
1

写真文化首都「写真の町」東川町

公共施設等総合管理計画書

平成29年３月

東 川 町



2

目次

１．計画策定の背景と目的

(1)背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(2)計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(3)計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(4)計画の対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

２．本町の概況

(1)地勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

(2)人口の推移と将来見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

(3)財政状況と将来の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

３．公共施設等の現状と将来負担コスト

(1)公共施設等の状況と将来の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

(2)将来負担コスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

４．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

(1)計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

(2)全庁的な取り組み体制と情報管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

(3)適正管理に向けた基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

(4)公共施設マネジメントの基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

(5)公共施設等の管理に関する基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

(6)ＰＰＰxi／ＰＦＩxiiの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

(7)フォローアップの実施方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21



3

本計画で用いる語句の定義は次のとおりです。

公共施設等 公共施設、公用施設その他の本町が所有する建物やその他の工

作物、道路・橋梁等の土木構造物、公営企業の施設（上下水道）等

維持管理 施設、設備、構造物等の機能を維持させるために必要となる点検・

調査・補修

修繕 公共施設等を直すこと。なお、修繕を行った後の効用が従前より大

きいか小さいかは問わない。

更新 老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能

に再整備すること。

関連計画

計画名称 計画期間

全般 東川町プライムタウン計画（21-1） 平成25年度～平成29年度

写真文化首都東川町まち・ひと・しごと創生

総合戦略

平成27年度～平成31年度

写真文化首都東川町まち・ひと・しごと創生

地方人口ビジョン

2015年～2060年

防災・耐震 東川町防災計画

東川町耐震改修促進計画 平成20年度～平成29年度

環境 東川町景観計画 平成18年度策定

健康福祉 東川町高齢者福祉計画 平成27年度～平成29年度

公営住宅等 東川町住生活基本計画・第２期公的賃貸

住宅ストック総合活用計画

平成21年度～平成40年度

東川町公営住宅等長寿命化計画 平成22年度～平成31年度

地域住宅計画 平成27年度～平成29年度

社会資本整備総合計画書

中心市街地・西部地区都市再生整備計画

平成27年度～平成31年度

消防
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１．計画策定の背景と目的

（１）背景と目的

本町では、拡大する行政需要や住民ニーズの高まりにより、多くの公共施設を建設してきました。そ

の結果、本町が所有する公共施設は、役場庁舎、小中学校、公営住宅、体育館、文化施設など多岐

にわたっています。これまでは新しい公共施設をどのように整備していくかに重点が置かれ、施設の所

管課がそれぞれの施設特性（機能）に合わせて個別に対応していたため、公共施設の全体像を統一

的に整理したものはありませんでした。

しかし、それらの施設が今後、更新時期を迎えることから、多額の修繕や立て替え費用に対する財

源の確保が必要になります。また、現下の厳しい財政状況の中、少子高齢化の進行と人口減少に対

応していくためには、今後は既存公共施設をできる限り有効に活用し、時代とともに変化する市民ニー

ズに適切に対応する必要があります。このようなことから身の丈に合った行政運営を目指し、公の施設

の見直しと効率的な施設の保全管理を進めてきました。

このような状況を踏まえ、これからの公共施設等のあり方を考える公共施設マネジメントに取り組む

こととした。

（２）計画の位置づけ

公共施設等総合管理計画は、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の

利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的

な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことを目的とした計画です。

公共施設等総合管理計画で示された方針に基づき、今後、公共施設再編計画などを策定するなど、

公共施設等の総合的なマネジメントを進めていきます。

（３）計画期間

平成29年度（2017年度）から平成58年度（2046年度）までの30年間とします。

（４）計画対象範囲

公共施設等総合管理計画において対象とする公共施設等は道路・橋梁・上下水道施設などの公共

インフラを含む、全ての公共施設等とします。
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２．本町の概況

