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１．用語の説明（五十音順） 

 

用 語 内 容 説 明 

インフラ 道路や橋りょう、上下水道など社会基盤のこと（本方針での解釈） 

維持管理費  施設の維持にかかる経費のうち保守点検費・清掃費・警備費・経常

的な小規模修繕費・借地料等のこと 

合併算定替  市町村合併後 10 年度（本市の場合は 2014 年度まで）は、合併

前の旧市町村が存続するものとして計算した交付税額の合計額を下

回らないようにし、11 年度目以降は段階的に交付税額が縮減させて

いくことにより、合併市町村が交付税上不利益を被ることのないよう

配慮された制度のこと 

公共施設 公共の福祉のために整備した建築物（屋根がある建物）のこと（本

方針での解釈） 

公共施設等総合管

理計画 

公共施設等（公共施設及びインフラ）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進めるた

めの計画のこと。平成２６年４月に総務省が全ての自治体に対して策

定要請しました。 

更新経費 建物の建替えや大規模改修等（更新）に要する経費（建設・修繕・

更新・維持・解体にかかる経費）のこと 

光熱水費  施設の維持・運営にかかる電気料金・ガス料金・上下水道料金等の

こと 

公民連携 行政と民間が相互に連携してサービスを提供したり、協働して課題

を解決すること。ＰＰＰ（public private partnership）」とも表す 

コンパクトシティ 散した都市機能を集約させ、生活圏の再構築を進めることで、都市

機能の近接化による歩いて暮らせる集約型まちづくりのこと。 

事後保全 経年による劣化や故障、災害時による破損・故障に対して、緊急的

に修繕を行い、とりあえず利用可能な状態に回復させること  

施設機能 施設で提供されるサービスまたは施設利用を通じて得られるサー

ビスのこと（本方針での解釈） 

指定管理者制度  公の施設の管理者について「地方公共団体が出資している法人、公

共団体、公共的団体」という条件が撤廃され、条例に基づき議会の議

決を経て指定された者が施設の管理を代行する制度のこと  

生涯経費（ライフ

サイクルコスト） 

建物の生涯（企画から設計・運営管理・修繕・解体まで）のサイク

ルに発生する全ての経費のこと 

多機能化 一つの施設に複数の機能を持たせること。同一の土地・建物内に複

数の施設が入居し、同一の居室を複数の施設で使用すること  

地方交付税  地方公共団体ごとの不均衡の是正や一定レベルの行政サービス提

供を維持するための財源を保障する国から地方に再配分される財源

のこと 

扶助費  社会保障制度の一環として支給される費用のこと（生活保護法・児

童福祉法等の法令に基づくものや市の施策として行うものを含む） 

ファシリティ 

マネジメント 

事業体が目的を達成するために、公共施設等の経営資源（ファシリ

ティ）を総合的に企画、管理、活用すること  
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複合化 一つの土地や建物に複数の施設を集めること。同一の土地・建物内

に複数の施設が併設し、基本的に居室は施設単位で分かれます  

ポートフォリオ 仕分けする箱・枡のこと。ある指標を用いて施設等を分類するとき

に用いることがあります。 

予防保全 定期的な清掃や点検の結果、予測される不具合に対して、事前に対

処し、建物の安全確保（事故防止）や機能維持（劣化防止）を図り、

使用時の故障などを未然に防止すること 

ランニングコスト 施設の運営等に関連して発生する光熱水費や維持管理費等のこと。 

立地適正化計画 改正都市再生特別措置法に基づく「コンパクトなまちづくり」と「公

共交通によるネットワーク」の連携を具体的に措置するため、市町村

が策定する計画のこと 

 

 

 

２．経営基本方針の位置付け 

 

  この『鳥取市公共施設の経営基本方針』（以下、「基本方針」といいます。）は、本市

における“新しい公共施設のあり方”を創りあげるために策定するものです。次に示

すとおり全ての公共施設は、基本方針に基づき整備・管理等を進めます。 

  また、今後策定を予定している「公共施設経営基本計画（仮称）」の前提となる方針

です。 

 

 （１）基本方針は、「鳥取市総合計画」を支え、「鳥取市都市計画マスタープラン・立

地適正化計画（策定中）」と整合性を取るものとします。 

 （２）「鳥取市行財政改革大綱」と連動して、各施策・事業目的における公共施設の役

割や機能をふまえた横断的な内容とします。 

 （３）本市が策定する他の計画・方針と整合性を取り、各計画・方針における公共施

設に関する記述は、基本方針に即するものとします。 

 

   ≪相関図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合計画（公共サービス）  

都市計画  

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ・ 

立地適正化  

計画  

公共施設の 

経営基本方針 

鳥取市が策定する  

各種計画・方針等  

即する 

公共施設に  

関する項目  
即する 

行財政改革大綱（財政）  

連動  

整合 

整合 
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３．基本方針の対象施設 

  基本方針の対象となる公共施設は、本市が保有している公共施設全てとします。 

  なお、インフラ及び企業会計にかかる施設は、公共施設等総合管理計画において検

討することとし、基本方針の対象からは外します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

一般施設 

インフラ（基盤施設） 

建築物あり 

鳥
取
市
が
関
係
す
る
公
共
施
設
等 

広域組合施設 

道路・橋りょう 

上下水道 

市立病院 

消防署ほか 

行政施設 

福祉保健施設 

スポーツ施設 

社会教育施設 

公営住宅等施設 

観光保養施設 

産業振興施設 

学校教育施設 

公園施設 

環境関連施設 

その他施設 

集会施設 

スポーツ施設 

公園施設 

建築物なし 
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第１章 鳥取市の現状 

 

１．概要 

 

（１）地勢ほか 

  本市は、平成１６年に１市６町２村の市町

村合併によって、山陰地方で初の２０万都市

となり、市域は 765.66 ㎢と県内最大の広さ

となりました。 

  都市づくりの理念として、『多極型のコンパ

クトシティ』を掲げ、都心核と各拠点を結ぶ

インフラ整備が着実に行われています。 

 

 

（２）人口 

  高度経済成長期から増加が続いた人口は、平成１７年（2005 年）をピークに 20

万人を越えましたが、その後は減少傾向にあります。 

  国立社会保障・人口問題研究所は、何の対策も講じない場合、本市の人口が 25 年

後の平成 52 年（2040 年）には、約 15 万人となり、高度経済成長期前（昭和 30

年代）の人口規模にまで減少すると推計しています。 

  また、少子高齢化も加速しており、同研究所では、本市における 65 歳以上の人口

比率が平成 52 年（2040 年）には、現在より 14％増加すると推計しています。 

  

国立社会保障・人口問題研究所推計 

国立社会保障・人口問題研究所推計 

(推計) 

(推計) 



平成 26年 11月 26日 協議中資料 

6 

 

（３）財政等 

  平成 25 年度（2013 年度）は、約 520 億円の歳入一般財源がありましたが、平成

２７年度から３２年度にかけては、合併算定替えの段階的縮減の影響で、地方交付税

が減少していきます。 

  これに加え、人口減少や少子高齢化などの進行が経済成長等を阻害し、本市の財政

運営を厳しくさせることも懸念されます。 

  これまでも、市職員数の適正化（市町村合併時から 300 人以上減）、施設の民営化・

統廃合のほか、国県支出金を活用した市債の抑制などによる歳出抑制を着実に進めて

きましたが、財政状況は依然厳しい状況にあります。 

 

 

２．公共施設の現状 

 

（１）建物（ハード面） 

 

 ①整備時期 

  国、全国の自治体と同様に、人口の増加と併せて、公共施設（ハコモノ）やインフ

ラを整備してきました。 

  全国の自治体においてみられる高度経済成長期の「集中整備の山」が、本市では、

昭和４０年代から昭和５０年

代に見られます。加えて、本

市においては、平成７年頃に

も“ふるさと創生１億円事業”

