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はじめにはじめにはじめにはじめに    
    

本市本市本市本市ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ中中中中でででで「「「「枚方市構造改革枚方市構造改革枚方市構造改革枚方市構造改革アクショアクショアクショアクショ

ンプランンプランンプランンプラン」」」」のののの改革課題改革課題改革課題改革課題のひとつにのひとつにのひとつにのひとつに「「「「未利用地未利用地未利用地未利用地のののの売却及売却及売却及売却及びびびび有効活用有効活用有効活用有効活用をををを推進推進推進推進するするするする」」」」

をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、未利用地未利用地未利用地未利用地のののの売却処分売却処分売却処分売却処分やややや長期長期長期長期にににに事業化事業化事業化事業化のののの目途目途目途目途がないがないがないがない市有財産市有財産市有財産市有財産のののの貸付貸付貸付貸付にににに

よるよるよるよる歳入確保等歳入確保等歳入確保等歳入確保等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めめめめ、、、、一定一定一定一定のののの成果成果成果成果をあげてきましたをあげてきましたをあげてきましたをあげてきました。。。。    

またまたまたまた、、、、今年度策定今年度策定今年度策定今年度策定したしたしたした「「「「枚方市新行政改革大綱枚方市新行政改革大綱枚方市新行政改革大綱枚方市新行政改革大綱」」」」においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、これからのこれからのこれからのこれからの

行政改革行政改革行政改革行政改革のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ方向方向方向方向としてとしてとしてとして、、、、次代次代次代次代をををを見据見据見据見据ええええたたたた戦略的戦略的戦略的戦略的なななな公有財産公有財産公有財産公有財産のののの保全保全保全保全・・・・

活用活用活用活用をををを図図図図ることをることをることをることを掲掲掲掲げていますげていますげていますげています。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、土地土地土地土地・・・・建物等建物等建物等建物等のののの公有財産公有財産公有財産公有財産をををを都市都市都市都市

経営経営経営経営におけるにおけるにおけるにおける資源資源資源資源ととらえととらえととらえととらえ、、、、良好良好良好良好なななな都市都市都市都市インフラのインフラのインフラのインフラの形成形成形成形成とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて市有施設市有施設市有施設市有施設

のののの老朽化対策老朽化対策老朽化対策老朽化対策やややや少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの進展進展進展進展にににに伴伴伴伴うううう土地土地土地土地・・・・建物建物建物建物のののの最適最適最適最適なななな保有保有保有保有、、、、有効活用有効活用有効活用有効活用

策策策策のののの推進推進推進推進などがなどがなどがなどが今後今後今後今後のののの課題課題課題課題であるとしていますであるとしていますであるとしていますであるとしています。。。。    

一方一方一方一方、、、、国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、公的不動産公的不動産公的不動産公的不動産のののの公共公共公共公共・・・・公益的公益的公益的公益的なななな目的目的目的目的をををを踏踏踏踏まえつつまえつつまえつつまえつつ、、、、経経経経

済済済済のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化をををを念頭念頭念頭念頭にににに、、、、適切適切適切適切でででで効率的効率的効率的効率的なななな管理管理管理管理、、、、運用運用運用運用をををを推進推進推進推進してしてしてして

いこうとするいわゆるいこうとするいわゆるいこうとするいわゆるいこうとするいわゆるＰＲＥＰＲＥＰＲＥＰＲＥ戦略戦略戦略戦略についてについてについてについて、、、、地方公共団体向地方公共団体向地方公共団体向地方公共団体向けにけにけにけに「ＰＲＥ「ＰＲＥ「ＰＲＥ「ＰＲＥ戦戦戦戦

略略略略をををを実践実践実践実践するためのするためのするためのするための手引書手引書手引書手引書」」」」をををを平成平成平成平成２２２２１１１１年年年年 5555 月月月月にににに公表公表公表公表していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、一一一一

部部部部のののの地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体においてもにおいてもにおいてもにおいても公有財産公有財産公有財産公有財産のののの管理管理管理管理にににに関関関関しししし、、、、従来従来従来従来のののの維持保全維持保全維持保全維持保全だけでだけでだけでだけで

なくなくなくなく施設施設施設施設のののの最適化最適化最適化最適化などなどなどなど、、、、公有財産公有財産公有財産公有財産をををを経営戦略的経営戦略的経営戦略的経営戦略的にににに有効活用有効活用有効活用有効活用をををを図図図図るいわゆるフるいわゆるフるいわゆるフるいわゆるフ

ァシリティマネジメントにァシリティマネジメントにァシリティマネジメントにァシリティマネジメントに取取取取りりりり組組組組むむむむ団体団体団体団体がががが徐徐徐徐々々々々にににに増増増増えてきていますえてきていますえてきていますえてきています。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況からからからから、、、、本市本市本市本市ではではではでは行政行政行政行政ニーズやニーズやニーズやニーズや人口変動等人口変動等人口変動等人口変動等をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた上上上上でででで、、、、

次世代次世代次世代次世代にににに継承継承継承継承していくしていくしていくしていく市有財産市有財産市有財産市有財産等等等等のありのありのありのあり方方方方やややや有効活用有効活用有効活用有効活用にににに対対対対するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ

方方方方をををを「「「「市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針」」」」としてとしてとしてとして明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、今後今後今後今後ここここ

のののの方針方針方針方針にににに基基基基づきづきづきづき具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていこうとするものですめていこうとするものですめていこうとするものですめていこうとするものです。。。。    

    

はじめに 
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第第第第１１１１章章章章    現現現現状状状状とととと課題課題課題課題    
    

１１１１．．．．市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの保有状況保有状況保有状況保有状況    

本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等とはとはとはとは、、、、市民市民市民市民のののの福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的

としてとしてとしてとして本市本市本市本市がががが所有所有所有所有、、、、またはまたはまたはまたは、、、、有償有償有償有償にてにてにてにて使用使用使用使用するするするする土地土地土地土地・・・・建物及建物及建物及建物及びびびび枚方市土地開枚方市土地開枚方市土地開枚方市土地開

発公社発公社発公社発公社によりによりによりにより公共事業公共事業公共事業公共事業のためのためのためのため先行取得先行取得先行取得先行取得されたされたされたされた土地土地土地土地としてとしてとしてとしていますいますいますいます。。。。    

市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のうちのうちのうちのうち土地土地土地土地のののの保有状況保有状況保有状況保有状況としてとしてとしてとしてはははは、、、、本市本市本市本市がががが直接保有直接保有直接保有直接保有しているしているしているしている土土土土

地地地地にににに土地開発公社保有地及土地開発公社保有地及土地開発公社保有地及土地開発公社保有地及びびびび本市本市本市本市がががが第第第第三三三三者者者者からからからから借地借地借地借地をしているをしているをしているをしている土地土地土地土地をををを加加加加ええええ