（１）地勢

東川町は、北海道のほぼ中央に位置し、旭川市の中心部からは約 15km、旭川空港からは約５km

の距離にあります。

町内には北海道最高峰「旭岳」を擁する大雪山系の雪解け水が流れる忠別川が流れ、田園風景が

広がるなど、米や豊かな農産物に恵まれるほか、上水道のない地下水の町として知られています。

昭和60年に「写真の町」を宣言し、雄大な自然や優れた景観など地域が誇る資源を後世に残す“写

真映りのよい町”づくりに着手し、写真甲子園や国際写真フェスティバルを開催してきました。その「写

真の町宣言」から30年を迎え自他とも認める写真文化の中心地として「写真文化首都」を宣言し、写

真文化の醸成と発信に努めています。

（２）人口の推移と将来見通し

東川町では、1954 年から 1973 年までの間に、高度経済成長に他の地域（札幌市や東京圏域）へ

の大きな流出があったため人口が大きく減少した。

その後、緩やかに減少を続けるが、１９９５年より大規模な宅地造成が始まり、道北の中核都市であ

る旭川市から車で約２０分、旭川空港より約１５分という地理的条件も揃い、現在まで増加を維持し続

けている。

生産年齢人口（15～64 歳）は、子育て世代の転入は増えているものの、一貫して減少を続け、老年

人口（65歳以上）については、1990年より年少人口を上回った。生産年齢人口が順次老年期に入り、

また平均寿命が延びたことから、その後も一貫して増加を続けている。

2015 年以降の国立社会保障人口問題研究所（社人研）の推計によると、今後は緩やかに減少を続

け、2040年には6,636人（2010年から約15％減少）になるものと推計されている。

年少人口（15 歳未満）については、1995 年まで緩やかに減少を続けたが、子育て世帯の転入の増

等により現在まで維持している。

東川町では国立社会保障人口問題研究所、日本創生会議の推計を参考に、町独自の推計を行っ

た。この結果、2015年から2020年にかけて宅地造成を予定しているため、予定区画の約７割に親子

世代・老人世帯の転入が見込まれる。これにより 2020 年までは人口が微増し、その後、緩やかに人

口が減少するものと推計される。
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（３）財政状況と将来の見通し

当町の財政状況は、歳入総額の 39％を地方交付税が占めており、町税は 12％となっております。

このことから地方交付税の動向により財政運営が左右される状況にあります。

また、景気の低迷により個人及び法人町民税が伸び悩み、自主財源の確保が重要な課題となって

おります。

歳出については、近年、東川小学校及び地域交流センターの建設など、大型事業の実施により公

債費が増加してきております。同時に、元利償還金に占める地方交付税の需用費も増加することから、

地方交付税も増加傾向にあります。

今後は、公共施設の更新時期を迎えることから維持管理経費が増加することが見込まれます。
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財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、ここ数年 80％弱で推移している。実質交際費比率は