による「集中整備の山」が見

られることから、更新問題は、

今後約 40 年間続く状況にあ

ります。 

 

  

(推計) 
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 ②施設量 

  平成１６年に９市町村が合併した本市は、旧自治体単位の公共施設をそのままの状

態で引き継いだため、非常に多くの施設

を有しています。 

  公共施設の総数は 1,001、総床面積は

90 万㎡を越えます。市民１人あたりに

換算すると、公共施設の延床面積は 4.65

㎡/人であり、全国平均 3.42 ㎡/人（東

洋大学調べ）よりも約３割大きくなって

います。 

  また、各地域において 1 人あたりの延

床面積に差が見られます。 

 

 ③配置 

  異なる所管課で整備された施設において、施設機能や利用実態（目的）が重複して

いる場合があります。 

  さらに、これまで自治体毎に公共施設をフルセットで整備・保有することが通常で

あったことから、旧自治体間において施設の配置への配慮はほとんどなされておらず、

広域的利用の施設が近隣に整備されている場合もみられます。 

 

 ④老朽度 

  平成 24 年（2012 年）末時点で、築 30 年を迎えている公共施設は、38％（約４

割）でした。しかし、高度経済成長期の「集中整備の山」が更新時期を迎える平成 37

年（2025 年）には、68％（約７割）の建物が築 30 年以上となります。 

 

 

（２）利用状況等（ソフト面） 

 

 ①施設分類 

  施設分類別に延床面積をみると、学校教育に関連する施設が多くなっており、次い

で公営住宅等となっています。 

  都市部の自治体と比べ、スポーツ施設や

観光・保養施設が多い点は、地方都市によ

く見られる傾向です。（各自治体の施設白書

から分析） 
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 ②管理状況 

  全ての公共施設（指定管理施設を除く）における光熱水費と維持管理費は、年間で

14 億円を超えています。 

  さらに、長期間にわたって民有地を借り上げている施設では、賃借料の負担が大き

くなっています。 

 

 

（３）インフラとの関係 

  公共施設だけではなく、インフラも同様に高度経済成長期や都市化の進展などによ

って、一斉に整備されており、公共施設

と同様に更新問題を抱えています。 

  公共施設もインフラも重要な生活基盤

ですが、より市民の生活・生命に直結し、

影響度が高いのは、インフラと言われて

います。 

 

 

（４）施設更新経費の試算 

  公共施設の建築年、延床面積並びに建物構造等を踏まえて、今後50年間に発生する

施設の更新経費を一定の基準の下で算出しました。 

  その結果、全ての公共施設を現状のまま保有すると仮定した場合、今後50年で約

3,274億円が必要となり、１年あたり約65億5,000万円の経費が発生する見込みとな

りました。 

  この額は、平成24年度（2012年度）に公共施設の更新・修繕費に費やした経費約

47億2,000万円（普通建設事業費・維持修繕費等）に比べると18億3,000万円不足

します。 

  平成24年度の公共施設の更新・修繕費とイ

ンフラの更新・補修費を併せると、約139億円

となりますので、公共施設とインフラにかける

経費の配分比率の調整で公共施設の更新・修繕

費の今後の不足額を補う余地はありますが、前

述したとおり、市民の生命に直結するインフラ

の更新・補修を優先すべきという観点に立てば、

公共施設の更新・修繕費は、少なくとも、平成

24年度相当額以下に抑えていくことが必要と

なります。 

 

 

  

50年間の総計 単位：千円
建設コスト 230,720,100
修繕・更新コスト 55,622,197
維持管理コスト 19,553,499
解体・除却コスト 21,538,287
計 327,434,083

単年度平均 単位：千円/年
建設コスト 4,614,402
修繕・更新コスト 1,112,444
維持管理コスト 391,070
解体・除却コスト 430,766
計 6,548,682

生活への影響度 
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第２章 鳥取市における「公共施設の更新問題」 

 

１．鳥取市の取り組み状況 

 

  市町村合併以降、本市においては、施設の統廃合、指定管理者制度の導入や集会所

等の地元譲渡など、公共施設の整理に努めてきましたが、施設の整備や修繕は、各担

当課の施策や判断を基に行われてきました。 

  そうした中、第５次鳥取市行革大綱に“ファシリティマネジメント機能の強化”を

盛り込み、平成２５年度（2013 年度）から、公共施設経営を総合的かつ一元的に推

進する取り組みを始めました。 

  その取り組みの一つが、公共施設を取り巻く現状と課題を『見える化（可視化）』し、

市民の皆さんと情報を共有する資料となる『鳥取市公共施設白書』の作成です。この

「公共施設白書」により、“全国の自治体と同じく、本市も「公共施設の更新問題」を

抱えている”という状況が明確となりました。 

 

 

 

 

２．鳥取市が抱える「公共施設の更新問題」 

 

  本市では、「公共施設白書」の作成を通じて、公共施設が抱える“更新問題”を次の

とおり分析しました。 

 

（１）施設管理コストの１人あたり負担の増加 

  少子高齢化を伴う人口減少社会を迎え、生産（労働）人口が減る中では、将来の大

幅な税収増は難しく、逆に扶助費の増加や交付税の縮減等によって、公共施設の維持

管理に充てられる財源は減少することが予想されます。 

  さらには、減っていく人口で、施設に関する人件費や事業運営費、定期的な大規模

修繕費をまかなうことから、１人あたりの施設管理コストの負担は増加することにな

ります。 

 

（２）更新時期の集中 

全国の自治体においてみられる高度経済成長期の「集中整備の山」に加えて、本市

においては、いわゆる“ふるさと創生１億円事業”による「集中整備の山」が見られ

ることから、集中した更新時期が長期間にわたり続く可能性があります。 

 

（３）施設の老朽化 

  建物は、築 25 年から 30 年程度を経過すると、外壁工事や内部改修など大規模改

修工事が必要となります。そうしなければ、耐用年数まで良好な状態で使い続けるこ

とが困難になるほか、機能の陳腐化による快適性の欠落からはじまり、利用者の安全

性を保てなくなることが懸念されます。 

  2025 年度には、こうした建築後 30 年以上となる建物が全体の 68％（約７割）と

なります。 
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（４）施設機能の重複 

  公共施設は、それぞれ行政目的をもって整備されていますが、所管部局が掲げる利

用目的は異なるものの、施設（部屋）の機能や、利用実態（目的）の同じ施設を重複

して整備していることがあります。 

 

（５）市民ニーズとの不一致・受益者負担の不均衡 

  市民ニーズ・年齢構成の変化や人口減少などによって、設置目的が形骸化している

施設や利用頻度の低い施設が増えています。 

  一方で、同機能の施設においても、利用料金の有無が分かれている場合や、利用者

1 人あたりの公費負担が非常に大きい施設が見られます。 

 

（６）管理運営方法等のばらつき 

  国の施策等をもとに、施設所管課ごとに、整備や運営、修繕が行われており、施設

の維持管理費に大きな差が見られることが有ります。 

  また、多くの施設において、修繕履歴が管理されず、修繕計画が無い状況で対処的

に修繕・管理が施されているケースが見られます。 

 

（７）民有地借上げによる財政負担 

施設の整備にあたって、長期間にわたって民有地を借り上げている施設について、

財政の負担が大きくなっている場合があります。  

 

