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 公共施設マネジメント計画の概要 

 計画策定の背景と目的 

本市では、昭和 40 年代から 60 年代の高度経済成長期において、学校や市営住宅など

多くの公共施設を整備し、それ以降、今日まで市民の皆さんの多様なニーズに応えなが

ら維持管理を行なってきました。 

しかし、それらの公共施設の多くが竣工後約 30 年を経過し、これから一斉に大規模 

改修や更新の時期を迎えようとしています。 

さらに、急速に進む人口減少や少子化等から、行政経営に必要な財源の基礎である税

収の減少や、公共施設の利用需要の変化が予想されることを踏まえ、施設の数量、運営

のあり方の見直しを前提とした、公共施設の適正化の実現が急務となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、市の財政状況以前に、私たちの普

段の暮らしにも大きな影響を与え、私たちは、今まで当たり前であった生活様式を変え

ることを余儀なくされています。その中で、公共施設に求められるニーズも、今後さら

に大きく変化していくことが予測されます。 

このような状況下でも、安全な施設の中で市民の皆さんに必要な行政サービスを維

持・向上していくためには、「公共施設全体の状況を把握」「長期的な視点をもった計画

的な施設管理・更新」「財政負担の軽減・平準化」等の工夫が必要になりますが、それ

を、本市の施設全体として、さらに、各施設としてどのように実現するか、市としての

方針を定めることが本計画の大きな目的です。 

策定に先立ち、公共施設等(公共施設及びインフラ資産)を取り巻く現状や将来にわたる

課題等と、長期的視点で公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための考え方

を整理した「山梨市公共施設等総合管理計画」を 2016(平成 28)年 3 月に策定しまし

た。 

今回策定する山梨市公共施設マネジメント計画(以下「マネジメント計画」という。)

は、対象を市が保有する建築物に限定し、その建築物の「一生」をどのようにマネジメ

ントしていくかについて方針を定めていきます。  
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 計画の位置づけと概要 

本計画は、本市の最上位計画「山梨市まちづくり総合計画」のもと、上位計画である

「山梨市公共施設等総合管理計画(以下、「総合管理計画」という。)」の考え方を基に、

「山梨市都市計画マスタープラン」を上位計画とする「山梨市立地適正化計画」等、各

種土地利用計画やその他関連計画との整合性を図りながら策定、実施及び改訂を進めて

いきます。 

また、本計画の構成は、再配置の基本的な考え方となる「基本方針編」と、各施設の

継続・再編等の方向性を示した「実施方針編」に分けました。具体的な内容として、各

公共施設の「利用状況」「運営・管理経費」「地理的条件」「まちづくりの視点」等に

よる施設評価と、市民意向を踏まえた適正化の方向付けを行い、老朽化対策や予防保全※

1の実施等による施設の長寿命化、民間活用やコスト最適化等による施設運営の効率化な

どにより持続可能な行財政運営に向けた公共施設等マネジメント※2を推進していくため

の取組みを明らかにしていきます。 

 

図 1-1 各計画との位置関係 

 

※1 予防保全：建物に損傷や故障が発生して使用不可能な状態になる前に、計画的な修繕や改修等を

実施すること。 

※2 公共施設等マネジメント：市が保有する全ての公共施設等の状況を把握し、経営的で長期的な視

点で再配置を行ない、財政支出の削減や歳入の調達等を図る一連の取

組み。 
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 計画期間 

計画期間は、総合管理計画と整合を図り、2021(令和 3)年度から 2050(令和 32)年度ま

での 30 年とします。なお、昨今の社会情勢の急速な変化を踏まえ、図 1-2 のとおり

2021(令和 3)年度から 2030(令和 12)年度までの 10 年を第 1 期、以降も、10 年単位で第

2 期、第 3 期と区分し、基本方針編の見直しを行ないます。より具体的な見直しのサイ

クルは「3.2.3 計画の定期的な見直し」（P34）に示します。 

 

 

図 1-2 計画期間と見直し期間の設定 
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 対象施設 

図 1-3 は、総合管理計画の対象施設を大まかに分類した図です。マネジメント計画

は、これらのうち、市有建築物を対象とし、その数は、249 施設 510 棟（2020（令和

2）年 12 月末時点）とします。なお、以下のような施設は、市内にあったとしても対象

外としています。 

・個人や民間企業から借用して市の事業を実施している建築物 

・国や県が整備した建築物 

 

 

図 1-3 対象施設  

マネジメント計画の対象施設 
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公共建築物 

学校教育系施設（幼稚園、小学校、中学校、教員住宅 など） 

市民文化系施設（公会堂、公民館、文化ホール など） 

社会教育系施設（旧坂本家住宅、根津記念館 など） 

スポーツ・レクリエーション系施設 

(体育館、プール、道の駅、温泉施設 など） 

産業系施設（夢わーく山梨、夢ファーム など） 

子育て支援施設（保育園、児童センター、学童クラブ） 

保健・福祉施設 

（老人健康福祉センター、デイサービスセンター、晴風園 など） 

医療施設（牧丘病院、三富診療所、産婦人科 など） 

行政系施設（市役所、牧丘庁舎、三富庁舎 など） 

消防施設（詰所、水防施設） 

住宅施設（公営住宅） 

公園施設（万力公園、フルーツセンターなど） 

供給処理施設（環境センター、水道管理室 など） 

インフラ資産 

道路・橋（市道、橋など） 

水道施設（管路、浄水施設、配水施設 など） 

下水道施設（下水管、雨水渠、ポンプ施設 など） 

公園施設（近隣公園、街区公園、都市緑地） 

公共施設等総合管理計画の対象施設 
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 公共施設を取り巻く現状及び課題 