着実に減少を続けてしてきているものの、将来負担比率は平成22年度から平成26年度にかけて大

型事業が続いたことで緩やかに上昇した。

財政の硬直化とまではなっていないものの、プライマリーバランスに配慮した適切な予算の執行が

必要となっている。

平成28年度に策定した東川町財政運営計画（Ｈ28～Ｈ32）では、依然として地方交付税等の依存

財源の割合が高く、将来的には人口減少等により税収の伸びも期待できないため、厳しい財政運営が

迫られることが予想される。

町債残高は、平成 29 年度に旧東川小学校改修及び写真文化首都創生館建設により一時的に上

昇しますが、平成 32 年度時点では、平成 29 年度に比べ 2,089 百万円減少し、実質町債残高は、

856 百万円の減額となります。その訳は、臨時財政対策債（100％補てん）、辺地債（80％補てん）、

東川小学校等の建設や旧東川小学校改修に伴う町債（約72％補てん）など有利な町債が多額となっ

ているからです。
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３．公共施設等の現状と将来負担コスト

（１）公共施設等の状況と将来の見通し

①建物

東川町の建物は、全部で338施設あり、延床面積は約9.5万平方メートル です。

各地区単位に小学校やコミュニティセンターが設置されているほか、各消防団分団詰所

などが設置されており、行政サービスの拠点となっています。また、コミュニティ活動等の場と

しても重要な役割を果たしています。

公共施設 延床面積（㎡） 棟数 主 な 施 設

行政系施設 8,317.92 17 本庁舎

医療施設 1,773.27 2 町立診療所、医師住宅

学校教育系施設 22,624.60 31 東川小学校、東川中学校

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮ

ﾝ系施設
7,865.77 53

B&G 海洋センター、町民運動公園、キト

ウシ森林公園各施設

公営住宅 30,045.90 153 西団地、清流団地、公園団地、北団地

公園 174.88 5 東町交通公園、ふれあいグリーンパーク

産業系施設 3,411.80 19 農業振興ｾﾝﾀｰ、農村環境改善ｾﾝﾀｰ

子育て支援施設 6,207.90 1 幼児センター

市民文化系施設 8,773.43 23 西部地区コミュニティセンター

社会教育系施設 2,588.42 3 国際交流会館、郷土館、明治の家

供給処理施設 1,917.44 7 阿波団体地区飲料水供給施設

その他 3,084.11 24 バス待合所

合 計 96,785.44 338
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★築年別延床面積と人口

★建物施設の内訳（公共施設）
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②インフラ

東川町が管理する道路延長は 235 キロメートルで、町内道路の面積は 1,140 平方キロメ
ートルです。
自転車歩行者道は延長は54メートルで、面積は475平方メートルです。
道路の改良率は約85％となっております。
橋梁の実延長は1,006メートルで、面積は7,012メートルで、平成25年度に長寿命化計

画を策定しております。
下水道施設の排水管路延長は44キロメートルで、普及率（排水人口／行政区内人口）は、

ほぼ100％です。
今後は排水管路の耐震化や耐用年数を迎える管路の更新などの管理の時代となってき

ます。
老朽化が進むインフラは、長寿命化計画を策定し、計画的・効率的な維持管理を実施し

ていきます。

★年度別整備数（橋りょう）

★年度別整備延長（下水道）
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（２）将来負担コスト

今後40年間の公共施設等を維持し続けた場合のコストを試算したところ、40年間のトータ

ルコストは613.5億円にのぼり、年平均の負担額は15.3億円かかることが判明しました。ピー

クは2039年の22.6億円となっています。

★更新費用の推計

過去5年実績 費用の推計

年平均(A) 40年整備費用 年平均(B)

公共施設 16.8億円 368.8億円 9.2億円

インフラ資産 8.2億円 244.7億円 6.2億円

道路 3.7億円 142.9億円 3.6億円

橋りょう 0.8億円 54.8億円 1.4億円

下水道 3.7億円 47.0億円 1.2億円

合計 25.0億円 613.5億円 15.3億円

※端数処理の関係上、合計と一致しません。

※更新費用の算定にあたっては、

・公共施設→建築後30年後に大規模改修、60年後に建替えを行うと仮定

・道路→舗装の打ち換えを15年で行うと仮定

・橋りょう→法定耐用年数の60年で更新すると仮定

・下水道→法定耐用年数の50年で更新すると仮定

①公共施設の将来負担コスト

公共施設の直近5年間の投資的経費は、年平均約●●億円となっております。
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公共施設の直近５年間の投資的経費は、年平均約16.5億円となっています。

今後 40 年間、現在の公共投資を維持し続けた場合の整備費用は 369 億円にのぼり、年

平均でも 9.2 億円かかる見込みです。ここ数年、大型公共事業が多かったことから、現在の

投資的経費よりも下がっていることから、将来的には全施設の改修や建替えは、困難であると

思われます。また、旧耐震基準の施設も 34％あり、施設利用者の安全性の確保をはかるこ

とからも耐震化への対応も必要と思われます。

★将来更新費用の推計（公共施設）

★耐震化の状況（公共施設）
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②インフラ資産の将来負担コスト