てててて、、、、平成平成平成平成 23232323 年度末年度末年度末年度末ではではではでは、、、、約約約約 327327327327 万平方万平方万平方万平方メートルとなっていますメートルとなっていますメートルとなっていますメートルとなっています。。。。    

本市本市本市本市がががが所有所有所有所有しているしているしているしている土地土地土地土地にはにはにはには、、、、これこれこれこれ以外以外以外以外にもにもにもにも、、、、道路道路道路道路・・・・河川河川河川河川・・・・里道里道里道里道・・・・水路水路水路水路

などがあなどがあなどがあなどがありますがりますがりますがりますが、、、、道路道路道路道路及及及及びびびび河川河川河川河川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、、、、地方自治法施行規則第地方自治法施行規則第地方自治法施行規則第地方自治法施行規則第

16161616 条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより財産財産財産財産にににに関関関関するするするする調書調書調書調書へのへのへのへの記載記載記載記載がががが求求求求められていないことやめられていないことやめられていないことやめられていないことや

平成平成平成平成 12121212 年年年年 4444 月月月月にににに施行施行施行施行されたされたされたされた「「「「地方分権地方分権地方分権地方分権のののの推進推進推進推進をををを図図図図るためのるためのるためのるための関係法律関係法律関係法律関係法律のののの整整整整

備等備等備等備等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」によりによりによりにより、、、、国国国国からからからから譲与譲与譲与譲与されたされたされたされた法定外公共物法定外公共物法定外公共物法定外公共物（（（（里道里道里道里道・・・・水路水路水路水路））））

についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその面積等面積等面積等面積等がががが不明確不明確不明確不明確であるためであるためであるためであるため、、、、図表図表図表図表１１１１からからからから除外除外除外除外していますしていますしていますしています。。。。    

図図図図表表表表１１１１ではではではでは、、、、土地土地土地土地のののの保有割合保有割合保有割合保有割合はははは、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校のののの敷地敷地敷地敷地であるであるであるである

学校用地学校用地学校用地学校用地がががが全体全体全体全体のののの約約約約 41.3941.3941.3941.39％％％％をををを占占占占めめめめ、、、、次次次次にににに公園用地公園用地公園用地公園用地がががが 28.9028.9028.9028.90％％％％となっていとなっていとなっていとなってい

ますますますます。。。。    

    
（（（（図図図図表表表表１１１１））））市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等（（（（土地土地土地土地））））のののの保有状況保有状況保有状況保有状況                                    （（（（単位単位単位単位：㎡）：㎡）：㎡）：㎡）    

※1 平成 23 年度決算書の財産に関する調書（平成 24 年 3 月 31 日現在）より 
※2 平成 24 年 3 月 31 日現在 
※3 有償にて賃貸借契約を行っている土地 

区区区区    分分分分    土土土土    地地地地    全体比率全体比率全体比率全体比率    

公 有 財 産 ※１ 3,051,074.41 －  

 行政財産 2,977,720.03 －  

 公用財産 26,551.35 －  

 本庁舎 7,768.81 0.24％ 

その他の 

行政機関 

消防施設 4,301.11 0.13％ 

その他の施設 14,481.43 0.44％ 

公共用財産 2,951,168.68 －  

  学校 1,353,066.60 41.39％ 

市営住宅 2,335.35 0.07％ 

公園 944,823.54 28.90％ 

その他 650,943.19 19.91％ 

普通財産 73,354.38 2.25％ 

土地開発公社保有地 ※2 47,116.36 1.44％ 

借    地 ※3 170,853.04 5.23％ 

合         計 3,269,043.81 100.00％ 

第 1 章 現状と課題 
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次次次次にににに、、、、建物建物建物建物のののの保有状況保有状況保有状況保有状況としてとしてとしてとしてはははは、、、、図図図図表表表表２２２２のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、借家借家借家借家によるによるによるによる１１１１施設施設施設施設をををを

含含含含むむむむ 333366668888 施設施設施設施設でででで総床面積約総床面積約総床面積約総床面積約 72727272 万万万万 6666 千千千千平方平方平方平方メートルをメートルをメートルをメートルを保有保有保有保有していましていましていましていますすすす。。。。そそそそ

のののの内訳内訳内訳内訳としてはとしてはとしてはとしては、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校でででで総床面積全体総床面積全体総床面積全体総床面積全体のののの 59.7559.7559.7559.75％％％％をををを占占占占

めめめめ、、、、次次次次にににに環境環境環境環境・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物 6.356.356.356.35％％％％となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

（（（（図表図表図表図表２２２２））））市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等（（（（建物建物建物建物））））のののの保有状況保有状況保有状況保有状況                                        （（（（単位単位単位単位：㎡）：㎡）：㎡）：㎡）    

    

※上記図表 2 の市有施設の分類については、決算書の財産に関する調書の数値に「借家」

による施設を含め、公会計の基準モデルにおける有形固定資産明細表等を細分化し、表示

しています。 

 

 

    

分分分分        類類類類    施設数施設数施設数施設数（（（（箇所箇所箇所箇所））））    延床面積延床面積延床面積延床面積    全体比率全体比率全体比率全体比率    

庁舎等（借家含む） 14 42,435.75 5.85% 

福祉 ９ 20,896.99 2.88% 

健康 1 4,964.47 0.68％ 

駐車場・駐輪場・自転車保管場所 22 23,173.75 3.19% 

産業・商業 1 3,989.37 0.55% 

公園・緑地・広場 56 4,230.26 0.58% 

火葬場 1 4,239.00 0.58% 

歴史 7 3,077.63 0.42% 

図書館 9 12,263.39 1.69% 

スポーツ・レクリエーション 25 38,631.43 5.32% 

保育所 19 14,910.89 2.05% 

幼稚園 11 7,058.53 0.97% 

小学校 45 268,866.33 37.04% 

中学校 19 157,825.72 21.74% 

留守家庭児童会室 45 7,038.97 0.97% 

給食調理場 30 12,578.02 1.73% 

生涯学習市民センター・会館 11 36,109.16 4.98% 

集会所 9 1,616.45 0.22% 

市営住宅 2 1,928.23 0.27% 

環境・廃棄物 15 46,094.54 6.35% 

その他行政関連 17 14,013.02 1.94% 

合      計 368 725,941.90 100.00% 
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本市本市本市本市ではではではでは、、、、高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期におけるにおけるにおけるにおける急激急激急激急激なななな人口増加人口増加人口増加人口増加にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、これこれこれこれ