（８）公共施設＆インフラの更新問題 

  公共施設に加え、インフラも同様に高度経済成長期や都市化の進展などによって、

一斉に整備されており、公共施設と同様に更新問題を抱えています。 

  公共施設もインフラも重要な生活基盤ですが、有事の際に、より市民の生命に直結

する事故となる可能性が高いのは、インフラと言われています。 

  公共施設は、サービスを提供するための手段の一つであり、複合化や統廃合など、

工夫を重ねることで、総量を減らしても機能を維持する余地があります。 

  一方、道路を廃止すればそこに接していた土地は利用できなくなるなど、インフラ

に関しては量を減らすことは難しく、すなわち更新費用縮減の余地が少ないと言えま

す。 
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第３章 公共施設に関する市民意識 

  本市では、『公共施設の更新問題』の解決に向けて、新しい公共施設のあり方を検討

するため、市民アンケート調査を実施し、市民意識について分析しました。  

 

１ 調査対象  １８歳以上の鳥取市民（3,000 人） 

２ 調査方法  郵送（アンケート用紙と参考資料）による、無記名アンケート調査  

３ 実施期間  平成２６年９月１６日（火）～１０月８日（水）  

４ 回収数   965 票（回収率：32.2％） 

 

 

≪市民アンケートの抜粋を掲載≫  

 

 

 

第４章 公共施設経営の必要性 
 

１．公共施設経営の必要性 

 

本市は、全国の自治体と同様に、『老朽化する公共施設の更新に必要な多額の経費』

を『減少していく財源』で賄わないといけないという、相反する難しい局面にありま

す。 

一方で、人口減少・少子高齢化は社会様態の変化であり、同時期に公共施設が更新

時期を迎えるということは、イマこそが“公共サービスの新たな可能性を拓く”好機

（チャンス）といえます。 

また、市民アンケートから見ても多くの方々が「公共施設の更新問題」の打開を望

んでいるといえます。 

本市を将来にわたって、“住み続けられるまち”とするためには、前向きに『新しい

公共施設経営』に取組み、“個別最適化”の観点から、中長期的な“全体最適化”へと

転換していくことで、将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けない、「いつまでも

暮らしたい。誰もが暮らしたくなる鳥取市」の実現をめざすことが必要です。  

そのためにも、『鳥取市公共施設の経営基本方針』を策定し、“新しい公共施設経営

の基本的な考え方”を市民と共有しながら積極的に取り組んでいきます。 
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２．取り組むべき課題 

 

  新しい公共施設経営において、本市が取り組むべき課題を絞り込みました。  

  絞り込みにあたっては、第３章の「市民アンケート」の結果をはじめ、有識者会議

である「鳥取市公共施設の公共施設のあり方見直し研究会」からの提言、さらには公

開講演会の講師を務めていただいた先進自治体（浜松市・秦野市・さいたま市ほか）

の実務経験者から助言など、さまざまな視点をふまえて決定しました。 

 

 

 

（課題１）多様化が見込まれる市民ニーズに対応するため、新しい視点での公共

施設の運営や民間活力の活用が求められます。 

 

（課題２）安全・安心な市民生活を支え、災害にも強い、安全性・耐震性を備え

た公共施設を確保することが求められます。 

 

（課題３）次世代への負担を軽減するため、長期的な視点を持ちつつ、早期に取

り組むことが求められます。  

 

 

 

（課題１）多様化が見込まれる市民ニーズに対応するため、新しい視点での公共

施設の運営や民間活力の活用が求められます。 

 

  人口減少と少子高齢化の急速な進行による人口構造の変化によって、施設利用者の

減少と公共施設に求められるサービスの変化・多様化が想定されます。 

  一方、公共施設は、国の施策等をもとに、施設所管課ごとに検討され、１施設１機

能での整備が進められたほか、建替えや修繕も施設所管課別に実施されてきました。 

  今後、さらに多様化が見込まれる市民ニーズに合致した公共サービスを提供するた

め、新しい視点での公共施設づくりや民間活力の活用が求められています。 
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（課題２）安全・安心な市民生活を支え、災害にも強い、安全性・耐震性を備え

た公共施設を確保することが求められます。 

 

  公共施設の更新経費を試算したところ、今後１年あたりの見込額が約 65 億 5,000

万円であり、平成２４年度の更新経費の実績の約 47 億 2,000 万円を将来にわたり維

持できたと仮定しても、保有する公共施設の約 28％（25.2 万㎡）を更新できない状

況です。 

  限られた財源を公共サービス（ソフト事

業）の維持・向上に優先することとし、公

共施設の圧縮もできないとすれば、老朽化

した施設を放置せざるを得ない、利用し続

けなければならないといった、市民の安全

や安心を脅かす状況になることが懸念され

ます。 

  安全で安心な市民生活・市民活動を支え、

災害にも強い安全性・耐震性を備えた公共

施設を確保することが求められています。 

 

 

 

 

 

（課題３）次世代への負担を軽減するため、長期的な視点を持ちつつ、早期に取

り組むことが求められます。 

 

  平成 27 年度から地方交付税が段階的に削減されるなど、厳しい財政状況の中、公

共サービスを維持していく必要があります。 

  現在、約 20 万人の本市人口は、25 年

後の平成 52 年には、約 15 万人になると

推計されており、現状のまま公共施設を維

持・更新した場合、固定的な経費である公

共施設の更新経費は、１人あたり負担が

1.8 倍となる見込みです。 

  今後、40 年間にわたり更新時期を順次

迎える公共施設を大量に保有しており、次

世代への負担を軽減するため、長期的な視

点を持ちつつ、早期に取り組むことが求め

られています。 

 

 

 

  

更新費用が増加するため、現在の予算規模
を維持できたとしても、全ての施設を更新す
ることができません。（面積割合） 
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第５章 公共施設経営の目的 

 

１．公共施設経営の目的 
 
 “公共施設経営の必要性”と“取り組むべき課題”をふまえ、公共施設経営に

取り組む目的は、次の３つとします。 

 

 

（目的１）公共サービスの維持・向上 

    市民ニーズや社会様態にあった公共施設に転換することで、施設におけるサー

ビスの維持・向上を図ります。 

 

（目的２）安全・安心な市民生活 

    将来にわたって安全性の確保された公共施設を市民に提供し、安全で安心な市

民生活・活動を支えます。 

 

（目的３）次世代の負担軽減 

    中長期的な視点を持ち、公共施設にかかる生涯経費を圧縮し、次世代へ過度な

負担をかけません。 
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第６章 公共施設経営の原則と戦略 
 

１．公共施設経営の３原則 
 
  公共施設は、利用者負担以上に全市民によって支えられていることをふまえ、

施設利用者のみならず、市民全体で施設経営を考えていくことが重要です。  

  前述の目的を達成するため、次の３原則に基づき、市民と行政の協働による

“公共施設経営”に取り組んでいきます。 

 

（原則１）ハードよりソフトを！ 

    建物ではなく、サービスの提供を重視すること。 

 

（原則２）積極的にスリム化！ 

    市が保有する施設（土地・建物）の総量を圧縮すること。 

 

（原則３）安全・安心が第一！ 

    市民・施設利用者の生命を守ること。 

 

（原則１）ハードよりソフトを! 