町内には建築物の外、道路・橋りょう等のインフラ資産があり、これらの維持管理費用も公

共施設と同じく試算した結果、今後 40 年間のトータルコストは 244.7 億円、年平均負担額で

6.1億円となり、直近5年間の投資的経費の年平均と比較すると実に2.2倍にもなりました。

道路では、40年間で142.9億円、年平均3.6億円、橋りょうでは、40年間で54.8億円、

年平均1.4億円、下水道では、40年間で47.0億円、年平均1.2億円とどれも現在より数倍

の費用になり、特に橋りょうについては、直近5年間の投資的経費は少額でしたが、今後は年

平均負担額が1.4億円になると予想されます。

しかし、これらインフラ資産は社会・経済活動に必要な基幹的施設であり、今後も適切に維

持・管理していかなければならない重要な施設であることから、有利な財源を確保し、また公

共施設整備のための基金を積み立て、計画的に整備していく必要があります。

★将来の更新費用の推計（インフラ資産）
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★構造別年度別面積による将来の更新費用の推計（橋りょう）

★管径別年度別延長による将来の更新費用の推計（下水道）
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４．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

（１）計画期間

本計画は、今後40年間に亘り公共施設等を維持するための更新費用を見通しつつ、平成

27年度から平成46年度までの20年間とします。

（２）全庁的な取組体制と情報管理

この公共共施設等総合管理計画策定をするにあたり、公共施設等の更新や維持管理に

係る財政負担の軽減・平準化を目的としています。

そのため、本計画は常に財政計画との整合性が必要となることから、財産管理及び財政計

画を所管する企画総務課が中心となり、かつ、各公共施設等の所管部署との既存の庁内会

議等を随時活用しつつ、効果的で効率的な推進体制づくりを行います。

これまでの公共施設等の維持管理については、それぞれの所管部署で行い、かつ、その

情報についてもそれぞれの所管部署で所有し、情報の一元化が出来ていませんでした。今

後は、公共施設等を総合的に把握し、全体計画の中で各公共施設等が効果的かつ効率的

にその機能発揮が図れるよう、固定資産台帳の整備にあわせ施設マネジメントにも資するシ

ステム構築なども視野に、公共施設等の情報を一元管理することを目指します。

（３）適正管理に向けた基本的な考え方

①公共施設

人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していくという全国的な課題に対し

て、本町は緩やかに人口増加を続けており、西暦 2020 年に 8,051 人余りでピークを迎えま

すが、その後は緩やかな人口減少が見込まれます。したがって、中長期的にみて、人口総

数や年齢構成を踏まえ、適正な公共施設等に対するニーズが求められると考えられます。

本町は、面積247.06平方キロメートル（南北8.2㎞、東西36.1㎞）で東西に長く、大雪国

立公園等も擁し、森林面積 186.61 平方キロメートル、全体面積の 76％が森林で占めており、

平地である市街地に大半の公共施設等が集中しています。

本町が保有する公共施設は、類似施設の重複保有という状態にはありません。現在の公

共施設の総量を縮減するには、類似施設の統廃合・集約化によって生じた余剰施設を縮減

することが考えられますが、本町の現状ではこうした対応は当てはまりにくく、本計画期間内で

は、単純に「総量の縮減」を数値目標として掲げることは考えにくいものです。さらにインフラ施

設についても、住民生活や地域経済を支える重要な社会基盤であることから、単純に総量縮

減の対象とすることにはなじまないと考えます。

②公共施設等の耐震化

災害時の避難施設として指定している公共施設の耐震性を確保するため、耐震診断や旧

耐震基準の施設については計画的な耐震化改修を進めます。

③財源の確保

人口の減少に伴い税収の大幅な増加が期待できないため、毎年度経費節減により発生し
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た余剰金を公共施設整備のための基金として計画的に積立、修繕等の財源確保を図りま