までまでまでまで多数多数多数多数のののの市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等をををを取得取得取得取得しししし、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設のののの整備整備整備整備をををを進進進進めてきめてきめてきめてきましたましたましたました。。。。そのそのそのその結結結結

果果果果、、、、平成平成平成平成 23232323 年年年年 4444 月月月月にににに策定策定策定策定さささされたれたれたれた「「「「枚方市市有建築物保全計画枚方市市有建築物保全計画枚方市市有建築物保全計画枚方市市有建築物保全計画（（（（以下以下以下以下「「「「保保保保

全計画全計画全計画全計画」」」」というというというという。。。。））））」」」」のののの対象施設対象施設対象施設対象施設であるであるであるである、、、、多数多数多数多数のののの市民等市民等市民等市民等がががが利用利用利用利用しているしているしているしている建築物建築物建築物建築物

のうちのうちのうちのうち、、、、延床面積約延床面積約延床面積約延床面積約 100100100100 平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル以上以上以上以上のののの建物建物建物建物（（（（ゴミゴミゴミゴミ処理施設処理施設処理施設処理施設等等等等ののののプラプラプラプラ

ントントントント施設及施設及施設及施設及びびびび上下上下上下上下水道施設水道施設水道施設水道施設をををを除除除除くくくく））））においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのそのそのその大部分大部分大部分大部分がががが建築後建築後建築後建築後 20202020 年年年年

以上以上以上以上をををを経過経過経過経過しておりしておりしておりしており、、、、中中中中でもでもでもでも昭和昭和昭和昭和 40404040 年代年代年代年代からからからから 50505050 年代年代年代年代にかけてにかけてにかけてにかけて建築建築建築建築されされされされ、、、、

老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいるものがんでいるものがんでいるものがんでいるものが多数多数多数多数をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。（（（（図図図図表表表表３３３３））））    

    

（（（（図表図表図表図表３３３３））））建築年度別建築年度別建築年度別建築年度別のののの延床面積等集計延床面積等集計延床面積等集計延床面積等集計 

    

    

    

    

    

これらのこれらのこれらのこれらのことからことからことからことから、、、、市有建築物市有建築物市有建築物市有建築物のののの老朽化対策老朽化対策老朽化対策老朽化対策やややや維持保全維持保全維持保全維持保全がががが重要重要重要重要なななな課題課題課題課題となとなとなとな

っていますっていますっていますっています。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、費用費用費用費用のののの平準化平準化平準化平準化をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、計画的計画的計画的計画的なななな補修等補修等補修等補修等をををを進進進進めめめめ

ることをることをることをることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして、、、、策定策定策定策定されたされたされたされた「「「「保全計画保全計画保全計画保全計画」」」」においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市有建築物市有建築物市有建築物市有建築物のののの老老老老

朽化朽化朽化朽化対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、今後老朽今後老朽今後老朽今後老朽化化化化がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる市有建築物市有建築物市有建築物市有建築物をををを長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化しししし、、、、維持維持維持維持しししし

ていくためにていくためにていくためにていくために必要必要必要必要なななな費用費用費用費用をををを平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度からからからから 20202020 年間年間年間年間でででで総額約総額約総額約総額約 400400400400 億円億円億円億円とととと

推計推計推計推計していますしていますしていますしています。。。。（（（（図表図表図表図表４４４４））））    

    

「「「「枚方市枚方市枚方市枚方市市有建築物保全計画市有建築物保全計画市有建築物保全計画市有建築物保全計画」」」」（（（（平成平成平成平成 23232323 年年年年 4444 月月月月））））    
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（（（（図図図図表表表表４４４４））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２．．．．今後今後今後今後のののの人口人口人口人口予測予測予測予測とととと財政財政財政財政状況状況状況状況    

本市本市本市本市のののの将来人口推計将来人口推計将来人口推計将来人口推計はははは、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度をピークとしておりをピークとしておりをピークとしておりをピークとしており、、、、平成平成平成平成 49494949 年年年年

度度度度にはピークにはピークにはピークにはピーク人口人口人口人口よりよりよりより 15151515％％％％減減減減のののの約約約約 34343434 万万万万 8888 千人千人千人千人になるとになるとになるとになると推測推測推測推測していますしていますしていますしています。。。。

（（（（図表図表図表図表５５５５））））    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成 49494949 年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける世代別人口推計世代別人口推計世代別人口推計世代別人口推計はははは、、、、0000 歳歳歳歳

からからからから 14141414 歳歳歳歳までのまでのまでのまでの年少人口及年少人口及年少人口及年少人口及びびびび 15151515 歳歳歳歳からからからから 64646464 歳歳歳歳までのまでのまでのまでの生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口ともにともにともにともに

減少減少減少減少しししし、、、、65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの老年人口老年人口老年人口老年人口がががが増加増加増加増加するとするとするとすると推測推測推測推測されておりされておりされておりされており、、、、将来的将来的将来的将来的にににに人口人口人口人口

のののの減少減少減少減少とともにとともにとともにとともに少子高齢化社会少子高齢化社会少子高齢化社会少子高齢化社会のののの到来到来到来到来がががが予測予測予測予測されていますされていますされていますされています。（。（。（。（図表図表図表図表６６６６））））    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成 23232323 年度決算年度決算年度決算年度決算におけるにおけるにおけるにおける本市本市本市本市のののの市税収入市税収入市税収入市税収入はははは、、、、一部景気一部景気一部景気一部景気のののの持持持持ちちちち直直直直

しによりしによりしによりしにより法人市民税法人市民税法人市民税法人市民税がががが増収増収増収増収となったもののとなったもののとなったもののとなったものの、、、、個人市民税個人市民税個人市民税個人市民税がががが減収減収減収減収となったためとなったためとなったためとなったため、、、、

市税収入全体市税収入全体市税収入全体市税収入全体ではではではでは、、、、対前年度比較対前年度比較対前年度比較対前年度比較でででで 2222 億億億億 400400400400 万円万円万円万円のののの減収減収減収減収となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

今後今後今後今後のののの市税収入市税収入市税収入市税収入をををを中中中中・・・・長期的長期的長期的長期的にみるとにみるとにみるとにみると、、、、人口減少人口減少人口減少人口減少やややや少子高齢化社会少子高齢化社会少子高齢化社会少子高齢化社会のののの到到到到

来来来来によるによるによるによる生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口のののの減少減少減少減少によりによりによりにより、、、、大大大大きくきくきくきく回復回復回復回復することはすることはすることはすることは期待期待期待期待できないできないできないできない状状状状