 市の概況 

本市は、2005(平成 17)年 3 月 22 日に、山梨市、牧丘町、三富村が合併して誕生しまし

た。甲府盆地の東部に位置し、面積は 289.80km2と、県内第 4 位の広さを有していま

す。地形的には、笛吹川沿いに南北に繋がり、北部は山岳・丘陵地帯、南部は笛吹川左

岸に平坦地、右岸は平坦地から丘陵地帯か広゙がっています。  

市内は、11 の地区に分かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 位置図 

三富地区 

西保地区 

中牧地区 

諏訪地区 

岩手地区 八幡地区 

山梨地区 

日下部地区 

加納岩地区 

後屋敷地区 

日川地区 

旧牧丘町 

旧山梨市 

旧三富村 

東山梨駅 

山梨市駅 

山梨市役所 

約 27.7km 

約 19.9km 

・市役所から国道で三富の北端 雁坂トンネル入口まで 約

31km 

・市役所から国道で日川の南端 日川橋まで  約 ４ km 

・市役所から国道・県道で西保の西端の集落まで 約 15 km 

・市役所から国道・県道で八幡の西端の集落まで 約 12 ｋｍ 
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 人口動態 

 総人口の推移 

図 1-5 は、本市の総人口の推移を 1920（大正 9）年から示したグラフです。本市の現

在の人口は 34,357 人です（住民基本台帳：2020（令和 2）年 4 月 1 日現在）。 

本市では、終戦後に人口が急増しましたが、戦後の復興時は徐々に減少していき、

1970 年代の高度経済成長期後期から 2000 年代までは人口が微増するものの、以後の減

少が続いています。 

戦後の人口減少の原因は、高度経済成長期において、東京圏など雇用条件の良い他の

地域への人口流出があったためと考えられます。 

2000 年代以降の人口減少については、1998 年（平成 10 年）以降に、死亡数が出生

数を上回る「自然減」が生じたことが原因と思われます。 

今後も、過疎化と少子高齢化が進む中、人口の一定水準維持が難しくなり、急激な人

口減少期を迎えることが予測されます。 

 

令和 2 年 3 月改訂 山梨市人口ビジョンより 

 

図 1-5 総人口の推移 
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 年齢 3 区分別人口の推移（山梨市） 

図 1-6 のグラフは、本市における年齢 3 区分別人口の推移です。 

本市の年齢 3 階層別の人口は、生産年齢人口（15～64 歳）及び年少人口（0～14 歳）が

減少し、老年人口（65 歳以上）が増加しており、少子・高齢化が進んでいます。 

生産年齢人口の減少については、2000 年代前半からの市内雇用状況悪化、特に 2002

（平成 14）年の NEC 山梨工場（半導体工場）の撤退、2004（平成 16）年のセレスティ

カジャパン（半導体工場）の閉鎖等による市内雇用状況の悪化、また、市内一次産業就

労者の減少（後継者不足）などが影響していると考えられ、減少は今後も続くと考えら

れます。 

年少人口は、1960 年代以降、長期的に減少傾向が続いており、1990 年代中期には、老

年人口を下回り、少子化に回復の兆しは現在も見えません。 

老年人口は、1960 年代から一貫して増加を続けており、今後も増加しますが、人口構

造と人口減少に伴い 2025 年以降緩やかに減少するものと想定しています。 

 

令和 2 年 3 月改訂 山梨市人口ビジョンより 

図 1-6 年齢 3 区分別の人口推移 
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 市内地区人口の変化 

図 1-7 は、2013（平成 25）年と 2005（平成 17）年に調査を行なった市内地区人口の

結果の比較です。市内を 11 の地区に分けて地区別に人口を見ると、西保、三富などの過

疎地域の山間部において、人口減少が著しく、加納岩、日下部、山梨、日川などの平地

部の地区では微減となっています。 

後屋敷地区では、2005（平成 17）年に対する 2013（平成 25）年の人口が増加してい

ます。この理由としては、「鉄道駅へのアクセスがよく利便性が高い」、「宅地開発が

進んでいる」などが推測されます。 

 

令和 2 年 3 月改訂 山梨市人口ビジョンより 

 

図 1-7 市内地区別の人口増減 
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 将来人口の展望 

図 1-8 は本市の将来人口の展望です。本市では、将来にわたる人口を維持するため、

山梨市総合戦略により様々な施策を展開し、30 年後の 2050（令和 32）年に 30,581 人の

人口維持を目指しています。 

この人口は、山梨県で 2027 年のリニア中央新幹線新駅の建設による、広域的な人の流

れの活発化、また、それによる県内の定住人口増を見据えた目標値です。 

本市では、山梨県の人口ビジョンに基づき、リニア開業の 2027（令和 9）年時に県が

想定している国中地方の想定上乗せ時人口 3.8 万人に対し、約 6%を本市に誘導すること

を目標に、西関東連絡道路や新山梨環状道路の整備、人口増に見合う住宅の確保などを

推進していきます。 

一方で、何も対策を行なわない場合、30 年後は人口が 21,198 人に落ち込むという見

通しを立てています。 

どちらのグラフを見ても人口が徐々に減少していく見通しであり、それに伴う施設利

用者そのものの減少や税収減を鑑みると、公共施設マネジメントにおける施設数や規模

の適正化は必須と言えます。 

なお、山梨市総合戦略は、2020 年 3 月に『第 2 期山梨市総合戦略』を策定し、本市の

進む人口減少等に対応するため「しごと、ひと、子育て・生涯活躍、まちづくり」の各

分野において「関係人口の創出」、「デジタル技術の活用」、「民間との協働」及び

「地域経営の視点」等を新たな取組み視点として加える中で目指すべき将来像を掲げて

います。公共施設マネジメントにおいては、そのような視点も持ちながら適正化を進め

ていく必要があると考えられます。 

令和 2 年 3 月改訂 山梨市人口ビジョンより 

図 1-8 本市の将来人口の展望 
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 市の財政状況 

 歳入及び歳出の推移 

図 1-9、図 1-10 にて、本市の一般会計における過去 10 年間の歳入及び歳出の推移を

示します。本市の財政構造は、地方交付税・国庫支出金・市債など依存財源の割合が高

く、自主財源比率の大幅な増加は期待できない状況にあります。また、少子高齢化に伴

う労働人口の減少と本市の産業構造に起因し、自主財源の増収が見込まれない中、歳出

にあっては、社会保障に係る扶助費等の自然増により、投資的経費へ充当する一般財源

の確保に憂慮すべき状況です。 

 