    ～建物ではなく、サービスの提供を重視すること～ 

   サービスの提供において重要なものは“建物”ではなく、サービスの内容が重要

という考え方の基に、建物を現有の用途にとらわれない“サービスを提供する場”

として考えます。 

   多くの公共施設において、生涯経費（ライフサイクルコスト）のうち建設後に発

生する経費（ランニングコスト）が大部分を占めることをふまえ、サービス提供に

あたっての市有施設の必要性を重視して取り組みます。 

 

（原則２）積極的にスリム化！ 

    ～市が保有する施設（土地・建物）の総量を圧縮すること～ 

   施設全体の総延床面積を縮減することで、建物の更新経費を縮減し、財政規模に

見合った施設の総量に圧縮します。 

   原則として新規施設は建設しない（※）こととし、新たな市民ニーズに対応する

必要がある場合は、中長期的な総量圧縮の中で取り組みます。 

   ※新規施設の建設とは、老朽化した建物の建替えでなく、全く新しい施設・建物

を新規に建設することは原則として行わないこと。 

 

（原則３）安全・安心が第一！ 

    ～市民・施設利用者の生命を優先すること～ 

   市民・施設利用者の生命を守ることが最も重要であり、公共施設における事故を

未然に防ぐ必要があります。 

   限られた財源の中で、“公共サービスの提供”及び“安全・安心な市民生活”に欠

かすことができない公共施設の適切な管理に取り組みます。 
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２．公共施設経営の８戦略 

 

 目的の達成に向けて、次の戦略を最適に組み合わせ、“公共施設の経営”を進め

ていきます。 

 

 

（戦略１）公共施設を最大限に活かす！ 

     複合化・多機能化によって拠点性を高め、新しい価値を生みます。 

 

（戦略２）施設分類別に方向性を定める！ 

      施設の利用圏域や施設用途をふまえた施設経営を進めます。  

 

（戦略３）予防保全への転換を図る！ 

     着実な施設保全で安全な施設づくりを進めます。 

 

（戦略４）中長期的な視点で生涯経費を縮減する！ 

     生涯経費に着目して費用対効果の高い施設更新・管理を進めます。 

 

（戦略５）公民連携で Win－Win のカタチをつくる！ 

     市民・民間事業者・行政の協働の仕組みを構築します。 

 

（戦略６）未来に向けた施設配置に努める！ 

      これからのまちづくりと整合性のとれた施設経営を進めます。 

 

（戦略７）必要な財源を確保する！ 

     基本方針に沿った取組みは重点的に予算配分します。 

 

（戦略８）管理から経営へ発展する！ 

     企画から処分まで、一元的なマネジメントを推進します。 
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（戦略１）公共施設を最大限に活かす！ 

      複合化・多機能化によって拠点性を高め、新しい価値を生みます。 

 

  ①従来の１施設１機能の考え方ではなく、複合化や多機能化等によって、公共施設

が多様な人々が集まる場となり、人と人との新たな交流を生み、魅力ある施設に

なることをめざします。 

 
 

 

  ②建物性能（耐震性や設備等）が充実している施設については、拠点性を高め、稼

働率の向上に取り組みます。 

  ③社会様態の変化によって、当初の施設設置の目的と市民ニーズにズレがないか確

認し、施設の稼働率を高めるため、空きスペースについては、貸出や用途転用な

ど利用者ニーズにあった施設運営（例：開館時間の延長等）や多機能化などを検

討します。 

  ④既存の公共施設の利活用等の方向性については、ポートフォリオ（仕分け箱）な

どを活用し、共通ルールに沿って中長期的な視点から検討する仕組みを構築しま

す。具体的な運用については、基本計画において定めます。（現在、計画段階のも

のについても適用します。） 

 

  （イメージ）利活用等の方向性を検討するポートフォリオ  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

（文部科学省 学校施設と他の公共施設等との複合化検討部会資料の抜粋）  

利
用
ニ
ー
ズ 

高 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

低 

建物性能 

低                  高 

建替 

民間

施設

活用 

転用 

売却 

維持 

複合化等 

解体 
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（戦略２）施設分類別に方向性を定める！ 

      施設の利用圏域や施設用途をふまえた施設経営を進めます。  

 

  ①施設を、それぞれの利用者状況（利用圏域分類）や施設用途などによって、大き

く５種類に区分して方向性を検討します。 

区分 利用圏域分類 施設の用途 方向性 

広域 

施設 

全国 

（市民に 

 限らない） 

文化・観光・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ機能を

有する施設 

大規模なイベント・大会等の

会場となる大規模施設 

・県・近隣自治体との連携 

市域 

施設 

市全域 

（全市民） 

各種業務・公共サービス提供

の拠点となる施設 

・複合化・多機能化 

・１カ所に集約 

・交通アクセスの配慮 

地域 

施設 
中学校区 

概ね中学校区を基本に設置

され、主に地域内の住民が利

用する施設 

・複合化・多機能化 

・中学校区をまたがる統合

（南・西部地域でのブロ

ック化等） 

生活圏 

施設 
地区公民館区 

概ね公民館区を基本に設置

され、主に区域内や周辺住民

が利用する施設 

・学校など地域の核となり

得る施設への複合化（集

約化） 

・公民館区をまたがる統合 

・多機能化 

ｺﾐｭﾆﾃｨ 

圏域 

施設 

町内・ 

集落単位 

概ね自治会区域を基本に設

置され、その地域住民が利用

する施設 

・自治会や利用団体に譲渡

し、自由度の高い活用 

・民間施設の利活用 

 

 

 

  ②５区分に分けた施設分類を、さらに市民アンケート等の結果や行政としてのサー

ビス提供の必要性、民間施設との競合等をふまえて各施設分類に経営方針を定め

て具体的な公共施設経営に取り組みます。 

  

広域施設 

市域施設 

地域施設 

生活圏施
設 

ｺﾐｭﾆﾃｨ
圏域施
設 
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（戦略３）予防保全への転換を図る！ 

      着実な施設保全で安全な施設づくりを進めます。 

 

  ①施設管理の考え方を、対処療法的な“事後保全”から計画的な“予防保全”へ転

換し、施設所管課と営繕部門が連動した組織体制・仕組みづくりを進めます。 

 

  （予防保全のイメージ） 

 

  ②施設点検の実施によって、施設の不具合を事前に把握し、対処することで利用者

の快適性の向上とともに事故を未然に防ぎます。 

  ③施設の劣化速度の鈍化を図り、施設の耐久性を保つ取組みを推進します。  

  ④施設点検結果及び修繕履歴等のデータを管理し、活用する仕組みづくりを進め、

効率的かつ効果的に修繕等を実施するための中長期保全計画を策定します。 

  ⑤施設の更新・修繕を検討にあたっては、優先順位を付ける仕組みを構築します。 

   なお、優先順位付けにあたっては、客観的かつ適切に行うためポートフォリオ等

を活用することとし、具体的な運用については、別途定めます。 

 
   （イメージ）ポートフォリオによる優先順位付け 
 

高 ４位 ２位 １位 

中 ７位 ５位 ３位 

低 ９位 ８位 ６位 

 サービス目的 準義務的なもの 義務的なもの 

 

 

  ⑥修繕工事の一括発注や不要な道連れ工事の抑制など、計画的な予防保全の実施に

よって、限られた財源の中でも効率的に安全な施設を維持するよう努めます。 

 

  

建
物
老
朽
度 

施設の内部価値（設置目的） 
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（戦略４）中長期的な視点で生涯経費を縮減する！ 

      生涯経費に着目して費用対効果の高い施設更新・管理を進める。 

 

  ①中長期的な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながるサービス提供主体や運営手法

への転換、借地の解消などを積極的に検討します。 

  ②本市（行政）が提供しなくてはいけない公共サービスを精査し、必要性（優先度）

の高い施設の維持・更新を優先しつつ、優先度の低い施設の用途転用、売却等を

積極的に推進します。 

  ③旧自治体区域ごとに施設が整備されていることをふまえ、近隣で重複している機

能（施設）については、旧自治体区域にとらわれず整理・統合を進めます。 

  ④建物の耐用年数が残っていても、設置目的を終えた施設や費用対効果が低い施設、

利用者が特定されている施設等は、積極的に処分（売却等）を検討します。 

 

 

 

 

（戦略５）公民連携で Win－Win のカタチをつくる！ 

      市民・民間事業者・行政の協働の仕組みを構築します。 

 