況況況況ですですですです。。。。（（（（図表図表図表図表７７７７））））    

「「「「枚方市枚方市枚方市枚方市市有建築物保全計画市有建築物保全計画市有建築物保全計画市有建築物保全計画」」」」（（（（平成平成平成平成 22223333 年年年年 4444 月月月月））））    
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（（（（図図図図表表表表５５５５））））今後今後今後今後 25252525 年間年間年間年間のののの人口推計人口推計人口推計人口推計    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（図図図図表表表表６６６６））））今後今後今後今後 25252525 年間年間年間年間のののの世代別世代別世代別世代別人口人口人口人口推計推計推計推計とととと構成比率構成比率構成比率構成比率        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    「「「「枚方枚方枚方枚方市市市市人口推計調査報告書人口推計調査報告書人口推計調査報告書人口推計調査報告書」」」」（（（（平成平成平成平成 22220000 年年年年 3333 月月月月））））    

  

「「「「枚方枚方枚方枚方市市市市人口推計調査報告書人口推計調査報告書人口推計調査報告書人口推計調査報告書」」」」（（（（平成平成平成平成 22220000 年年年年 3333 月月月月））））    
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（（（（図図図図表表表表７７７７））））市税市税市税市税のののの推移推移推移推移    

    

３３３３．．．．市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題とととと方策方策方策方策    

我我我我がががが国国国国はははは、、、、戦後長戦後長戦後長戦後長らくらくらくらく右肩上右肩上右肩上右肩上がりのがりのがりのがりの経済成長経済成長経済成長経済成長をををを遂遂遂遂げげげげ、、、、本市本市本市本市においてにおいてにおいてにおいてもももも経済経済経済経済

成長成長成長成長とととと都市化都市化都市化都市化のののの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで急激急激急激急激なななな人口人口人口人口のののの増加増加増加増加がががが進進進進みみみみましたましたましたました。。。。これにあわせこれにあわせこれにあわせこれにあわせ、、、、

本市本市本市本市ではではではでは、、、、様様様様々々々々なななな市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等をををを取得取得取得取得しししし、、、、学校学校学校学校やややや道路道路道路道路などのなどのなどのなどの公共施設公共施設公共施設公共施設のののの整備整備整備整備にににに

積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んできましたんできましたんできましたんできましたがががが、、、、高度経済成長高度経済成長高度経済成長高度経済成長のののの終焉終焉終焉終焉やいわゆるバブルやいわゆるバブルやいわゆるバブルやいわゆるバブル経済経済経済経済

のののの崩壊崩壊崩壊崩壊などなどなどなど社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢のののの変化変化変化変化によりによりによりにより、、、、人口人口人口人口のののの増加率増加率増加率増加率のののの鈍化鈍化鈍化鈍化、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化とととと

それらにそれらにそれらにそれらに伴伴伴伴うううう税収税収税収税収のののの減少減少減少減少というというというという厳厳厳厳しいしいしいしい時代時代時代時代をををを迎迎迎迎えることとなりましたえることとなりましたえることとなりましたえることとなりました。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況のもとのもとのもとのもと、、、、本市本市本市本市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、これまでこれまでこれまでこれまで小中学校小中学校小中学校小中学校やややや幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの一一一一

部部部部をををを廃止廃止廃止廃止しししし、、、、他他他他のののの用途用途用途用途へのへのへのへの転用転用転用転用やややや売却売却売却売却などをなどをなどをなどを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、未利用地未利用地未利用地未利用地のののの売却売却売却売却

処分処分処分処分もももも積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めめめめてきましたてきましたてきましたてきました。。。。またまたまたまた、、、、長期的長期的長期的長期的にににに事業化事業化事業化事業化のののの目途目途目途目途がたたないがたたないがたたないがたたない市市市市

有財産等有財産等有財産等有財産等についてもについてもについてもについても貸付貸付貸付貸付をををを行行行行いいいい、、、、行政目的行政目的行政目的行政目的にににに供供供供されているされているされているされている財産財産財産財産においてもそにおいてもそにおいてもそにおいてもそ

のののの一部一部一部一部のののの使用使用使用使用をををを許可許可許可許可するなどするなどするなどするなど、、、、収収収収入入入入のののの確保確保確保確保にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んできましたんできましたんできましたんできました。。。。    

一方一方一方一方、、、、現有現有現有現有のののの市有建市有建市有建市有建築物築物築物築物についてはについてはについてはについては、、、、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの導入導入導入導入などによるなどによるなどによるなどによる管管管管

理運営理運営理運営理運営のののの効率化効率化効率化効率化にもにもにもにも努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、「「「「保全計画保全計画保全計画保全計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、計画的計画的計画的計画的なななな維持維持維持維持

保全保全保全保全をををを進進進進めてきましめてきましめてきましめてきましたたたた。。。。    

「「「「枚方枚方枚方枚方市市市市のののの長期財政長期財政長期財政長期財政のののの見通見通見通見通しししし」」」」（（（（平成平成平成平成 24242424 年年年年２２２２月月月月））））    
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しかしかしかしかしながらしながらしながらしながら、、、、人口人口人口人口のののの減少減少減少減少とととと税収税収税収税収のののの減少減少減少減少がががが予測予測予測予測されるされるされるされる中中中中でででで、、、、全全全全てのてのてのての公共施公共施公共施公共施

設設設設をこれまでどおりをこれまでどおりをこれまでどおりをこれまでどおり保有保有保有保有していくことはしていくことはしていくことはしていくことは、、、、困難困難困難困難であるとであるとであるとであると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

従従従従ってってってって、、、、本市本市本市本市のののの魅力魅力魅力魅力をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために必要必要必要必要不可欠不可欠不可欠不可欠なななな公共施設公共施設公共施設公共施設についてはについてはについてはについては、、、、着着着着

実実実実にににに整備整備整備整備をををを進進進進めますがめますがめますがめますが、、、、既存施設既存施設既存施設既存施設についてはについてはについてはについては、、、、総量総量総量総量のののの最適化最適化最適化最適化をををを図図図図るるるることがことがことがことが必必必必

要要要要ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、引引引引きききき続続続続きききき保有保有保有保有するするするする場合場合場合場合においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、維持保全維持保全維持保全維持保全にかかるにかかるにかかるにかかる費用等費用等費用等費用等

をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ縮減縮減縮減縮減しししし、、、、必要必要必要必要なななな施設施設施設施設にはにはにはには投資投資投資投資をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという都市経営都市経営都市経営都市経営のののの視点視点視点視点

をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高めつつめつつめつつめつつ、、、、新新新新たなたなたなたな財源確保財源確保財源確保財源確保もももも含含含含めたよりめたよりめたよりめたより一層一層一層一層のののの効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな有有有有

効活用効活用効活用効活用のののの促進促進促進促進やややや管理管理管理管理運営運営運営運営のののの効率効率効率効率化化化化をををを図図図図っていくこともっていくこともっていくこともっていくことも重要重要重要重要ですですですです。。。。    