 

図 1-9 歳入決算額の推移 

 

図 1-10 歳出決算額の推移 

出典：令和 2 年度版山梨市中期財政見通し 
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 今後の財政収支の見通し 

図 1-11、図 1-12 にて、本市の 2020（令和 2）年度から 2025（令和 7）年までの、財

政収支の見通しを示します。 

本市では、社会経済情勢の変化に柔軟に対応できるよう、これまで市債現在高の抑制

や基金の涵養に努め、財政基盤の強化を図ってきました。 

しかしながら、今後 5 年間の財政収支については、市税収入等の自主財源の大幅な増

加は見込めない状況です。一方で、福祉や介護、医療などの社会保障に係る扶助費等社

会保障関係経費などの増加や安心・安全なまちづくりに向けた防災対策の推進、駅南地

域整備事業などの大型建設事業、また、高度経済成長期に建設された多くの公共施設等

の維持管理に係る費用など、財政需要はますます増大・複雑化していきます。 

 

図 1-11 歳入の見込み 

 

図 1-12 歳出の見込み 

出典：令和 2 年度版山梨市中期財政見通し 
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 公共施設の現状 

本市が保有する公共施設（公共建築物）は、249 施設 510 棟（2020（令和 2）年 12 月

末現在）、総延床面積は 204,790 ㎡になります。 

図 1-13 は、本市が 2020（令和 2）年現在保有している 249 施設の総延床面積を、建

築年度別に表したグラフです。 

本市は、築 30 年以上経過している建物が、総延床面積で計算すると 7 割以上です。施

設の目標耐用年数、つまり、その建物の適切な保全の実施により、最低限の性能を保て

る年数を 60 年とすると、本市の施設はすでに 7 割以上が折り返し地点を過ぎ、施設や設

備の老朽化が著しく表れることが予想されます。 

さらに、本市には同じ時期に建てられた施設が多く、あと 30 年ほどで建替時期が一斉

に到来します。施設の安全性を担保するためにも今後は定期メンテナンスや更新・建替

の重要度が一層増す一方で、それに係る費用が膨大となることが見込まれる状況です。 

また、今まで実施してきた改修工事には、合併特例債や社会資本整備補助金などを活

用してきましたが、施設改修工事に関する国や県の補助金メニューはもともと少なく、

耐震化を主な目的とする改修工事以外（例：単純な大規模改修工事）には市債※1の借入

や一般財源（市の税収や地方交付税）などで対応してきました。市債は公債費（市が返

すべき借金＝義務的経費※2の 1 つ）になります。つまり、返済は次世代も担うことにな

ります。また、義務的経費や維持管理経費など「毎年必ずかかる経費」の増加により、

政策的経費※3は年々減少しており、施設の老朽化に対応するための予算の確保が非常に

難しい状況です。 

 

※1 市債：施設の整備等、世代を超えて長期的に活用する事業に充当する。中には交付税として還元

されるような種類のものもあり、適切な利用と管理が重要となる。 

※2 義務的経費：歳出のうち、支出の義務がある人件費、扶助費及び公債費の 3 経費。 

※3 政策的経費：時代や社会のニーズに応えるための政策に市が自由に投資できる経費。 
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図 1-13 竣工年別延床面積グラフ  
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 今後の課題 

財務、人口、施設の状況について、統計データ等を利用して市の状況を明らかにし、

主に財務的な観点を軸にそれぞれの関連性について考察してきましたが、どのデータに

おいても、本市の行政経営はこれからさらに厳しくなっていくことが分かります。図 

1-14 は、「人口」、「財政」、「施設の状況」の関係を「システム図」を利用して表わ

したものです。本図は分かりやすさを優先し、単純化させましたが、現実には様々な事

象が表層的、深層的に複雑に絡み合って負のループを形作っています。 

このループを断ち切り、 

①行政サービスの維持・向上 

②施設の安全性の確保 

③将来世代の負担軽減 

この 3 つのバランスをとっていくためにも、コストインパクトが比較的大きい公共施

設の分野において、まずは「歳出に大きく影響する維持管理・更新コストの縮減」、次

に「歳入の調達に貢献しうる施設の推進」の 2 つを今すぐに始めなければなりません。 

 

図 1-14 人口・財政・施設の状況 関係図 
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 実施計画の概要 

 施設評価の実施 

総合管理計画では、「3.2.公共施設等の管理に関する基本的な考え方」において、「数

量」「品質」「財務」の 3 つの視点から、その方針を整理しています。実施計画の検討

にあたっては、基本方針をもとに、計画の核である個別施設の方針決定の基礎となる施

設評価を実施しました。 

 

 施設評価の進め方 

施設評価は、施設の設置目的、利用状況、需要、劣化状況、地域での重要度等のデー

タに基づく「一次評価」と、一次評価に政策的な判断を加えた「二次評価」により進め

ました。 

 

図 2-1 施設評価のプロセス  
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 施設評価結果 

 一次評価 

一次評価にあたっての基礎資料は以下の 3 点としました。 

 

＜施設調査＞ 

本市では、施設の現状を知るために、3 年に一度、所管課職員や施設管理者の目視に

よる施設調査を行っています。 

 

＜施設カルテ＞ 

本市では、総合管理計画「3.3 実施方針」に基づき、2019（平成 30）年に「公共施

設カルテ」を作成し、活用しています。カルテは、施設の開設年や敷地・総延床面積

等の基本情報、施設に年間でかかっているランニングコスト等を、歳入・歳出におけ

る単年度決算をもとに集計した財務情報や 3 年に 1 度の施設調査の結果を表示した棟

情報等、様々なデータを一元的に集約し、その一部を山梨市のホームページに掲載し

ています。 

 