  ①市民目線での情報公開を積極的に行うことで情報の共有化に努め、各方面と協

働・連携ができる体制づくりを進めます。 

  ②民間事業者の資金やノウハウを活用した施設の更新や、サービスの効率的かつ効

果的な提供にむけて市民・事業者と行政が協働して取り組みます。  

  ③施設の魅力づくりや活性化につながる市民・民間事業者の取組みをサポートし、

新たな発想による充実したサービスの提供をめざします。 

  ④市民・民間事業者からの提案制度等の導入を検討し、民間事業者等が公共施設経

営に参画しやすい環境づくり（公民連携）に努めます。 
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（戦略６）未来に向けた施設配置に努める！ 

      これからのまちづくりと整合性のとれた施設経営を進めます。 

 

  ①地方中枢拠点都圏域における公共施設・施設サービスのあり方について検討し、

周辺自治体と連携した取り組みを進めます。 

  ②新しい公共施設経営の取組みによって、新しいビジネスチャンスや交流が生まれ、

圏域の活性化につながる取り組みを検討します。 

  ③将来的なコンパクトシティの実現に向け、立地適正化計画等と連動して、地域の

拠点となる施設への機能の集約・充実を図ります。 

 

  ④災害時に指定避難所となる施設は、求められる安全性や性能の確保に向けて検討

します。 

  ⑤県及び近隣自治体との連携・役割分担等を検討します。 

 

 

 

 

（戦略７）必要な財源を確保する！ 

      基本方針に沿った取組みは重点的に予算配分します。 

 

  ①公共施設の経営に関する取組みは、基本方針に沿うことを前提とし、方針に基づ

く取り組みには優先的に予算配分します。 

  ②施設の売却等によって得た財源は、原則として公共施設の経営に充てるための基

金に積み立てることとします。 

  ③中長期保全計画に基づく施策展開によって、施設更新・修繕に必要な経費の年度

間較差を平準化することで、無理な借り入れ（起債）を抑え財政的な負担を軽減

します。 
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（戦略８）管理から経営へ発展する！ 

      企画から処分まで、一元的なマネジメントを推進します。 

 

  ①責任・役割分担が明確な従来の組織体制（縦割り）に加え、全施設のデータを一

元的に管理し、総合的かつ戦略的に取り組む組織体制・仕組みを構築します。  

  ②公共施設のライフサイクル（企画・設計から建築、運営、処分まで）全てにおい

て効率的かつ効果的に取り組むための組織体制・仕組みを構築します。 

  ③施設の更新・新設等を検討する際、公共施設経営の所管課等による事前協議制度

等を導入します。 

  ④基本計画の適切な運営管理（ＰＤＣＡ）を行い、定期的に基本方針及び基本計画

の見直しを図ります。 

 

 

  ⑤公共施設経営は、継続的かつ発展的な長期にわたる取り組みであり、公共施設経

営（ファシリティマネジメント）に精通した人材育成等を進めます。  

 

  

PLAN 
計画 

ACTION 
改善 

DO 
実施 

CHECK 
点検 

方針・計画の策定  

計画等に基づく  

複合化等  

複合化等の効果検証  

計画の進捗状況等の確認  

計画等への反映  

見直し等の検討  
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第７章 施設分類別の“現状・課題”と“方向性”（たたき台） 

 

  「戦略２」に基づき、全ての公共施設を“施設分類別”に区分けしました。  

  その後、公共施設白書のデータや市民アンケートによる意見、行政としてのサービ

ス提供の必要性、民間施設との競合状況など様々な実状をふまえ、各分類の「現状と

課題」を整理して「方向性」についてまとめました。 

  市全体で、延床面積にして約   ％を削減するという目標を達成するため、全ての

施設で前提となる方向性と施設分類別の方向性をふまえ、横断的かつ積極的に、“公共

施設経営”に取り組む必要があります。 

 

 

１．全施設分類における共通の方向性 

 

（１）民間活力（施設・資金）の活用を含め、公共施設のライフサイクルコスト

縮減につながる手法を検討します。 

（２）１施設１機能の考え方を見直し、更新の際には複合化を検討します。なお、

単独で建替える場合は、縮減目標をふまえた規模を検討します。 

（３）類似用途の施設は統合・集約化（ブロック化）を検討します。 

 

 

２．施設分類別の“現状・課題”と“方向性”  

 施設分類 現状・課題等 方向性 

１ 市庁舎 ・機能が複数の建物に分散され、利用者

に不便をかけることがあります。 

・本庁舎及び第２庁舎の老朽化が進み、

耐震性にも問題があります。 

・駅南庁舎は閉店した大型小売店舗を改

修して活用しています。（耐震性あり） 

・本庁舎は、防災拠点として災害対策本

部の設置場所に位置付けています。 

・狭あいであり、バリアフリーになって

いない箇所が多くあります。 

・駅南庁舎は、図書館や放送大学、民間

スポーツクラブなどとの複合施設に

なっています。 

・中核市移行による事務量の増加などを

踏まえ、更なる機能充実を図る必要が

あると考えられます。 

→行政サービスの提供の場、全

市的な防災の拠点として長

期間にわたってサービス・機

能を確保します。 

→行政サービスの充実とあわ

せ、多機能化を図り、稼働率

の高い施設をめざします。 

→サービスを提供するために

必要な規模を確保します。 

→永年的に維持・保有する施設

として、特に長期的な視点か

らライフサイクルコスト圧

縮につながる躯体・設備等を

用います。 

２ 総合支所 ・市町村合併前の旧自治体単位に設置さ

れています。 

・市庁舎の総延床面積（庁舎部分）と８

つの総合支所の総延床面積を比較す

→行政サービスの提供の場、地

域防災の拠点施設としてサ

ービス・機能を確保します。 

→サービスを提供するために
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ると、総合支所の合計面積の方が大き

くなっています。 

・福部・河原・用瀬・佐治・気高町総合

支所において耐震性に問題がありま

す。 

・佐治・鹿野町総合支所の敷地が借地と

なっており、年間約 600 万円の借地

料が発生しています。 

・総合支所は防災拠点として災害対策支

部の設置場所に位置付けられていま

す。 

・福部町総合支所は河川氾濫時における

浸水の危険があり、用瀬町総合支所は

土石流の警戒区域内となっています。 

・旧町村役場を活用している総合支所に

おいては、余剰スペースが発生してい

ます。 

・一部の総合支所において窓口対応の件

数が少なくなっています。 

必要な規模を確保します。 

３ 防 災 関 連

施設 

・火災や災害に備え、“消防格納庫”を

消防団の分団ごとに設置しています。 

・設置にあたっては消防団と連携を図り

ながら進めています。 

・これまでは格納庫の機能のみが求めら

れましたが、今後は迅速な活動体制を

とるための待機機能も求められます。 

→地域に必要な防災機能を確

保します。 

→規模・数量等については消防

団分団の状況をふまえ適宜

見直します。 

４ 行 政 関 連

施設 

・イベント用品や行政文書等を保管する

ため設置したもののほか、利用目的を

終えた既存施設を活用した施設が各

地に見られます。 

・支所管内において、使用されなくなっ

た施設を倉庫として活用している場

合が多くなっています。 

・借地に設置している施設があり、借地

料が発生しています。 

・修繕が十分になされていない建物もあ

ります。 

→保存する物件等の精査を要

します。 

→既存施設の高度利用を検討

します。 

→高度利用ができない場合は、

更新を行いません。 

→必要な施設機能は民間施設

の活用等を検討します。 

５ 地 区 公 民

館 

・平均の延床面積は約 450 ㎡ですが、

中には 221 ㎡と小さな地区公民館も

あります。 

・小学校を転用したものや複合施設な

ど、施設の構造及び建物所有は様々で

す。 

→協働のまちづくりを進める

地域の拠点として更なる有

効活用を図ります。 

→複合化・多機能化などを検討

します。 

→複合化等によって特に地域
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・1970～1980 年代に整備された施設

