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主な質疑応答事項 
 
 

市民からの質問 本市からの回答 
説明のなかで機能集約の例として公民館が

あげられていたが、ここをターゲットに絞って

いるかのような説明の仕方はおかしいと思う

がどうか。 

今回、たまたま参考に例示したのが、他

市の公民館の事例であって、ターゲットを

そこに絞っているわけではない。ただ、Ｆ

Ｍの視点からは、学校や公民館等、複数あ

る施設については機能を集約して統廃合を

検討する方向性に変わりはない。対象とな

る施設種別ごとに整理していきたい。 

 現在、国からは経済対策として公共事業への

取組みが推奨されているが、経済効果を求める

ために、どうやって進めようと考えているのか

を知りたい。 

現在の国の補助金は、施設の維持管理に

は使えないので、現存する施設を再点検し、

建替えるのか、統廃合で廃止させるのか、

あるいは施設を長寿命化させて維持するの

かをよく見極めなくてはならない。管理手

法についても、官民連携による経済活性化

策としてＰＦＩの導入など、あらゆる手法

で検討したい。一方で、耐震化工事には手

厚く補助されており、それについては進め

ている状況である。 

今後について、高齢化社会によるさまざまな

考えについては賛同する。だが、現在までの施

設をどうしたかったのか、今の状況が適正な配

置なのか、まず行政がきちんと総括し、整理す

べきである。総量圧縮が必要と言っておいて市

民センターを２館建てるなど整合性がない。そ

れと、学校の統廃合も教育委員会と一緒にやっ

ていくのか。 

 

市民センター２館については、過去の総

合計画で６館構想が謳われていることか

ら、今回の２館建設により、コミュニティ

の拠点施設として市民センターの位置付け

は整理された。施設の見直しについては、

施設の老朽度等状況を把握して、できるだ

け維持管理費がかからない方法で維持して

いくこととしたい。なお、これらは全庁的

な課題であるので、教育委員会も含め、庁

内一丸となって取組んでいく。 

学校教育施設が全体の 60％を占めていると

のことだが、一般の商業施設よりは設備が少な

い。事前修繕の大事さはよくわかったが、空調

管の水漏れ対策等、大規模修繕の実施計画など

を一括で管理しなければならないと思う。 

未然防止の重要性は認識している。ＦＭ

は民間企業の資産活用から出てきた考え方

であるが、計画や情報を踏まえ、有効な保

全に心掛けたい。 
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統廃合の説明があったが、施設を廃止するこ

とにより、維持コストも削減されるのはよくわ

かる。ただ、廃止により地元住民にとっては多

少なりとも不便をかけることになるので、地元

の意見を十分聞いて進めてほしい。 

住民の意見を聞かずして進めることはで

きないと考えているので、たとえば空き家

の活用や民間ビルの一室を借り、そこを使

ってもらえるような検討もしたい。行政か

らも一定の支援を考え、行政が施設を持つ

のではなく場所の提供を支援する、そうい

う考え方も検討したい。 

① 受益者負担の考え方だが、確かに公民館

を無料で使用しているところはあるが、ただ財

政が厳しいから負担をお願いするというので

は、市民の理解は得られないと思う。やはり、

総量削減の考えが必要である。 ② 建物ごと

にライフサイクルコストは異なると思う。概算

ではそのあたり一緒に試算しているが、それは

ありえない。きちんと精査すべきである。 ③ 

マネジメント構想では、基本方針から基本計

画、実施計画の流れで進めるとのことだが、や

ることに対するチェックも必要である。 ④ 

中長期的な展望がかなり大雑把な印象を受け

た。もっと細部に渡る検証が必要である。 

① 市民の皆さんにまず受益者負担をし

てもらうという考えから始まったわけでは

ない。歳出削減にまずは努めるべきと考え

ている。そこで、個別に施設があるのでは

なく、統合して機能が集約できれば、総量

圧縮に貢献できる。そうして、まずはかか

る費用と実際にかけられる費用の差を埋め

ることができる。ただ、そうはいっても、

まず、民間で代替施設があるものについて

は、一定の受益者負担は必要であると考え

ている。② 建物によってライフサイクルコ

ストが異なるのは十分理解している。また、

今年度立ち上げたプロジェクトチームには

技術系職員も入っており、その観点から施

設の点検、把握するための作業を進めてい

く。もちろん、この10年間で終わるのでは

なく、それ以降も見据えて考えていきたい。 

③ 全体の検証はもちろん必要と認識して

いる。コストの検証や電気料金の契約変更

なども考えていく。 ④ コンクリートの落

下など未然の防止をしておくほうが、コス

トの抑制に繋がると考えている。着手の優

先順位を付け、しっかり対応したい。それ

と、データの一元化により見えてくるもの

もあるので、まずは点検し、その結果をデ

ータベース化し、検証していきたいと思う。 
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経費の面から議論を始めているが、そもそも