そのためそのためそのためそのため、、、、まずまずまずまず、、、、今今今今あるあるあるある市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のコストのコストのコストのコスト情報情報情報情報やややや利用率利用率利用率利用率などなどなどなど現状現状現状現状をををを把握把握把握把握

しししし、、、、それらのそれらのそれらのそれらの情報情報情報情報をををを一元的一元的一元的一元的にににに管理管理管理管理するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、組織横断的組織横断的組織横断的組織横断的にににに様様様様々々々々なななな角度角度角度角度かかかか

らららら当初当初当初当初のののの設置目的設置目的設置目的設置目的やややや機能機能機能機能のののの見直見直見直見直しなどによるしなどによるしなどによるしなどによる総量総量総量総量のののの最適化最適化最適化最適化をををを検討検討検討検討しししし、、、、戦略的戦略的戦略的戦略的

にににに市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを進進進進めていくシステムをめていくシステムをめていくシステムをめていくシステムを作作作作りりりり上上上上げていくことがげていくことがげていくことがげていくことが必必必必

要要要要ですですですです。。。。    

    

    

    

第 1 章 現状と課題 
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第第第第２２２２章章章章    有効活用有効活用有効活用有効活用のののの基本方針基本方針基本方針基本方針     

    

１１１１．．．．基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等にににについてはついてはついてはついては、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも市市市市がががが事業事業事業事業をををを行行行行うううう上上上上でででで必要必要必要必要であるとしてであるとしてであるとしてであるとして取取取取

得等得等得等得等をしたものでありをしたものでありをしたものでありをしたものであり、、、、市民共有市民共有市民共有市民共有のののの財産財産財産財産であることからであることからであることからであることから、、、、効率的効率的効率的効率的なななな運用管理運用管理運用管理運用管理

がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。    

今後今後今後今後、、、、本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの最適化最適化最適化最適化をををを図図図図っていくにあたってっていくにあたってっていくにあたってっていくにあたってのののの基本原基本原基本原基本原

則則則則をををを以下以下以下以下のののの４４４４点点点点としますとしますとしますとします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

✎✎✎✎市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの保有合理性保有合理性保有合理性保有合理性のののの検証検証検証検証    

市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等をををを都市経営上都市経営上都市経営上都市経営上のののの資源資源資源資源とととと捉捉捉捉ええええ、、、、取得目的取得目的取得目的取得目的やややや市民市民市民市民ニーズのニーズのニーズのニーズの

変化変化変化変化、、、、維持管理維持管理維持管理維持管理にかかるにかかるにかかるにかかる経費経費経費経費などをなどをなどをなどを検証検証検証検証しししし、、、、保有保有保有保有していくしていくしていくしていく合理合理合理合理

性性性性のののの検証検証検証検証をををを行行行行うううう。。。。    
    

✎✎✎✎戦略的戦略的戦略的戦略的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな有効活用有効活用有効活用有効活用 

市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等についてはについてはについてはについては、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる効率効率効率効率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな有効活用有効活用有効活用有効活用がががが

可能可能可能可能であるとであるとであるとであると判断判断判断判断できるできるできるできる場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその利用率利用率利用率利用率のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すすすすことことことこと

はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、当初当初当初当初のののの目的目的目的目的やややや機能機能機能機能のののの見直見直見直見直しししし、、、、他他他他のののの施設施設施設施設とのとのとのとの複合化複合化複合化複合化やややや

廃止廃止廃止廃止もももも検討検討検討検討しししし、、、、総量総量総量総量のののの最適化最適化最適化最適化をををを図図図図るるるる。。。。    
    

✎✎✎✎適切適切適切適切なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと計画的保全計画的保全計画的保全計画的保全によるによるによるによる施設施設施設施設のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化    

市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等についてはについてはについてはについては、、、、施設施設施設施設のののの管理運営管理運営管理運営管理運営をををを効率的効率的効率的効率的にににに行行行行うとともうとともうとともうととも

にににに、、、、維持管理経費維持管理経費維持管理経費維持管理経費のののの抑制抑制抑制抑制にににに努努努努めるめるめるめる。。。。またまたまたまた、、、、ライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコスト

をををを低減低減低減低減させることをさせることをさせることをさせることを目的目的目的目的にににに予防保全的予防保全的予防保全的予防保全的でででで計画的計画的計画的計画的なななな長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化にににに努努努努めめめめ

るるるる。。。。    
    

✎✎✎✎新新新新たなたなたなたな財源確保財源確保財源確保財源確保    

基金基金基金基金のののの積積積積みみみみ立立立立てなどもてなどもてなどもてなども行行行行いいいい、、、、維持保全維持保全維持保全維持保全のためののためののためののための財源財源財源財源をををを確実確実確実確実にににに

確保確保確保確保するするするする。。。。またまたまたまた、、、、継続的継続的継続的継続的にににに保有保有保有保有・・・・利用利用利用利用していくしていくしていくしていく市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、行政財産行政財産行政財産行政財産のののの目的外使用目的外使用目的外使用目的外使用によるによるによるによる使用料収入確保使用料収入確保使用料収入確保使用料収入確保にににに加加加加ええええ、、、、

余裕余裕余裕余裕スペースのスペースのスペースのスペースの貸付貸付貸付貸付やネーミングライツやネーミングライツやネーミングライツやネーミングライツなどなどなどなど様様様様々々々々なななな手法手法手法手法によるによるによるによる
新新新新たなたなたなたな財源確保策財源確保策財源確保策財源確保策のののの検討検討検討検討をををを行行行行うううう。。。。    

    

第２章 有効活用の基本方針 
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２２２２．．．．基本方針基本方針基本方針基本方針のののの対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲    

対象対象対象対象とするとするとするとする市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等はははは、、、、土地開発公社保有地及土地開発公社保有地及土地開発公社保有地及土地開発公社保有地及びびびび借地借地借地借地（（（（借家借家借家借家））））をををを含含含含むむむむ、、、、

市市市市がががが管理管理管理管理するすべてのするすべてのするすべてのするすべての財産財産財産財産としますとしますとしますとします。。。。    

ただしただしただしただし、、、、企業会計所管財産企業会計所管財産企業会計所管財産企業会計所管財産はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    

 

 

３３３３．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ方針方針方針方針    

            これまでこれまでこれまでこれまで公有財産公有財産公有財産公有財産台帳台帳台帳台帳においてにおいてにおいてにおいて把握把握把握把握していたしていたしていたしていた市有財産市有財産市有財産市有財産にににに関関関関するするするする物件情報物件情報物件情報物件情報