＜所管課アンケート＞ 

2019（令和元）年度に所管課職員を対象とした施設の実態を把握するためのアン

ケートを実施しました。 

 

 二次評価 

一次評価を参考に政策的な観点からの評価を行なうため、個別ワーキンググループを

組織し、職員で議論、意見交換し、一次評価では示せない定性的な情報を集約した上

で、2020（令和 2）年時点での方針を確定しました。 

 

以上、このプロセスの最終結果をもとに、現段階での方針を実施方針編で示します。 
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 費用見込の試算 

 試算の考え方 

施設方針をもとに、今後、改修等に係る費用の見込みを試算しました。なお、「実施

方針編」で「あり方検討」とした施設についても、劣化度・今後の利用見込、二次評価

等での議論等をもとに方針を総合的に判断した結果を試算に反映しました。 

また、試算にあたっては、保全方法の転換による効果を測定するため、いくつかの改

修サイクルを想定しました。 

 

 事後保全型：従来の保全方法 

建物の劣化部分に対して部分的な修繕を行ない、施設として許容する性能が保てなく

なった時点で建替・解体等を実施します。経年による性能の低下には対応しないため、

建替・解体等の実施時期は前倒しになります。 

※「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き」では、従来保全方法における建替えの目安を、建築後

40～50 年目としております。本計画の試算では 45 年目とします。 

 

図 2-2 事後保全型の改修サイクル（イメージ） 

 総合管理計画型：総合管理計画で示した保全方法 

総合管理計画の策定時の試算パターンに従い、竣工 30 年目頃に大規模改修を実施する

ことで、目標耐用年数 60 年までの維持を目指す試算をしました。 

 

図 2-3 総合管理計画型の改修サイクル（イメージ） 
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 長寿命化型：今後、市として進めていきたい保全方法  

建物の竣工後 60 年を目標耐用年数とし、中間である竣工後 30 年目で大規模改修を 1

回、さらに予防保全の考え方に基づき、その中間の竣工後 15 年目及び 45 年目に中規模

改修を実施します。全体として改修の回数及び費用は増加する傾向ですが、1 回の改修費

用を抑えることができます。その後、竣工後 75 年までの使用を目指し竣工後 60 年目に

2 回目の大規模改修を実施します。 

また、こまめに保全を行うため、建物の性能の低下の幅を抑えることができ、長く

使ってもその水準を高く保つことが可能となります。 

但し、本市の施設の劣化状況等を鑑みると、場合により建替同等の費用を要する可能

性もあり、長寿命化の必要性及び実施の可否は、適切なタイミングでの十分な議論が必

要です。 

 

 

図 2-4 長寿命化型の改修サイクル（イメージ） 

 

 ※社会的要求水準：その時の社会のニーズに合った施設の機能・性能の水準 

例）インターネット環境の配備やバリアフリー、ユニバーサルデザインなどへの対応 

※許容できる性能の水準：施設を利用するために最低限維持するべき性能の水準 

 

  



 

第２章 

 23  

 試算結果 

図 2-5～図 2-7 は、検討した方針に基づき、保全のパターン別に費用見込みを試算し

たグラフです。各グラフの、山の高さとバランスに注目します。 

また、試算した費用見込みに対して、今まで改修に充ててきた費用実績値の平均を目

安として示し、不足する費用を長寿命化型に示します。 

過去 10 年間の「大規模・耐震改修及び 200 万円以上の修繕・改修」「解体」「新築」

の事業費の実績値を計上した結果、費用実績値は、平均で約 9 億円となりました。 

 

 事後保全型（適正化の結果を反映しない状態での試算） 

事後保全型では、同時期に整備された施設の改修時期が集中するため、直近約 10 年前

後に建替え費用が集中し、それ以降は低水準になります。 

 

図 2-5 事後保全型 30 年間の試算 

 総合管理計画型（適正化の結果を反映した状態での試算） 

総合管理計画型では、事後保全型の山が後送りになります。10 年目以降、急激に費用

が上がり、その水準は 2047 年まで高く続きます。 
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図 2-6 総合管理計画型 30 年間の試算 
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 長寿命化型（適正化の結果を反映した状態での試算） 

本試算により、適正化及び長寿命化を実施することで直近 30 年間における改修経費の

平準化と低減が可能になることがわかりました。 

図 2-7 長寿命化型 30 年間の試算 

 

また、費用見込みの年間の平均額は約 18 億円になりました。それに対し、これまで施

設の改修にかけられてきた費用実績 9 億円を今後も維持していくと仮定した場合、その

差額は年間 9 億となり、現段階での方針どおり最適化を実施したとしても、この差額の

費用の捻出が大きな課題となります。 

※長寿命化型の図内「その他」は、施設分類の種類ではなく、減築や統合の可能性がある施設につい

て、試算のシステム上、別途計上する必要があったため積算したもの 

  

過去 10年

間の 

改修費用
平均実績 

9億円/年 

実績値約９億円 
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 総量圧縮の重要性 

ここでは、施設の総量圧縮の重要性を「適正化の効果」「80 年間の費用試算」で表し

ます。 

 

 適正化の効果 

総合管理計画型での適正化前後を比較しました。適正化前と適正化後では、年間 5 億

円ほどの改修費用の縮減を見込むことができます。 

 

① 適正化前 

 

図 2-8 総合管理計画型 適正化前 

 

② 適正化後（再掲） 
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図 2-9 総合管理計画型 適正化後 
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 80 年間の試算 