が多く、特に合併地域において老朽化

した施設が多くなっています。 

・耐震診断結果に基づき順次耐震化や建

替えを行っています。 

・使用できる者は原則として当該地区公

民館の設置区域内の住民に限られて

おり、無料で利用できます。 

 

の拠点として活用される施

設は、機能・設備を充実しま

す。 

６ 集会所等 ・設置目的が、農林振興関係、地域活性

化関係、生活改善関係など、当初の設

置目的は異なるものの、施設の機能が

類似している施設が多くあります。 

・地区の集会所等には、集出荷施設等の

機能を備えたものがあります。 

・１施設の延床面積は地区公民館より小

さいものがほとんどです。 

・地域によって設置数及び人口一人あた

りの延床面積に大きな差が見られま

す。 

・複数の集会所が近接している場合があ

ります。 

・地元等が運営を行っています。 

→施設の利用率を高めます。 

→地元管理に移行します。 

→公共施設の整理・統廃合に関

する方針に沿って、地元等へ

の譲渡を進めます。 

→行政による更新を行いませ

ん。 

７ 広 域 集 会

施設 

・多くは鳥取地域に整備されています。 

・県や民間が所有する類似機能の施設が

あります。 

・耐震性に問題がある施設が見られま

す。 

・ほとんどが複合施設として運営されて

います。 

・ホールの利用者は横ばいですが、稼働

率は低くなっています。 

・規模が大きいほか、特にホール施設は

設備も特殊なため今後の改修等に多

くの費用の発生が見込まれます。 

 

→民間施設や類似施設とのサ

ービス内容を比較し、可能な

限り民間による運営を促し、

サービスの向上を図ります。 

→複合化などを検討し、稼働率

の向上を図ります。 

→施設規模や立地などについ

て、市域全体でバランスのと

れた配置をめざします。 

→大規模改修や建替えが必要

となった施設や稼働率が低

い施設においては、存廃につ

いて検討します。 

８ 中 央 公 民

館 

・施設の構造及び建物所有は様々です。 

・多くの施設で老朽化が進み、耐震性に

問題がある施設も見られます。 

・一定数の利用がありますが、稼働率は

低くなっています。 

・館によって自主事業の回数に差があ

り、貸館の要素が大きくなっていま

→地域に必要なサービス内容

について、各地域の実態等を

ふまえ常に見直しを行いま

す。 

→他施設との複合化等を検討

します。 
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す。 

９ 人 権 福 祉

センター 

・福部・鹿野・青谷地域には設置されて

いません。 

・中央人権福祉センター（人権交流プラ

ザ）は市全域から利用があり、利用者

が増加傾向にあります。 

・その他の人権福祉センターの利用者数

は、ほとんどが横ばいか減少傾向にあ

ります。 

・相談件数は増加していますが、貸館利

用は多くありません。 

・生活・人権に関する相談業務を行う場

としてさらに必要性が高まることが

考えられます。 

→人権福祉・啓発の拠点として

サービスを確保します。 

→地域の実情等をふまえ、適宜

サービス内容の見直しを検

討します。 

→複合化などを検討し、稼働率

の向上を図ります。 

→各地域の現状や補助制度等

を考慮しつつ、機能を確保し

ます。 

10 文 化 学 習

施設 

・ほとんどが小規模施設となっていま

す。 

・一部の施設で老朽化が進んでおり、老

朽化した施設は、修繕を行っていま

す。 

・茅葺き屋根など、特色ある施設があり

ます。 

・展示内容は、旧自治体単位のものに限

定されています。 

・多くの施設が無料で観覧できます。 

・利用者数が著しく少ない施設がありま

す。 

 

→可能な限り民間による運営

を促し、サービスの向上を図

ります。 

→旧自治体単位を越えた広域

化でのサービス充実を図り

ます。 

→費用対効果を含めサービス

提供のあり方を検討します。 

→大規模改修や建替えが必要

となった施設や稼働率が低

い施設においては、存廃につ

いて検討します。 

→他施設との複合化等を検討

します。 

11 図書館 ・鳥取・用瀬・気高地域に整備し、その

他の地域は、中央公民館に図書室を併

設しています。 

・中央図書館は市庁舎等との複合施設で

あり、用瀬・気高図書館は単独の建物

となっています。 

・中心市街地内に市中央図書館と県立図

書館が設置されています。 

・施設での図書貸出サービスに加え移動

図書館車が巡回しています。 

・利用者層や利用者数（貸出冊数）の把

握に基づくサービスの向上及び、費用

効率の向上を図っていく必要があり

ます。 

→今後もサービス・機能を確保

します。 

→移動図書館車の活用や県立

図書館との連携など、更なる

サービスの向上を図ります。 

→費用対効果を含めサービス

提供のあり方を検討します。 

→他施設との複合化等を検討

します。 

12 生 涯 学 習 ・鳥取地域に設置されています。 →生涯学習の場としてサービ
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施設 ・学習交流センター鳥取は、国際交流プ

ラザ内に設置されており、複合施設と

なっています。 

・生涯学習センター及び視聴覚ライブラ

リーは、文化センター内に設置されて

います。 

 

スの確保に努めます。 

→利用者の増加や稼働率の向

上を図ります。 

→費用対効果を含めサービス

提供のあり方を検討します。 

→他施設との複合化等を検討

します。 

13 体育館 ・市域全体に設置されていますが、全て

の地区に設置されているものではあ

りません。 

・B&G 海洋センター、農林漁業者トレ

ーニングセンターなど設置目的が異

なる体育館や学校体育館など、機能の

類似した施設が隣接している場合が

あります。 

・県有施設と機能が重複しています。 

・老朽化が進み、耐震性が不十分な施設

があります。 

・近年は年平均 1,250 万円の大規模改

修費が発生しています。 

・廃校となった旧小学校の体育館を使用

している地区があります。 

・地区によって利用者数に大きな差があ

ります。 

・県単位で比較した場合、鳥取県の体育

館保有量が全国で最も大きくなって

います。 

→複合化や多機能化など、利用

者の増加（利用者層の拡大）

や稼働率の向上を図ります。 

→県有施設や学校体育館の活

用も含め効率のよいサービ

スを検討します。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合は、市域全体と

してのバランス等をもとに

存廃について検討します。 

→中長期的に必要である施設

においては、機能・設備の充

実など、必要な措置を検討し

ます。 

14 ス ポ ー ツ

施設 

・市域を越えた地域のみなさんからの利

用がある施設もあります。 

・比較的利用圏域が広いことを考慮する

と、近接した地域に重複して設置され

ている場合があります。 

・県有施設との重複が見られ、プールは、

民間事業者との競合が見られます。 

・一部の施設で老朽化が進んでいます

が、新しい施設も整備されています。 

・利用者はほぼ横ばいです。 

・中には利用者が特定の者に限られ、稼

働率も低い施設が見られます。 

 

→複合化や多機能化など、利用

者の増加（利用者層の拡大）

や稼働率の向上を図ります。 

→県有施設や他自治体の施設

を含め効率のよいサービス

を検討します。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合は、市域全体と

してのバランスや中長期的

な費用対効果をもと存廃等

について検討します。 

→中長期的に必要である施設

においては、機能・設備の充

実など、必要な措置を検討し

ます。 

15 保育園（幼 ・公立園が 28 園、民間資本が運営する →地域の実情をふまえ、行政が
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稚園含む） 私立保育園が 16 園、認定こども園が

