が建物の老朽化を確認・点検できる知識・技術を有し

ていないこと 

●建物を長寿命化するための予防保全予算が安定的に確保されていな

いこと 

●組織を横断する再配置プランの調整に長い時間を要すること 

③再配置方針 

ファシリティマネジメントの考え方に基づき、所管部門の枠をこえて

公共施設の経営財務面と保全技術面の評価を行える横串機能組織を中

心に再配置戦略を全庁的な取り組みとして強力に推進する。 

④④④④再 配再 配再 配再 配 置置置置    

プ ラプ ラプ ラプ ラ ンンンン 

●●●●公共施設包括公共施設包括公共施設包括公共施設包括マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント事業事業事業事業    

 

 

 

 

 

 

  

 

    

    

    

●●●●施設施設施設施設維持管理維持管理維持管理維持管理マニュアルのマニュアルのマニュアルのマニュアルの策定策定策定策定、、、、鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造のののの構造体劣化構造体劣化構造体劣化構造体劣化調査調査調査調査    

 

 

  

 

 

 

●●●●再配置予算再配置予算再配置予算再配置予算枠枠枠枠のののの確保確保確保確保・・・・迅速迅速迅速迅速なななな再配置戦略推進再配置戦略推進再配置戦略推進再配置戦略推進のためののためののためののための体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり    

        

⑥ 年 次 ・ 

予 算 

H26H26H26H26＝＝＝＝公共施設包括公共施設包括公共施設包括公共施設包括マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント業務抽出調査業務抽出調査業務抽出調査業務抽出調査    

施設維持管理施設維持管理施設維持管理施設維持管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル策定策定策定策定のののの調査調査調査調査検討検討検討検討    

鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造のののの物理的耐用年数調査物理的耐用年数調査物理的耐用年数調査物理的耐用年数調査    

（（（（仮称仮称仮称仮称））））資産経営戦略会議資産経営戦略会議資産経営戦略会議資産経営戦略会議のののの設置設置設置設置    

HHHH27272727＝＝＝＝公共施設包括公共施設包括公共施設包括公共施設包括マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント業務発注準備業務発注準備業務発注準備業務発注準備（（（（次年度予算調整次年度予算調整次年度予算調整次年度予算調整））））    

施設維持管理施設維持管理施設維持管理施設維持管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル策定策定策定策定→→→→職員説明会職員説明会職員説明会職員説明会 

H28H28H28H28＝＝＝＝公共施設包括公共施設包括公共施設包括公共施設包括マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント業務発注業務発注業務発注業務発注    

ＦＭＦＭＦＭＦＭ施策施策施策施策のののの民間提案民間提案民間提案民間提案、、、、予算枠確保予算枠確保予算枠確保予算枠確保などについてはなどについてはなどについてはなどについては随時進随時進随時進随時進めていくめていくめていくめていく    

⑦再配置効果 （参考）流山市の包括マネジメントでは34施設で約3,500万円/3年の削減効果 

⑧再配置手法 官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）、官学連携（鉄骨造調査） 
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⑨特記事項 鉄骨造調査については工学系大学及び関係機関と連携して調査研究する。 

         施設施設施設施設ごとにごとにごとにごとに分離発注分離発注分離発注分離発注されていたされていたされていたされていた法定点検法定点検法定点検法定点検などのなどのなどのなどの保守保守保守保守管管管管    

理業務理業務理業務理業務をををを包括包括包括包括マネジメマネジメマネジメマネジメントとしてントとしてントとしてントとして一括発注一括発注一括発注一括発注することすることすることすること

でででで、、、、事務量事務量事務量事務量のののの低減低減低減低減・コスト・コスト・コスト・コスト削減削減削減削減をををを図図図図るるるる。。。。民間民間民間民間ののののノウハウをノウハウをノウハウをノウハウを    

最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすためかすためかすためかすため、、、、施設施設施設施設のののの維持管理業務維持管理業務維持管理業務維持管理業務にににに対対対対するするするする民民民民

間提案間提案間提案間提案をををを受受受受けることもけることもけることもけることも包括包括包括包括マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント事業事業事業事業にににに含含含含めめめめ    

るるるる。。。。またまたまたまた、、、、再配置再配置再配置再配置プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 07070707 のようなのようなのようなのような未利用未利用未利用未利用・・・・低利用施設低利用施設低利用施設低利用施設のののの有有有有

効活用案効活用案効活用案効活用案についてもについてもについてもについても民間提案民間提案民間提案民間提案をををを受受受受けることをけることをけることをけることを検討検討検討検討するするするする。。。。 

包括マネジメント対象候補施設…行政施設３（本庁舎、水道庁舎、幡豆支所）子育て支

援施設 28（保育園・幼稚園）、学校教育施設 37（小学校・中学校・看護専門学

校）、社会教育施設 14（ふれあいセンター・公民館）、社会体育施設 6（体育館・プ

ール）、文化施設 12（文化会館、図書館、資料館）、保健施設 3（保健センター）、

福祉施設２（総合福祉センター、幡豆いきいきセンター）  

施設所管課職員施設所管課職員施設所管課職員施設所管課職員がががが予防保全予防保全予防保全予防保全のののの視点視点視点視点からからからから施設施設施設施設のののの点検点検点検点検をををを行行行行うううう

ことができるマニュアルをことができるマニュアルをことができるマニュアルをことができるマニュアルを作成作成作成作成することですることですることですることで、、、、施設施設施設施設のののの安全安全安全安全

性性性性、、、、耐久性耐久性耐久性耐久性、、、、機能性機能性機能性機能性、、、、快適性快適性快適性快適性などのなどのなどのなどの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる。。。。    

またまたまたまた、、、、これまでこれまでこれまでこれまで正確正確正確正確にににに把握把握把握把握されてこなかったされてこなかったされてこなかったされてこなかった鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造のののの建建建建

築物築物築物築物のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のののの可否可否可否可否をををを判断判断判断判断するためするためするためするため、、、、鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造のののの構造体構造体構造体構造体

劣化調査劣化調査劣化調査劣化調査をををを試験的試験的試験的試験的にににに行行行行うううう。。。。    

    

 公共施設再配置基本方針公共施設再配置基本方針公共施設再配置基本方針公共施設再配置基本方針をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには恒常的恒常的恒常的恒常的なななな再配再配再配再配    

置予算枠置予算枠置予算枠置予算枠のののの確保確保確保確保がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。そのためのそのためのそのためのそのための財源財源財源財源としてとしてとしてとして

再配置基金再配置基金再配置基金再配置基金のののの設置設置設置設置をををを検討検討検討検討するするするする。。。。またまたまたまた、、、、再配置再配置再配置再配置をををを強力強力強力強力にににに推推推推

進進進進するためするためするためするため、、、、市長市長市長市長をトップとするをトップとするをトップとするをトップとする資産経営戦略会議資産経営戦略会議資産経営戦略会議資産経営戦略会議をををを設設設設

置置置置しししし迅速迅速迅速迅速なななな政策合意形成政策合意形成政策合意形成政策合意形成をををを図図図図るるるる。。。。    