「2.2.2 試算結果」において、30 年間の費用試算を 3 つの保全パターン同士で比較し

た結果、長寿命化型でのマネジメントにより、費用の平準化を図れることが分かりまし

た。 

しかし、第 1 章でも示した通り、本市の場合、同じ時期に建設された建物が多く、現

段階で残す必要があると想定している施設を長寿命化したとしても、更新時期が一度に

到来することに変わりありません。それを示したものが、図 2-10 の、長寿命化型の試算

期間を 80 年間に延長したグラフです。 

グラフでは計画期間終了後約 10 年前後で建替時期が一斉に来ること、特に、総延床面

積の大きい施設（学校・市民会館・公民館・住宅・温泉・体育館等）がグラフの伸長に

影響することが見て取れます。 

つまり、今回示す方針がゴールではなく、更なる総量圧縮のための工夫が必要であ

り、現在実施方針編にて「長寿命化」、「予防保全」の方針及び「あり方検討」と示し

た施設についても、目標耐用年数にこだわらない「再編・解体」の検討が必要です。 

また、費用見込みに対する費用実績の差も大きいことから、比較的新しい施設、もし

くは建替を実施してまでも残すべき施設について、改修費に充当できる多様な歳入調達

手法の検討と実施を、特に第 1 期～2 期中に、進めていくことが強く求められます。 

 

 

 

図 2-10 長寿命化型 80 年間の試算 

 

  

計画期間 計画期間以降 

2050 年 
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 削減目標値の設定 

マネジメント計画策定後の、PDCA サイクル等に基づくフォローアップを行なってい

くにあたり、相当量の延床面積を削減していかなければならない本市の状況を鑑み、計

画の推進状況確認の指標の一つとして削減目標値を設定します。削減目標値は、山梨市

の市民 1 人当たりの総延床面積をもとに算出します。 

現在の山梨市の人口は 34,357 人、保有する公共施設の総延床面積の合計は 204,790 ㎡

で、市民 1 人あたりの総延床面積は、約 6.0 ㎡/人です。今後、人口減少が予測されるな

かで、30 年後である 2050 年の人口を、第 1 章 1.2.2 (4)で示す社人研の人口予測である

21,198 人とし、この総延床面積を維持しつづけると仮定した場合に面積削減率を算出す

ると、約 37.9％の削減が必要になります。 

一方、実施方針編の方針をもとにした、計画期間内での面積削減率は約 19.7％となり

ました。この方針どおり実現した上で、さらに今後「あり方検討」及び「長寿命化」と

示した施設、特に延床面積の広い施設の中で、約 18.2％の削減を目指すことになりま

す。 

但し、現時点での情報（予測値等）を基に設定することになるため、今後の公共施設

を取り巻く環境の変化を加味すると、市民一人当たりの総延床面積を現在のまま維持し

続けることが適当か、ということも今後議論をしていく必要があります。 

ついては、本目標値も、社会情勢の変化や本計画の進捗状況、財政バランスに注視し

て柔軟に見直すことを前提とします。 
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 マネジメントの基本的な考え方 

 マネジメントの基本方針 

マネジメント計画の目標を実現するための柱として「公共施設等の管理に関する基本

的な考え方」をもとに「マネジメントの基本方針」を定めます。施設固有の事情により

当てはめられない施設もありますが、原則としての考え方を整理しました。 

 

 

 

 

  

マネジメントの基本方針 

１ 施設数・施設規模等の適正化 

人口が減っていくことを踏まえ、市の未来に必要になるであろう公共

サービスに合わせた施設数や規模に整理します。 

特に、老朽化が進んだ施設については、その中で行われているサービス

の必要性を十分に検討し、その結果に応じて代替施設の設置等の対策を講

じた上で、解体を実施します。 

  

２ 公共施設の適正な維持管理 

保全方法を転換し、定期的なメンテナンスにより施設の性能を保ちま

す。また、その中で、長寿命化が適切と判断しうる施設は、長寿命化改修

を施し、更なる有効活用を図ります。 

 

３ サービスの質の向上と充当財源の調達・適正配分 

    施設の運営手法を工夫してサービスの質の向上を目指すとともに、施

設マネジメントに充当できる財源を調達し、適正に配分します。 
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 3 つの「適正化」に関する優先順位についての考え方 

現在利用している施設の中には、計画策定の 1～2 年で方針を定められない用途のもの

も多く、それらについては、今後、十分な議論を積み上げる中で、適正化の優先順位を

つけ、「現状維持」「統廃合」「施設内での複合化・多機能化」「廃止・解体」等の方

針を定めて実施していきます。 

その際は、以下のように「事業の必要性」「施設の安全性」「財務状況」等の資料を

もとに、場合により地域の方々にも情報提供する中で総合的に判断し、決定します。 

 

1 サービスの必要性 

その施設で実施しているサービスの必要性について、市としての設置目的と現状と

の整合性、利用者の状況等から、現在及び将来見込めるニーズも踏まえて検討しま

す。またその際は、現在ある定量的な資料に加え、定性的な資料も明らかにします。 

 

定性的な資料の例： 

誰が、そのサービスを求めているのか（ニーズ） 

サービスの実施により「何が（誰が）どうなる」ことを期待するのか（期待する効果） 

  行政がすべきことか（役割のあり方） 

  サービスへの投資-活動-結果が期待する効果に繋がったか、今後も繋がるか（実際の効果） 

 

2 施設の安全性 

施設の竣工年、過去の改修実績及び職員による施設調査における「耐震性」「機能

性」等の項目判定等を参考に、安全性を判断します。 

但し、概ね 200 ㎡以上で、不特定多数の人が利用するような施設は、専門的な知識

を持つ事業者への調査依頼も検討します。 

 

3 財務状況 

維持管理費等の経常コストや修繕費の増減、過去の改修費用や、直近に予定してい

る改修費用の見積り等の基礎資料を収集し、1、2 とともに検討します。 

 