以外以外以外以外のコストのコストのコストのコスト情報情報情報情報やややや利用率利用率利用率利用率などのサービスなどのサービスなどのサービスなどのサービス情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しししし、、、、一元的一元的一元的一元的にににに管理運管理運管理運管理運

用用用用することによりすることによりすることによりすることにより効率的効率的効率的効率的なななな市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの管理管理管理管理にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、収集収集収集収集したしたしたした

情報情報情報情報のののの整理整理整理整理をしたうえでをしたうえでをしたうえでをしたうえで、、、、施設白書施設白書施設白書施設白書をををを作成作成作成作成しますしますしますします。。。。    

            次次次次にににに様様様様々々々々なななな角度角度角度角度からからからから市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等をををを分析分析分析分析・・・・分類分類分類分類しししし、、、、有効活用有効活用有効活用有効活用をををを推進推進推進推進するたするたするたするた

めのめのめのめの（（（（仮称仮称仮称仮称））））枚方市市有財産等有効活用計画枚方市市有財産等有効活用計画枚方市市有財産等有効活用計画枚方市市有財産等有効活用計画（（（（以下以下以下以下、「、「、「、「有効活用計画有効活用計画有効活用計画有効活用計画」」」」といといといとい

うううう。）。）。）。）をををを策定策定策定策定しますしますしますします。。。。    

            なおなおなおなお、、、、策定策定策定策定したしたしたした有効活用計画有効活用計画有効活用計画有効活用計画においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのそのそのその効果効果効果効果をををを的確的確的確的確にににに検証検証検証検証・・・・評価評価評価評価

するするするする必要性必要性必要性必要性からからからから、、、、PDCAPDCAPDCAPDCA サイクルサイクルサイクルサイクルによるによるによるによる適切適切適切適切なななな進捗進捗進捗進捗管理管理管理管理をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

第２章 有効活用の基本方針 

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みイメージみイメージみイメージみイメージ 

 
 

◆ 別途策定又は策定を予定されている計画との整合 

◆ 財産の分析･分類（継続利用資産、転用検討資産、貸付・売却資産） 

◆ 多様な活用方法の検討 

                  
財産財産財産財産情報情報情報情報のののの整理整理整理整理    

有効活用計画有効活用計画有効活用計画有効活用計画のののの策定策定策定策定    

◆ 各財産の設置根拠 

◆ コスト情報や利用率などのサービス情報 

    情報収集情報収集情報収集情報収集        

    施設白書施設白書施設白書施設白書のののの作成作成作成作成        

ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルによるサイクルによるサイクルによるサイクルによる計画計画計画計画のののの進捗進捗進捗進捗管理管理管理管理    
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第第第第３３３３章章章章    取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容     

    

１１１１．．．．財産情報財産情報財産情報財産情報のののの整理整理整理整理    

（（（（１１１１））））市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの情報収集情報収集情報収集情報収集    

今後有効活用今後有効活用今後有効活用今後有効活用をををを進進進進めていくうえではめていくうえではめていくうえではめていくうえでは、、、、各施設各施設各施設各施設のののの利用状況利用状況利用状況利用状況をををを客観的客観的客観的客観的にににに判判判判

断断断断していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、共通共通共通共通のののの基準基準基準基準によるデータをによるデータをによるデータをによるデータを収集収集収集収集しししし管理管理管理管理していくしていくしていくしていく必要必要必要必要

がありますがありますがありますがあります。。。。またまたまたまた、、、、一部地域一部地域一部地域一部地域におけるにおけるにおけるにおける施設配置施設配置施設配置施設配置のののの偏偏偏偏りをりをりをりを避避避避けるためけるためけるためけるため、、、、施施施施

設設設設ごとにごとにごとにごとに検証検証検証検証をををを行行行行うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、本市全体本市全体本市全体本市全体のののの施設施設施設施設をををを総合的総合的総合的総合的にににに検討検討検討検討していしていしていしてい

くくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

それらのそれらのそれらのそれらの今後必要今後必要今後必要今後必要なななな情報情報情報情報をををを一元的一元的一元的一元的にににに把握把握把握把握するためするためするためするため、、、、既存既存既存既存のののの公有財産台公有財産台公有財産台公有財産台

帳帳帳帳にはにはにはには登載登載登載登載されていなかされていなかされていなかされていなかったったったった、、、、市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの利用状況利用状況利用状況利用状況やコストやコストやコストやコスト情報及情報及情報及情報及びびびび

建物建物建物建物のののの階層階層階層階層データデータデータデータなどなどなどなどのののの詳細詳細詳細詳細なななな情報情報情報情報についてについてについてについて収集収集収集収集をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた、、、、「「「「有効活用計画有効活用計画有効活用計画有効活用計画」」」」策定策定策定策定にににに向向向向けてけてけてけて、、、、他他他他のののの計画計画計画計画などとのなどとのなどとのなどとの整合性整合性整合性整合性をををを図図図図るるるる

ためためためため、、、、各財産所管部署各財産所管部署各財産所管部署各財産所管部署においてにおいてにおいてにおいて策定策定策定策定またはまたはまたはまたは策定策定策定策定をををを予定予定予定予定しているしているしているしている市有財産市有財産市有財産市有財産

等等等等にににに関関関関するするするする将来的将来的将来的将来的なななな活用方法活用方法活用方法活用方法やややや計画計画計画計画などのなどのなどのなどの情報情報情報情報についてもについてもについてもについても収集収集収集収集をををを行行行行いまいまいまいま

すすすす。。。。    

    

収集予定収集予定収集予定収集予定のののの財産情報財産情報財産情報財産情報    

項項項項    目目目目    内内内内    容容容容    

物件情報物件情報物件情報物件情報    各階各階各階各階におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報、、、、権利関係権利関係権利関係権利関係    などなどなどなど    

施設整備施設整備施設整備施設整備のののの経緯経緯経緯経緯    設置目的設置目的設置目的設置目的、、、、投資額投資額投資額投資額のののの財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    などなどなどなど    

運営管理情報運営管理情報運営管理情報運営管理情報    
稼働率稼働率稼働率稼働率、、、、使用料収入使用料収入使用料収入使用料収入、、、、維持保全費維持保全費維持保全費維持保全費、、、、    

管理管理管理管理・・・・運営手法運営手法運営手法運営手法    などなどなどなど    

地価水準地価水準地価水準地価水準    路線価路線価路線価路線価、、、、地価公示価格地価公示価格地価公示価格地価公示価格    などなどなどなど    

活用情報活用情報活用情報活用情報    貸付貸付貸付貸付・・・・使用許可使用許可使用許可使用許可、、、、余裕余裕余裕余裕スペーススペーススペーススペース    などなどなどなど    

    