５園あります。 

・福部・河原・鹿野地域に幼稚園を有し

ていましたが、現在は幼保一体化の施

設となっています。 

・市街地の一部の保育園では入所者が集

中し、入りにくい状態が発生していま

す。 

・一方、中山間地域等の保育園において

は空きスペースが生じています。 

・特に鳥取地域における老朽化が進んで

います。 

・順次耐震化を進めています。 

・指定管理者制度を導入した施設や、民

間譲渡した施設があります。 

・国庫補助等を活用し、民設民営の保育

園（土地は無償貸付）の保育園が設置

されました。 

・全体として、入所ニーズに応える定員

数は確保しています。 

直接提供する（すべき）サー

ビスを明確とし、費用対効果

をふまえサービスの提供主

体を検討します。 

→今後とも活用する施設のう

ち、老朽化した施設について

は直ちに対策を講じます。 

→園児数の推移や地域の実情

をふまえ、小規模園の統合な

どを検討します。 

16 児童館 ・保育型と地域型に分類され、保育型（保

育に欠ける幼児を保育）は東郷のみと

なっています。 

・老朽化が進んでいます。 

・利用者の多い施設と少ない施設に二極

化が進んでいます。 

・閉館状態になっている園もあります。 

 

→サービスの必要性を検討し

ます。 

→利用者の増加や稼働率の向

上を図ります。 

→サービスの必要性が低い施

設については、速やかに用途

転用や地元譲渡等を検討し

ます。 

→行政による更新を行いませ

ん。 

17 放 課 後 児

童クラブ 

・44 の市立小学校のうち 38 校区（学

校）において事業を実施（開設）して

いますが、専用施設を有するものは全

体の約３割（47 クラブ中 16 クラブ）

となっています。 

・専用施設のあるクラブに入級する児童

は、放課後児童クラブを利用する全児

童のうち約４割となっています。 

・公民館との併設・学校の余裕教室・そ

の他の公共施設での開設など、様々な

形態となっています。 

・専用施設の利用者数の増減はクラブに

よって異なっています。 

→今後のニーズ増加が見込ま

れる施設であり、サービスの

拡充を検討します。 

→条例等の範囲内で、多機能化

など稼働率の向上をします。 

→学校施設及び民間施設等の

活用などを検討します。 



平成 26年 11月 26日 協議中資料 

29 

 

・受入学年が６年生までに広がり、利用

希望者の増加が見込まれます。 

・一方、国は学校施設の複合化（有効活

用）を進めており、より一層学校現場

との調整が必要となってきます。 

18 児 童 発 達

支 援 セ ン

ター 

・耐震基準は満たしているが、補修が必

要となってきています。 

・定員以上の人数が入所し、待機児童が

出ています。 

→利用者のニーズに基づき、今

後もサービス・機能を確保し

ます。 

→サービスを提供するために

必要な規模を検討します。 

19 高 齢 者 支

援施設 

・国府・福部・河原・気高には整備され

ていません。 

・富安の高齢者福祉センター以外は、比

較的新しい施設となっています。 

・空調設備等で不具合が発生している施

設がありますが、設備自体が古く維持

管理が難しくなっています。 

・借地に整備された施設があります。 

・土地と建物を指定管理者に無償貸付し

ている施設があります。 

・一部で利用者が限定的になっている施

設があります。 

・団塊世代の高齢化によって利用者が増

えることが見込まれます。 

→利用者のニーズに基づき、今

後もサービス・機能を確保し

ます。 

→費用対効果をふまえサービ

スの提供主体を検討します。 

→市が直接利用する頻度が低

いことをふまえ、他施設との

複合化を検討します。 

20 障 が い 者

支援施設 

・利用者は横ばいです。 

・障がい者を支援するため、今後も必要

性が高い施設と考えられます。 

 

→利用者のニーズに基づき、今

後もサービス・機能を確保し

ます。 

→サービスを提供するために

必要な規模を検討します。 

21 保健施設 ・旧自治体エリアを越えた範囲を担当す

る鳥取東健康福祉センターを設置し

ました。 

・施設の多くを社会福祉協議会が使用

し、市直営の保健業務としての使用が

少ない施設もあります。 

・福部地域は、中央保健センターや公民

館、集会所等で対応しています。 

・借地（民有地）に設置している施設が

あります。 

・建物構造上、健診とその他業務（事務）

を同じ空間で行わざるを得ない施設

があり、支障が出ています。 

・予防的な成人保健事業に向けて地域に

→利用者のニーズに基づき、今

後もサービス・機能を確保し

ます。 

→複合化や多機能化など稼働

率の向上を図ります。 

→サービスを提供するために

必要な規模を検討します。 

→旧自治体単位をこえた施設

のバランスよい配置を検討

します。 
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出向く形でのサービス転換が求めら

れます。 

22 医療施設 ・民間医療の空白地帯における公営の医

療機関として佐治町国民健康保険診

療所（医科、歯科）を設置しています。 

・佐治地区保健センター以外は比較的新

しい施設です。 

・バリアフリー対応になっていません。 

・市直営で運営しており、収支は黒字と

なっています。 

・借地（民有地）に設置しており借地料

が発生しています。 

・介護事業も展開し、ニーズは増加傾向

にあります。 

→利用者のニーズに基づき、今

後もサービス・機能を確保し

ます。 

→地域の実情にあわせ、サービ

スを提供するために必要な

規模を検討します。 

 

23 公 設 地 方

卸売市場 

・地域の食の安定を目的として設置して

います。 

・東部圏域に類似施設は見られず、圏域

全体から利用があります。 

・指定管理者制度を導入しています。 

・管理棟以外の光熱水費等は各卸売業者

が負担しています。 

・施設機能を維持する必要があり、より

一層の需要の確保が求められます。 

→今後も施設の機能を確保し

ます。 

→サービスを提供するために

必要な規模を検討します。 

 