特に、地域単位での利用が中心となる施設については、地域の方々とともに、 

  ① 複数施設を対象に 

  ② 今後の地域の在りたい姿を可視化した上で 

  ③ 上述のデータも共有した上で 

あり方検討を実施し、存続・解体・改修等の優先順位づけを行ないます。 

あり方検討の手法については概ね、 

ア. 施設単体で検討するケース 

イ. 施設分類・用途ごとに検討するケース 

ウ. 「2.4.3（3）エリアマネジメント」で検討するケース 

の 3 種類を想定していますが、特に地域の皆さんの暮らしに関わる施設については、

ウ. の考え方を優先的に採用する必要があります。 
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 基本方針の具体的な内容 

 

 

 廃止・解体 

用途廃止する施設か今後も継続して運営する施設かを決めたのち、 

 

① 廃止が決まった施設は、基礎資料等から「経常・改修コスト」「目標耐用年数まで

の期間」や「いつまで利用したいか」を検討事項にいれ、おおよその廃止時期と廃

止後の施設方針（解体・売却・譲渡等）を決めます。 

特に、あり方検討の時点で竣工年から 45 年を過ぎている施設は、解体を第一に検討す

ることを原則とします。但し、避難所や地域のコミュニティの拠点としての建物、地域

防災計画や立地適正化計画等と整合を図るべき施設は、地区に最低 1 施設は保有する必

要があり、検討施設がそれらに該当する場合などは原則の適用をしない場合がありま

す。 

② 市の別のサービスのために用途を変更する場合は、新サービスを移設する時期を決

め、そのための調整を進めます。 

③ 用途を廃止するが、解体せずに普通財産として維持管理すると決めた施設は、基本

方針 3 に基づき、保全していきます。 

④ 施設の新設に際しては、必ず既存施設の削減を検討します。例えば、エリアマネジメン

トでの合意形成の方向性次第では、複数施設を解体し、利用規模に合った施設を新設す

ることも選択肢として検討します。 

  

１ 施設数・規模等の適正化 

(１) 廃止・解体 

(２) 施設の複合化・多目的化・多機能化 

(３) エリアマネジメント 
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 施設の複合化・多目的化・多機能化 

あり方検討において今後も存続させていくと決めた施設で、概ね 1000 ㎡以上の施設

は、複合化・多目的化・多機能化等の受入れ対象施設とし、他機能の統合を優先的に検

討します。また、1000 ㎡未満の施設も、利用状況も踏まえ、上述の手法を積極的に検討

します。 

 

 エリアマネジメント 

エリアマネジメントとは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させる

ための、住民・事業主・地権者等による主体的な取り組みのことをいいます。 

本市では、山梨市立地適正化計画で定める、都市機能誘導区域における「コンパクト

シティ・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを推進するため、福祉施設や子育て関

連施設を適切に配置し、多世代交流を育む良好な居住環境の創出を計画しています。 

また、都市機能誘導区域外となる地域についても、その地域にある複数の施設につい

て、用途を超えた機能統合・再編を進め、さらに公共交通機関の強化を図ることで、著

しい人口減にあっても、多世代交流を前提とした住民コミュニケーションを維持し、地

域の価値を高めるようなマネジメントを、行政と住民の連携によって進めていきます。 

具体的には、第 1 期よりモデル地区を複数設定し、推進していきます。 

※地区の範囲は、市内 11 地区ごとを想定しています。 

 

① 庁内体制を整え、市民も交えた合意形成の場を複数課で用意します。その際、必ず地域

に住む多世代の住民への参加を促し、多様な意見を集約できるような場づくりを住民と

の協働で実施します。 

② 地区でのマネジメントの実現に際しては、方針決定後に改修費等の優先的な財政措置を

実施します。 

 

＜具体的な検討例＞-地域拠点施設の整備- 

 
地域に根付いた複数のサービスを 1 つの施設に集約し、多世代が自然と関われる場を

つくることで、地域内の交流を促進するとともに維持管理経費の縮減を図ります。 

 

実施イメージとしては以下の通りです。 

① 地区ごとに、地域に残したい機能を、種類の数に関わらず選出します。 

② 公民館や小学校等、地域にある一定規模の施設を、①に合わせて選定し 

「地域拠点施設」に設定します。 

 

この手法の実現のためには「一つの建物に、一つの機能」という、従来型の施設整備

の考え方を見直し、「○○という公共サービスを維持するにはどうすれば良いのか？」と

いう考え方に転換していく必要があります。 
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今後も存続させる公共施設の安全性や利便性を常に考え、適正に維持管理します。 

 

 保全方法の転換 

これまでは、「壊れてから修繕する」という事後保全の考え方で建物を維持管理して

きました。しかし、今後は「壊れる前に計画的に保全する」という予防保全の考え方に

沿って維持管理し、大切に長く利活用する考え方に転換します。 

 

1） 目標耐用年数を竣工から 60 年とし、15 年程度に 1 度の中規模改修・大規模改修を実

施します。また、目標耐用年数を超えても残すべき施設については、長寿命化改修を実

施し、15 年延長します。但し、予防保全が全てではなく、以下のような施設は、引き続

き事後保全型での維持管理を選択する場合もあります。 

・「概ね 200 ㎡以下で人の出入りが少ない施設」「倉庫利用が目的の施設」等 

・長寿命化以外の方法（建替など）が有効と判断できる場合 

 

2） 施設の改修や建替を実施する際、目標耐用年数だけでなくその目的・用途で何年利用

するか目安を議論し、概ねその年数を想定した改修・建替を実施します。 

 

 施設調査の習慣化 

法定点検を必ず実施するほか、所管課職員の目視による 3 年に 1 回の施設調査を引き

続き実施し、職員の施設管理意識を高めるとともに、トラブルの事前予防に努めます。 

 

 建物の機能強化 

社会の要請を踏まえた機能面の向上を進めます。特に、集会施設や庁舎など、不特定

多数の人が利用する施設は、改修に合わせてバリアフリーやユニバーサルデザインの推

進、環境負荷の低減等を図り、機能面での質の向上を図るとともに、公共施設の災害時

における役割を検討し、避難所、防災、災害対策等の機能を強化します。 

  