（（（（２２２２））））新新新新たなたなたなたな公有財産台帳公有財産台帳公有財産台帳公有財産台帳システムのシステムのシステムのシステムの整備整備整備整備    

既存既存既存既存のののの公有財産台帳公有財産台帳公有財産台帳公有財産台帳ではではではでは、、、、建物建物建物建物についてはについてはについてはについては棟棟棟棟ごとごとごとごと、、、、土地土地土地土地についてはについてはについてはについては筆筆筆筆

ごとのごとのごとのごとの権利関係権利関係権利関係権利関係やややや物件情報物件情報物件情報物件情報のデータをのデータをのデータをのデータを管理管理管理管理していたためしていたためしていたためしていたため、、、、施設単位施設単位施設単位施設単位でのでのでのでの

整理整理整理整理････集約及集約及集約及集約及びびびび新新新新たなたなたなたな情報情報情報情報のののの管理管理管理管理ができませんができませんができませんができません。。。。しかししかししかししかし、、、、今後積極的今後積極的今後積極的今後積極的にににに有有有有

効活用効活用効活用効活用のののの推進推進推進推進をををを検討検討検討検討していくうえではしていくうえではしていくうえではしていくうえでは、、、、施設施設施設施設ごとにごとにごとにごとに集約集約集約集約されたされたされたされた様様様様々々々々なななな情情情情

報報報報をををを把握把握把握把握することがすることがすることがすることが不可欠不可欠不可欠不可欠であるためであるためであるためであるため、、、、既存既存既存既存のののの公有財産台帳情報公有財産台帳情報公有財産台帳情報公有財産台帳情報にににに加加加加ええええ

てててて、、、、各財産所管部署各財産所管部署各財産所管部署各財産所管部署からからからから収集収集収集収集したしたしたした情報情報情報情報をををを施設施設施設施設ごとにごとにごとにごとに整理整理整理整理・・・・集約集約集約集約しししし、、、、有効有効有効有効

にににに管理管理管理管理・・・・運用運用運用運用ができるができるができるができる公有財産台帳公有財産台帳公有財産台帳公有財産台帳シスシスシスシステムのテムのテムのテムの整備整備整備整備をををを行行行行うううう必要必要必要必要がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。    

新新新新たなシステムではたなシステムではたなシステムではたなシステムでは、、、、多多多多くのくのくのくの情報情報情報情報をををを必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて取取取取りだすことができりだすことができりだすことができりだすことができ
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るようになるためるようになるためるようになるためるようになるため、、、、施設単位施設単位施設単位施設単位でででで様様様様々々々々なななな基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料のののの作成作成作成作成がががが容易容易容易容易にできるよにできるよにできるよにできるよ

うになるだけでなくうになるだけでなくうになるだけでなくうになるだけでなく、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、異異異異なるなるなるなる所管部署所管部署所管部署所管部署のののの施設施設施設施設のコストのコストのコストのコスト比較比較比較比較などなどなどなど

もももも簡単簡単簡単簡単にできるようになりますにできるようになりますにできるようになりますにできるようになります。。。。    

    

（（（（３３３３））））施設白書施設白書施設白書施設白書のののの作成作成作成作成    

的確的確的確的確なななな課題課題課題課題のののの把握及把握及把握及把握及びびびび今後今後今後今後「「「「有効活用計画有効活用計画有効活用計画有効活用計画」」」」をををを策定策定策定策定するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、

収集収集収集収集したしたしたした情報情報情報情報などをなどをなどをなどを施設施設施設施設ごとにごとにごとにごとに整理整理整理整理・・・・集約集約集約集約するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。そのたそのたそのたそのた

めめめめ、、、、基本的基本的基本的基本的にににに「「「「保全計画保全計画保全計画保全計画」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、市有建築物市有建築物市有建築物市有建築物とととと整理整理整理整理されているされているされているされている施設施設施設施設

（（（（プラントプラントプラントプラント施設及施設及施設及施設及びびびび上下水道施設上下水道施設上下水道施設上下水道施設をををを除除除除いたいたいたいた延床面積延床面積延床面積延床面積 100100100100 平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル

以上以上以上以上のののの建物建物建物建物））））をををを対象対象対象対象ととととしししし、「、「、「、「施設白書施設白書施設白書施設白書」」」」としてとしてとしてとして取取取取りまりまりまりまとめとめとめとめ、、、、公表公表公表公表しますしますしますします。。。。    

    

    

２２２２．．．．有効活用計画有効活用計画有効活用計画有効活用計画のののの策定策定策定策定    

収集収集収集収集したしたしたした市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを用用用用いいいい、、、、各財産所各財産所各財産所各財産所管部署管部署管部署管部署ににににおいておいておいておいて策定策定策定策定

及及及及びびびび策定策定策定策定がががが予定予定予定予定されていされていされていされているるるる他他他他のののの計画計画計画計画などとのなどとのなどとのなどとの整合整合整合整合をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、専門的知専門的知専門的知専門的知

見見見見にににに基基基基づくづくづくづく意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させるさせるさせるさせる方法方法方法方法のののの検討検討検討検討をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、以下以下以下以下のののの視点視点視点視点にににに基基基基

づづづづきききき分析分析分析分析・・・・分類分類分類分類をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを分類財産分類財産分類財産分類財産ごとにまとめごとにまとめごとにまとめごとにまとめ、「、「、「、「有効活用有効活用有効活用有効活用計計計計

画画画画」」」」としてとしてとしてとして策定策定策定策定しますしますしますします。。。。なおなおなおなお、、、、各施設各施設各施設各施設のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のためののためののためののための計画的計画的計画的計画的なななな維持保維持保維持保維持保

全全全全についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき「「「「保全計画保全計画保全計画保全計画」」」」にににに基基基基づいてづいてづいてづいて適切適切適切適切にににに行行行行っていきまっていきまっていきまっていきますすすす。。。。    

    

（（（（１１１１））））市有市有市有市有財産財産財産財産等等等等のののの分析分析分析分析・・・・分類分類分類分類    

統一的統一的統一的統一的なななな視点視点視点視点でででで、、、、施設施設施設施設のののの利用状況利用状況利用状況利用状況やややや維持管理維持管理維持管理維持管理コストなどコストなどコストなどコストなどのののの分析分析分析分析をををを行行行行いいいい、、、、

状況状況状況状況にににに応応応応じてじてじてじて分類分類分類分類ししししたうえでたうえでたうえでたうえで、、、、具体的具体的具体的具体的でででで多様多様多様多様なななな活用方策活用方策活用方策活用方策をををを検討検討検討検討しししし、、、、よりよりよりより

最適最適最適最適なななな有効活用有効活用有効活用有効活用をををを推進推進推進推進しましましましますすすす。。。。    

    