す。

（4）公共施設マネジメントの基本方針

本町の特性や公共施設等に関する課題認識を踏まえ、今後の公共施設等のマネジメントについて

の基本方針を次のとおり策定します。

①公共施設等の情報一元化

・固定資産台帳の整備

平成30年３月末までの統一基準による財務書類作成、平成32年４月までを集中取組

期間としての公営企業会計法適用化にあわせて、これらの制度改革の中核をなす固定

資産台帳整備を進めます。固定資産台帳整備によって、取得価格や耐用年数等のデー

タを網羅的に把握し、資産の取得から除売却に至るまでの経緯を管理します。

これによって公共施設等の維持管理・修繕・更新等にかかる経費の試算を精緻化して

いきます。

・固定資産台帳の活用

固定資産台帳を核としながら、公共施設等の維持管理にかかるコスト状況、修繕や改修

履歴などの建物状況、稼働率などの利用状況のデータを一元的・経年的に管理蓄積して

いくことで、将来的な中長期的修繕計画や施設評価への活用を検討します。

・計画実現体制の構築

固定資産台帳の整備、固定資産台帳を核とした情報活用によって公共施設等の適正管

理を目指すためには、情報を一元管理することのできるシステム構築を視野に検討を進

めます。また、情報を一元化し可視化することで、従来の縦割りによる施設ごとの管理状

況から全体を俯瞰的に捉えることのできる環境を構築し、固定資産台帳の整備と活用を

新地方会計制度の適用とあわせて全庁的研修に取り組むなど、計画推進に必要となる組

①公共施設等の情報一元化

②公共施設等の総量適正化

③財政負担の軽減・平準化

①公共施設等の情報一元化 ②公共施設等の総量適正化 ③財政負担の軽減・平準化

固定資産台帳の整備

固定資産台帳の活用

計画実施体制の構築

全体最適の視点

まちづくりの視点

需要と供給の視点

公共施設等の経費削減

公共施設等の予防保全

公共施設等の保全基金
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織体制の構築もあわせて目指します。

②公共施設等の総量適正化

・全体最適の視点

公共施設等は、保有している限り、維持管理に関する将来コスト発生要因となります。

したがって、将来コスト縮減のためには、公共施設の総量を現状以上にむやみに増やさ

ないようにすることが最も重要です。必要最小限の施設の整備を行いつつも、将来の人口

減少を見据えて、新規の施設整備では、施設需要や施設維持にかかるコストなどの将来

予測を踏まえ、本町の適正な総量の範囲内となるよう全体最適の視点で検討します。

また、既存施設の更新にあたり、現状よりもダウンサイジングを図るなど総量が増加しな

いように努めます。

・まちづくりの視点

公共施設は、コミュニティ形成や防災等の拠点となるまちづくりの根幹となるものであり、

まちづくりに必要なサービスをいかに効果的かつ効率的に提供していくかという視点で、全

体最適の視点とあわせて検討する必要があります。

・需要と供給の視点

公共施設等には様々な施設需要があり、まちづくりを進める上での重要な要素となるも

のです。しかし、公共施設等に求められる「機能」と物理的な「施設」とを区分し、施設あり

きではなく「機能」に着目する必要があります。行政が必ずしも「施設」を所有せずとも、民

間活力の導入によって「機能」を満たす方策や、施設の複合化による需要と供給の集約

化など、公共施設等の「需要」に対する「供給」の視点について、その手法について幅広く

検討する必要があります。

③財政負担の軽減・平準化

・公共施設等の予防保全

公共施設等の機能を安全・安心な状態で供給し、施設をできるだけ長持ちさせるために

は、老朽化等による不具合を早期に発見することが必要です。日常の管理点検から、施

設の耐用年数に応じて老朽化が一定程度進んだ段階での劣化診断、必要に応じて詳細

診断を実施するメンテナンスサイクルの確立を検討していきます。

日頃より施設の適正利用・日常管理点検を行うこと、施設の劣化診断、施設の詳細診断

を行うこととします。施設の点検診断によって早期発見と早期修繕を行うことで、施設の大

規模修繕を出来るだけ回避して、施設の長寿命化と修繕費の軽減を図ります。

・公共施設等の経費削減

公共施設等は保有していることで、電気代、光熱水費、管理委託費など施設にかかる経

費が発生します。経常的な経費削減を図ることは当然のことですが、契約方式の見直しや

民間活力による新たな事業展開によるコスト削減、設備等の更新では将来コストを抑制で

きるものへの変更など、公共施設等の維持管理にかかる財政負担軽減を検討します。

・公共施設整備基金

将来にわたる継続した更新費用に備えるために、現状規模の投資的経費だけでは不足
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することが予想されます。したがって、中長期的な視点で、公共施設等の将来更新費用