２ 公共施設の適正な維持管理 

(１) 保全方法の転換 
(２) 施設調査の習慣化 
(３) 建物の機能強化 
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市民の皆さんの安全を守り、これからも必要な行政サービスを維持向上していために

は、老朽化した施設をどうするか考えることに加えて、限りある財源を適正に確保・配

分していくことも重要です。それには、今まで通り、直営でのマネジメントだけでな

く、民間企業や団体の皆さんの力を借りた新しい手法や多様な選択肢を持つ、という考

え方が大事なポイントになります。 

 

 余剰施設の有効活用 

未利用施設や複合化・統廃合等で生じた空き施設について、特に現時点でそのような

状況にある施設は、売却・譲渡・解体を第一に進めることを原則としますが、 

1） 安全性が確認された施設 

2） 行政サービスに関わらず、広義の意味での公共サービスの向上やまちづくりの観点

から、地域の価値を高める利用方法が検討される中で、そこに賛同してくださる市民

団体や民間事業者が現れた施設 

以上のような施設については、普通財産として予防保全型での維持管理を進め、市の

直営以外の方法で、市民に必要なサービスを運営するために有効活用していきます。 

但し、施設面積・規模に関わらず長寿命化の対象から外し、最長でも竣工から概ね 60

年目の時期に解体することを前提とします。但し、借主に買取の意向がある場合、協議

に応じます。その際、改修等の費用負担はしません。 

また、保全のための改修費については、市・借主双方で費用負担の配分を明確にし、

契約前に協議・合意してから契約します。 

 

 建設・更新及び運営管理手法の多様化 

市が従来通り運営していく機能や施設についても、指定管理者制度や包括業務管理委

託等、PPP※1や PFI※2による運営手法を積極的に採用し、効果的・効率的な管理運営と

市民サービスの向上を目指します。また、受益者負担の観点からの負担金や使用料の見

直しなども引き続き進め、財源調達に努めます。 

 

※1 PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ） 

公民が連携して公共サービスの提供を行なうしくみのこと。上述した指定管理者制度

や PFI、包括的民間委託や、市場化テスト、公設民営（DBO 方式）、自治体業務のア

ウトソーシングなど、様々な手法がある。 

※2 PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） 

公共施設等の設計・建設・維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公

共サービスの提供を民間主導で行なうことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供

を図るという考え。VFM（ヴァリュー・フォー・マネー）が基本原則の１つである。 

３ サービスの質の向上と財源の適正化 

(１) 余剰施設の有効活用 

(２) 建設・更新及び運営管理手法の多様化 
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＜具体的な検討例＞ 

指定管理者制度 

事業に対する「人のニーズ」を把握する力は、民間企業のみなさんに勝るものはあ

りません。その力を借りて、施設を利用する人が真に求めるものを提供するための制

度が「指定管理者制度」です。もちろん、施設によっては市が責任をもって管理すべ

き機能もあります。指定管理者制度は、同じ施設の中でも市が直営で管理する場と、

企業に自由な発想で活用していただく場との棲み分けも可能な、柔軟な制度です。 

 

包括的業務委託 

包括的業務委託とは、事務や作業を効率的・効果的に運営するために、委託先の創

意工夫やノウハウを生かして複数の業務や施設を総合して委託することです。現在、

施設の運営管理における事務作業は各施設で進めていますが、その手法や内容は施設

ごと、作業ごとに違うことから、業務が煩雑になっているのが現状です。それをある

程度大きなまとまりで委託することにより、委託者のノウハウによって効率的に運営

していくことができる場合があります。これにより、現場の職員が質の高い市民サー

ビスのあり方検討やその仕組みの構築に、より多くの時間をかけることができます。 

 

広域連携の推進 

市民会館、市民総合体育館等の大型施設については、近隣市と連携した施設の相互

利用や施設整備の可能性を見出せるかどうか、今後 30 年の中で検討します。 
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 マネジメントを希望に 

第 2 章では、施設方針を検証し、マネジメント計画の基本方針として「施設数・規模

等の適正化」「公共施設の適正な維持管理」「サービスの質の向上と財源の適正化」を

挙げました。 

 

施設を減らす・まとめる 

今までとやり方を変える 

市の直営管理を減らす 

 

このような考え方は、一見、後ろ向きに見える部分も多くあるかもしれません。しか

し、急速な時代の変化に対応しながら市民の皆さんの暮らしに合ったサービスを運営し

続けるには、行政の視点だけでなく、民間企業や、地域で暮らす人、本市に訪れる人な

ど、様々な立場の視座からみて「当たり前」になっている概念を問い直し、公共サービ

スが行なわれる施設の「一生」について対話と議論によって合意形成を図る中で、方針

を決めていくことが重要です。 

もちろん、その合意のレベル感、質感、手法、バランスにも統一的な答えはありませ

ん。しかし、そのプロセスこそが、市民や企業の皆さんとの「共創」の入口であり、行

政サービスの価値を高めていくきっかけになると考えます。 

特に、建物は一度建てたらすぐ壊すことができません。一方で、人に使われ続けなけ

れば存在意義はありません。だからこそ、その建物を私たちの暮らしにどう役立てたい

のか、過去や今だけでなく、10 年 20 年先の「ありたい未来」を、その時のできる限り

の想像力でイメージすること、そして、それにフィットする選択をしながら柔軟に運営

していくことが重要です。 

本市では公共施設マネジメントを、今後の自治体経営の「希望」ととらえて進めま

す。 

 

 

↑この地域の「ありたい未来」とはどんなものか、それを叶える“手段・ツール”として公共施設が 

貢献できることは何か、一人ひとりが視ているものが違うという前提で、対話と議論を繰り返し、

積み重ねることが重要です。 
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 公共施設マネジメント計画の実施体制 