分分分分    類類類類    内内内内    容容容容    手手手手    法法法法    

継続利用継続利用継続利用継続利用資産資産資産資産    

既既既既にににに行政財産行政財産行政財産行政財産としてとしてとしてとして十十十十

分分分分にににに利用利用利用利用されておりされておりされておりされており、、、、当当当当

面継続面継続面継続面継続してしてしてして利用利用利用利用していしていしていしてい

くべきくべきくべきくべき財産財産財産財産    

行政財産行政財産行政財産行政財産のののの目的外使用目的外使用目的外使用目的外使用

許可許可許可許可、、、、余裕余裕余裕余裕スペースのスペースのスペースのスペースの貸貸貸貸

付付付付、、、、管理運営管理運営管理運営管理運営のののの効率化効率化効率化効率化    

などなどなどなど    

転用検討転用検討転用検討転用検討資産資産資産資産    
用途変更用途変更用途変更用途変更やややや再編再編再編再編についについについについ

てててて検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき財産財産財産財産    
庁内活用庁内活用庁内活用庁内活用、、、、貸付貸付貸付貸付    などなどなどなど    

貸付貸付貸付貸付・・・・売却資産売却資産売却資産売却資産    

検討検討検討検討のののの結果結果結果結果、、、、将来的将来的将来的将来的なななな需需需需

要要要要にににに備備備備えるえるえるえる必要必要必要必要がなくがなくがなくがなく、、、、

貸付貸付貸付貸付やややや売却売却売却売却をををを行行行行うううう財産財産財産財産    

貸付等貸付等貸付等貸付等、、、、売却売却売却売却、、、、交換交換交換交換    
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（（（（２２２２））））PDCAPDCAPDCAPDCA サイクルによるサイクルによるサイクルによるサイクルによる計画計画計画計画のののの進捗進捗進捗進捗管理管理管理管理    

市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを効率的効率的効率的効率的・・・・効果効果効果効果的的的的にににに実践実践実践実践していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、計計計計

画画画画のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況をををを適切適切適切適切にににに管理管理管理管理するするするするここここととととがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

そのことからそのことからそのことからそのことから、、、、PDCAPDCAPDCAPDCA サイクルサイクルサイクルサイクルによるによるによるによる適切適切適切適切なななな進捗進捗進捗進捗管理管理管理管理をををを行行行行いいいい、、、、市有財市有財市有財市有財

産等産等産等産等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを継続的継続的継続的継続的にににに進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

3333．．．．継続的継続的継続的継続的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

今後今後今後今後「「「「有効活用計画有効活用計画有効活用計画有効活用計画」」」」策定策定策定策定までのまでのまでのまでの間間間間においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、これまでとこれまでとこれまでとこれまでと同様同様同様同様にににに未利用未利用未利用未利用

地地地地のののの有効活用有効活用有効活用有効活用などなどなどなどのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めますめますめますめます。。。。    

またまたまたまた、、、、すでにすでにすでにすでに行政目的行政目的行政目的行政目的にににに供供供供されているされているされているされている財産財産財産財産であってもであってもであってもであっても、、、、関係法令関係法令関係法令関係法令のののの規定規定規定規定にににに

抵触抵触抵触抵触しないしないしないしない範囲範囲範囲範囲でででで、、、、余裕余裕余裕余裕スペースのスペースのスペースのスペースの貸付貸付貸付貸付やネーミングライツのやネーミングライツのやネーミングライツのやネーミングライツの導入導入導入導入などなどなどなど、、、、そそそそ

のののの有効活用有効活用有効活用有効活用にににに取取取取りりりり組組組組みみみみますますますます。。。。そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの具体策具体策具体策具体策としてとしてとしてとして、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、北部別北部別北部別北部別

館用地館用地館用地館用地のののの整理整理整理整理をををを行行行行いいいい、、、、生生生生じるじるじるじる余裕余裕余裕余裕スペースをスペースをスペースをスペースを民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者へへへへ貸付貸付貸付貸付けることやけることやけることやけることや市市市市

有施設有施設有施設有施設のののの駐車場有料化駐車場有料化駐車場有料化駐車場有料化などのなどのなどのなどの検討検討検討検討をををを進進進進めめめめ、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる市有財産等市有財産等市有財産等市有財産等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用にににに

取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、各財産所管部署各財産所管部署各財産所管部署各財産所管部署においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、資産活用課資産活用課資産活用課資産活用課とととと連携連携連携連携しししし、、、、本方針本方針本方針本方針にににに基基基基づづづづ

きききき、、、、管理管理管理管理・・・・保有保有保有保有するするするする財産財産財産財産のののの積極的積極的積極的積極的なななな有効活用有効活用有効活用有効活用にににに努努努努めめめめますますますます。。。。    

 

PPPPlanlanlanlan 

有効活用計画の策定 

AAAActionctionctionction    

有効活用計画の見直し 

問題点と課題の洗い出し 

改善点の検討 

DDDDoooo 

各財産所管部署による有効活用 

の推進 

CCCCheckheckheckheck 

各財産所管部署による取り組みに
おける効果の検証及びそれらを取
りまとめた上での全体的な効果の

検証と評価 

有効活用有効活用有効活用有効活用    
推進推進推進推進サイクルサイクルサイクルサイクル    

有効活用推進有効活用推進有効活用推進有効活用推進サイクルサイクルサイクルサイクル 

反映反映反映反映    

検証検証検証検証・・・・評価評価評価評価    

総括総括総括総括    
推進推進推進推進    

第３章 取り組み内容 



  

 

  

 
-14141414- 

 

参考資料参考資料参考資料参考資料    

    

≪≪≪≪今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール≫≫≫≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報収集 
公有財産台帳の整理 

有効活用計画の策定 

基本方針策定 

 

施設白書の作成 

有効活用の推進 

   平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 24 年度 

参考資料 

 

 

 

 

 

 平成 28 年度～ 

はじめに 第 1 章 現

状と

課題 

第 1 章 現

状と

課題 

第 1 章 現

状と

課題 

第 1 章 現

状と

課題 

第 1 章 現

状と

課題 

第 1 章 現

状と

課題 

第２章 有

効活

用の

基本

ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ

ササササ

イイイイ

クククク

 

◆ 別途策

定及び策定が

予定されてい

有効活用有効活用有効活用有効活用

計計計計

画画画画

のののの

                 財産財産財産財産情報情報情報情報

のののの

整整整整

理理理理    

◆ 各財産

の設

置根

拠 

    情報収集情報収集情報収集情報収集        
    施設白施設白施設白施設白

書書書書

第２章 有

効活

用の

基本

第 1 章 現

状と

課題 

今後今後今後今後のののの取取取取

りりりり

組組組組