24 特 産 品 加

工 販 売 施

設 

・特産品加工の機能については類似施設

が見られます。 

・農村部における農産物の加工技術の習

得・向上等を目的として設置していま

す。 

・利用者は横ばいです。 

→民間による運営を促し、サー

ビスの向上を図ります。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合や稼働率が低

い施設においては、存廃につ

いて検討します。 

25 農 機 具 保

管施設 

共 同 作 業

所施設 

・地域農業の振興を図るため設置されて

います。 

・施設同士が近隣に設置されていること

もあります。 

・地元が維持管理を行っている施設がほ

とんどです。 

・ランニングコストはほとんど発生しま

せん。 

・利用者は限定的であり、収益を生む施

設もあります。 

・利用者は減少傾向にあり、大幅に減少

している施設もあります。 

・耐用年数を過ぎたものも多くみられ、

古い施設の中には、危険な状態で、利

→基本的に地元における管理

を促します。 

→公共施設の整理・統廃合に関

する方針に沿って、地元への

移管を進めます。 

→行政による更新を行いませ

ん。 
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用されていない施設もあります。 

26 農 業 振 興

施設 

・施設同士が近隣に設置されていること

もあります。 

・大規模な施設として、広域育苗施設や

野菜栽培施設、水耕栽培施設などがあ

ります。 

・指定管理者制度を導入している施設が

あります。 

・利用者は限定的であり、収益を生む施

設もあります。 

・設置目的と異なり、地区の集会所とな

っている施設が一部あります。 

→基本的に地元における管理

を促します。 

→公共施設の整理・統廃合に関

する方針に沿って、地元への

移管を進めます。 

→行政による更新を行いませ

ん。 

27 駐車場 ・中心市街地内に整備されています。 

・民間の類似施設が周辺にありますが、

周辺の公共施設の駐車場不足を補う

機能を有しています。 

・駅南駐車場は市庁舎管理の一環として

市直営で管理しています。 

・片原駐車場は指定管理者制度（利用料

金制）を導入しています。 

・利用者は横ばいまたは増加傾向にあり

ます。 

→現在と同じく民間事業者に

よる運営とします。 

→利用者の増加や稼働率の向

上を図ります。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合、存廃について

検討します。 

28 駐輪場 ・ＪＲ鳥取駅を利用する者をメインとし

た駐輪場となっています。 

・類似施設は周辺にありません。 

・指定管理者制度（利用料金制）を導入

しています。 

・借地に整備しています。（約 320 万円

/年） 

・ＪＲ高架下を利用した施設であり、耐

震性に問題はありません。 

・利用者は減少傾向にあります。 

→現在と同じく民間事業者に

よる運営とします。 

→利用者の増加や稼働率の向

上を図ります。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合、存廃について

検討します。 

29 観光施設 ・各地域に幅広く立地されています。 

・一部の施設が借地に設置されていま

す。 

・1990 年代以降に設置された施設が多

くなっています。 

・わらべ館は県と合同で設置していま

す。 

・多くの施設において利用者が横ばいか

減少傾向にあります。 

・砂の美術館において利用者が多くなっ

ています。 

→民間施設や類似施設とのサ

ービス内容を比較し、可能な

限り民間による運営に移行

し、サービスの向上を図りま

す。 

→利用者の増加（利用者層の拡

大）や稼働率の向上を図り、

地域の活性化等に寄与する

よう努めます。 

→稼働率が低い施設において

は、早期に民間譲渡や用途転
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・利用者１人あたりの指定管理料（公費

負担）が 1,800 円を超える施設があ

ります。 

 

用などについて検討します。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合は、市域全体と

してのバランスをもとに存

廃について検討します。 

30 保養施設 ・市街地から中山間地域まで整備されて

います。 

・民間の類似施設と重複している施設が

あります。 

・新しい施設は少なく、かなり老朽化が

進んでいる施設があります。 

・借地に設置している施設があります。 

・ほとんどの施設で利用者は減少傾向に

あります。 

 

→民間施設や類似施設とのサ

ービス内容を比較し、可能な

限り民間による運営に移行

し、サービスの向上を図りま

す。 

→利用者の増加（利用者層の拡

大）や稼働率の向上を図り、

地域の活性化等に寄与する

よう努めます。 

→稼働率が低い施設や民間と

競合している施設において

は、早期に民間譲渡や用途転

用などについて検討します。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合は、行政による

更新を行わないことを前提

として存廃について検討し

ます。 

31 公 営 住 宅

等施設 

・各地域に幅広く整備されています。 

・居住機能としては、特に鳥取地域にお

いて民間施設と重複しています。 

・老朽化等に伴い、修繕費が高くなって

います。（3,000～4,000 万円/年） 

・老朽化している施設と新しい施設が混

在しています。 

・建築時期のピークが２回あり、公共施

設全体のピークとほぼ同じになって

います。 

・Ｈ25 年度の入居倍率は 3.1 倍、多い

ところは 10 倍くらいになっています

が、空き部屋もあります。 

→県有施設や民間施設とのサ

ービス内容や提供量を比較

し、本市が提供すべきサービ

スのあり方を検討します。 

→建替えが必要となった場合、

行政が行うサービス量を勘

案し、民間活力を活用した住

宅供給を検討します。 

32 小学校 ・児童数の減少等を踏まえ、統合が実施

されてきました。 

・小学校・中学校の一貫校として、湖南

学園が設置されています。 

・一部借地に設置しています。 

・耐震性に問題がある施設は、順次耐震

化を行っています。（平成 27 年度完了

→文部科学省の方針を参考に

施設機能の複合化などを検

討します。 

→特に長期休業の期間などに

おける利用策を検討します。 

→児童数の減少によって生じ

る空きスペースは、必要な措
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予定） 

・一部の学校を除き児童数が減少傾向に

あり、特に中山間地域及び中心市街地

内の学校において、児童数が大きく減

少しています。 

・福部地域で幼小中学校の一貫校の議論

が行われるなど、各地域において学校

教育のあり方が研究されています。 

置をしつつ複合化等を図り

ます。 

→児童数の減少による統合等

を検討します。 

33 中学校 ・用瀬中学校と佐治中学校が統合しまし

た。 

・一部借地に設置しています。 

・耐震性に問題がある施設は、順次耐震

化を行っています。（平成 27 年度で概

ね完了予定） 

・南中学校を除き、生徒数が減少傾向に

あります。 

・校区審議会において校区再編の議論が

進められています。 

・民間事業者によって中高一貫校が新設

されています。 

→文部科学省の方針を参考に

施設機能の複合化などを検

討します。 

→特に長期休業の期間などに

おける利用策を検討します。 

→生徒数の減少によって生じ

る空きスペースは、必要な措

置をしつつ複合化等を図り

ます。 

→生徒数の減少による統合等

を検討します。 

34 学 校 給 食

センター 

・福部・用瀬・佐治地域には整備されて

いません（統合されました） 

・1980～1990 年代に集中して整備さ

れています。 

・公募型プロポーザル方式により選定さ

れた事業者が調理業務を受託してい

ます。 

・施設の管理・運営については、市直営

で行っています。 

・児童・生徒数の減少に伴い、提供数が

減少することが想定されます 

→民間事業者の運営を継続し、

費用対効果の高いサービス

の提供を確保します。 

→長期休校の期間における利

活用など、サービスの向上や

稼働率を高める取り組みを

検討します。 

→提供食数の減少や設備等の

老朽化などをふまえ、配置・

数量を検討します。 

35 公園施設 ・全市に幅広く整備されています。 

・トイレや案内所など簡易な建築物が多

くなっています。 

・老朽化が進んでいる施設が見られま

す。 

・施設の設置目的上、民間での設置は難

しいと考えられます。 

→今後も必要な機能は確保し

ます。 

→大規模改修や建替えが必要

となった場合、存廃について

検討します。 

36 環 境 関 連

施設 

・ごみ処理施設や墓苑、雨水処理施設な

どがあり、住民生活を支えています。 

・処理施設は“プラント”と呼ばれ機械

設備が大部分を占め、非常に大きな維

持・更新・改修費用が発生します。 

→市民生活に必要な機能とし

て今後も機能を確保します。 

→管理運営について、効率的及

び効果的な手法を検討しま

す。 
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・施設修繕に非常に大きな経費が発生

し、年間２億円を超える年がありま

す。 

・神谷清掃工場では、鳥取・河原・用瀬・

佐治地域と他自治体からゴミが搬入

されています。 

・神谷清掃工場の使用期限が迫っていま

す。 

・気高地域にあるながおクリーンステー

ションでは、気高・鹿野・青谷地域か

らゴミが搬入されています。 

→今後も行政による整備・更新

を行います。 

37 そ の 他 施

設 

・民間に貸出し地域活性化等に活用して

いる施設があります。 

・老朽化した施設が多くなっています。 

・耐震性や安全性に問題がある施設が見

られます。 

・イベント時のみの使用や特定の利用者

に限定されているなど、高度利用がで

きない施設があります。（施設全体を

使用している施設は少ないです。） 

・物置等に転用されている施設が数多く

見られます。 

→稼働率の向上や高度利用を

図ります。 

→管理運営は利用者責任とし、

より自由度の高い施設運営

を促します。 

→可能な限り譲渡等を行い、利

用者にとって自由度の高い

施設とします。 

→基本的に更新を行いません。 

38 未 活 用 施

設 

・地元を中心に利活用を検討している施

設があります。 

・利用していない施設においても、機械

警備や消防用設備点検等の維持管理

費や危険防止に関する処置費用が生

じています。 

・借地に設置している施設があります。 

・利活用方針が未定の施設については、

できるだけ早期に活用または処分の

方針を定めていく必要があります。 

→地域活性化等につながる活

用を検討します。 

→地域で活用が困難な施設に

ついては、地域を超えて処分

等を検討します。 

→活用の目途が立たない施設

は、中長期的な視点から処分

の方針を早期に検討します。 

→更新は行いません。 

 

 