 推進体制・フォローアップ体制 

 推進体制 

マネジメント計画の推進体制について、総合管理計画では、「5.1.1. 推進体制の整

備」で「全ての公共施設等を把握し、一元的に管理して計画を推進する組織や、組織の

横断的な調整を行う会議体などの推進体制」を、以下のように記述しています。 

 

（a） 推進組織が担う役割 

･ 公共施設カルテによる全ての公共施設等の情報の一元管理 

･ 計画の進捗管理、計画の見直し 

･ 全庁横断的な戦略の検討や財政担当等との調整 

･ 各部署の取り組み支援 

･ 本計画の見直し 

 

（b） 会議体が担う役割 

･ 計画の進捗などの情報共有 

･ 適正化に向けた組織の横断的な調整（適正化に関する実施計画等の検討） 

･ 本計画の見直しなどの決定 

 

また、上記について、図 3-1 のような体制で推進していきます。 

 

 

図 3-1 推進体制イメージ 
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 フォローアップ体制 

本計画の内容を今後継続的により良い、精度の高いものにしていくためには、計画策

定後のフォローアップが重要です。本計画のフォローアップは、総合管理計画でのフォ

ローアップ体制に沿って、推進組織・会議体において図 3-2 の手順で実施し、総合管理

計画や他の個別施設計画とも、適宜調整を行ないます。 

 

 

図 3-2 PDCA サイクル 

 

また、フォローアップの手順例を、図 3-3 に示します。 

 

図 3-3 フォローアップ手順例 

 施設・棟基本情報 

（施設カルテ） 

 

 

  

PLAN 

（計画） 

DO 

（実施） 

CHECK 

（検証） 

ACTION 

（改善） 

・マネジメント計画の策定 

・推進体制の整備 

・計画に基づくあり方検討お

よびマネジメント実施（施設

調査、修繕・更新の実施等

も含む） 
・施設調査結果などに基づ

き、施設の状況を評価 

・計画に対する事業の進

捗状況の評価 

・検証内容をもとに改善点

等を修正、マネジメントプ

ロセス向上 

・既存計画の改善方針設定 

・マネジメント計画の見直し 

・推進体制の見直し 

調査結果・事業内容等の入力 

施設の評価に活用 

計画立案・見直しに利用 

改善活動結果を入力 
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 計画の推進 

 市職員のマネジメント意識の醸成 

公共施設の長期間にわたる見通しが必要で、「統一的な正解が見つけにくい」公共施

設マネジメントにおいては、計画策定がゴールではなく、その計画を、市民を代表して

執行する役割をもつ市職員 1 人 1 人が、行政を「経営」しているのだという意識を醸成

することが最重要になります。それには、本市の公共施設を取り巻く現状に危機感をも

ち、「公共施設マネジメント」を希望に変えたいと願い、それが自分たちでも実現でき

るという気持で、PDCA を繰り返しつづける環境づくりが重要です。 

そのためにも、 

 施設運営に係る客観的な情報と、業務の範囲内外での職員同士・市民との交流を通 

じた多様で偏りのない情報を得る機会の創出 

 得た情報を分析し業務に活かすための手法や、その前提となる考え方を整理する 

機会の創出 

 それらを日常業務に取り入れ、成果に結びつけるスキル及びフォロー体制の構築   

を目指します 

 

具体的には、 

 

1 広く公共施設マネジメントに係る研修 

・ 収集した施設情報や利用状況の分析・課題発見・解決手段に係る技術向上研修 

・ 施設の最適化や有効活用等、マネジメントの多様な考え方や手法を知る研修 

・ マネジメントの効果や影響を可視化するための考え方・手法を得るための研修 

                                    等 

2 マネジメント推進組織における活発な意見交換の場づくり 

・ 今後、庁内外の多様な場面で展開されていくであろう公共施設マネジメントに

おいて、職員がファシリテーション（※1）技術を研鑽できるような場づくり 

 

3 施設管理業務の負担軽減のための情報システム構築 

・ 経費データや施設調査の結果を反映するための作業時間の縮減や、情報を効率

的に引き出せるデータベース・アーカイブ機能の構築 

 

これらを、3.1 に示した推進体制の中で実施していきます。 

 

※1 会議等の場で発言を促したり、話の流れを整理したり、参加者の認識の一致を確認したりする場

面で介入し、合意形成や相互理解をサポートする技術。今後、庁内外の多様な場面で展開されてい

くであろう公共施設マネジメントにおいては、広く「民」と連携するため、行政自らの意思決定に

よるサービス提供者という役割から、様々な意思を持つ立場の者たちが対話・議論・合意をして全

体でサービスを提供するための「プラットフォームビルダー」としての役割への転換が求められて

いきます。そのためには、職員自らが、関係者と連携し、まとめる力を持つことが重要です。 
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 市民との情報共有・合意形成の推進 

市が当たり前を問い直し、今までのことも大切にしながらも新しい公共施設マネジメ

ントのあり方を模索するには、市民の皆さんの理解と協力が必要になります。 

 

１ 各施設のマネジメント推進における市民との情報共有 

 マネジメント実施にあたっての施設利用者及び広く市民向けの意見交換会の開催 

 多世代の参加を前提としたエリアミーティングの開催 

 

２ マネジメント計画及び、その実施過程に関する情報共有 

 広報・市ホームぺージ・SNS での進捗情報公開 

 施設カルテの公開 

 説明会（対面・オンライン） 

 基本方針編の改定時に実施するパブリックコメント 等 

 

 計画の定期的な見直し 

本計画は、図 3-4 で示したとおり、社会情勢の変化や上位計画の見直し等に応じて 10

年間ごとに見直すことを基本とします。 

さらに、各施設の方針を定めた「実施方針編」は、見直しの必要性が高い公共施設に

関しては、急速な社会情勢の変化や施設方針の実施の動向などを踏まえ、適宜更新しま

す。 

 

 

図 3-4 見直しのイメージ 