に係る財源の確保を図るため、公共施設整備基金を造成しており、年度間の財源不均衡

を調整し、財政負担の平準化へつなげていきます。

（５）公共施設等の管理に関する基本的な考え方

①点検・診断等の実施方針

公共施設等の機能を可能な限り少ない経費で長期間維持させるために、劣化が進んだ

公共施設等の補修を行うのではなく、劣化が進む前に計画的な点検や劣化診断を図るこ

とを検討します。また、点検・診断等の履歴を集積・蓄積することで、修繕、更新等の実施

時期や老朽化対策における検討を行う上での基礎資料に活かしていきます。

②維持管理・修繕・更新等の実施方針

本町では、西暦 2039 年度をピークに更新費用の増大が見込まれます。したがって、計

画期間を超える長期的な視点に立ち、施設の老朽化の状況を的確に把握した上で、年度

ごとの更新費用の軽減及び平準化につながる維持管理、修繕、更新等の優先順位を整

理し、実施していきます。

③安全確保の実施方針

点検・診断等によって、危険性が高いと認められた施設や、老朽化の著しい施設につい

ては、安全の確保を優先させ、緊急的に対策を講じます。

④耐震化の実施方針

公共施設等は、平常時の安全だけでなく、災害時における拠点施設としての安全・機能

確保を図ることが重要です。これらの観点から、耐震化が完了していない施設については、

耐震診断及び耐震補強を推進していきます。

⑤長寿命化の推進方針

長寿命化については、持続可能な財政運営の観点から、長期的に見たライフサイクルコ

ストの削減とともに、将来更新費用の平準化にも主眼を置いて実施していきます。

特に、公共施設等については、劣化が進む前に計画的に点検・劣化診断を行い、計画

的な維持管理・更新を行うことで施設の長寿命化を図ることを目標とします。また、インフ

ラ施設についても、定期的な点検・診断等により劣化・損傷の程度や原因等を把握し、計

画的な修繕・更新を検討します。

⑥統合や廃止の推進方針

本町における人口構造の変化は穏やかであり、公共施設等に対するニーズは現状から

大きくは変化しないものと想定されるため、現在時点では施設の統合や廃止の可能性は

低いものと考えられます。

しかし、今後の財政状況や、施設の利用状況、行政サービス需要等の変化に応じて、近
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隣での類似機能を持つ施設の共有や施設規模の効率化の観点も含めて、公共施設等の

集約化や廃止等の検討が必要な場合は、適宜検討を図ります。

⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

総合的かつ計画的な管理を実現するための取り組みは、各施設所管部署と連携しなが

ら、全庁で行います。必要に応じて職員研修の実施や既存の庁内会議を活用しつつ、今

後の公共施設等のあり方について検討していきます。

（６）ＰＰＰ／ＰＦＩの活用

公共施設等の更新にあたっては、民間の技術・ノウハウ、資金等を有効利用するため、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩの効果を調査研究し、積極的な活用を検討します。

（７） フォローアップの実施方針

フォローアップにあたり、各公共施設等の所管部署と連携しながら、既存の庁内会議も

活用しつつ、計画の確実な実行に向けた進行管理を行うこととします。特に、固定資産台

帳については、一定整備された段階で、本計画についても更新を行うものとします。また、

計画期間15年間を５年ごとに前期・中期・後期に区切り、計画が実情とかけ離れたものに

ならないよう、必要に応じて本計画を見直すこととします。
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