公共施設の概念とは何なのか？映像にあった

ホテルを使ってという発想はちょっと違うの

ではないか。施設の管理ではＰＦＩ方式で管理

や運営は民間に任せることも考えられるが、全

国的に見て実績に乏しい。一体何が原因なの

か。近年は財政事情が非常に厳しくなってきた

ので、この公共施設の問題に取り組んだわけで

しょう？経費削減を優先させるのならＰＦＩ

は重要な方法であると思う。それと、民間なら

当然に減価償却の考えがあるのだが、公部門で

もその考えを導入すべきと考える。 

今回は建物に絞っているが、行政が持っ

ているものが公共なのかどうか。公共を担

うのはもちろん行政であるが、町会館など

も公共を担える施設と考えられるのではな

いか。また、事業者バンクなどで会社の会

議室を使用させてくれるところも公共を担

っていると考えられる。ただ、説明にもあ

ったホテルの一室を会議等に使ってもらう

という事例は少々微妙なところがあるが、

活用できるところは活用していきたいと思

っている。ＰＦＩは事務手続きが非常に煩

雑である点や、リスク分担の範囲設定等の

難しさもあってなかなか普及していない

が、現政権では民活を積極的に推進してお

り、ＰＦＩについても関連法令が改正され

る見通しである。今後も国からの情報を入

手し、活用できるものは活用していきたい

と考えている。減価償却の考えは重要にな

ってきており、公会計制度にも取り入れら

れつつある。 

受益者負担については、利用する人が負担

し、それで施設を維持するのは当然の考え方で

ある。維持管理コストを分析するのは積算シス

テムにより可能だが、予防点検をどこまで実施

するのか、どこを落とせるのか。中身を知って

いる職員が業者と交渉して、削減できる可能性

がある。 

点検内容についてはどこまでの範囲で委

託するのか、経験がある職員が委託項目を

整理し、業者との交渉にあたる予定である。 

もっと市民を交えて議論すべきである。まず

地域ごとで議論が深まるなら、それが受益者負

担に繋がっていく。 

この公共施設の問題をきっかけに、地域

のことを議論していくことが重要であり、

地域での議論と総量圧縮は切り離せないも

のである。市民の声をどのような手法で聞

いていくか考えなければならない。特に、

利用者の意見を聞くのはもちろんのこと、

利用していない人の声を、いかにして聞く

かを考えなければならない。 
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地域とどう向き合っていくかだが、行政がい

ろいろやりすぎているように思う。地域では自

分たちが何もしなくても行政がやってくれる

から、自分たちで考えないようになっている。

行政が持っている課題をもっと地域に出して

共有していき、気付かせるようにすれば協働で

進めることができる。２点質問したい。一つ目

はネーミングライツを検討し、地域も含めて案

を発想してもらうのはどうか。税金の使い道等

も意識できると思う。二つ目は施設の優先順位

はどう付けているのか。（老朽化の対応）緊急

度はよく伝わったが、緊急度とそうでないもの

との仕分けをすべきかと思う。 

ネーミングライツには新しい発想が必要

になる。若い人の意見を聞くようなきっか

け作りを検討していきたい。問いかけの手

法はいろいろあるが、出前講座なども要望

があれば出向くつもりである。優先順位に

ついては、施設所管課は自分のところの施

設については把握しているが、全庁的な一

元管理はしていない。来年度、施設の調査

項目について、委託の是非も含めて検討し

ていきたい。 

今日の説明は公共施設のことであったが、市

で他にまだやる（改革する）ことがあるのでは

ないか。それらをとりあえず置いといて、先に

この公共施設の課題解決に取り組むというこ

とか。 

まず、公共施設のあり方に関する検討は、

老朽化問題の解決が喫緊の問題であり、早

急に取り組まねばならないと認識している

ので、財源確保に向け、まずは取り組んで

いきたい。ただ、公共施設だけではなく、

当然、それ以外にも改革していかなければ

ならないことも多々あるので、維持費等の

財源確保のために、他の施策の部分での経

費節減の努力を不断に行っているところで

あり、今後も引き続き行ってまいる所存で

ある。並行して行革に努める。 

公共施設マネジメント構想はよく整理され

ていると思う。説明いただいた事項については

理解した。ひとつ私なりの考え方がある。それ

は岸和田市だけの範囲で考えるのではなく、も

っと広域で考えたらどうかということである。

長期的なスパンで検討していくわけであるか

ら（施設の配置についても）隣市も含めた広域

的な視点で捉えるほうが良いと思う。それと、

受益者負担についての市の考え方をもっと明

確にしてほしい。 

まず、岸和田市内に複数ある施設を対象

に、高齢化社会にふさわしい施設配置を考

え、広域的に近隣の市町とも連携を取り、

施設の適正な配置を検討しなければならな

いと思っている。受益者負担の考えについ

ては、まずライフサイクルコストを検証し、

民間でできるものは民間に任せるというの

を原則に、もし、公共が担うのなら、利用

料は民間並みの、維持するのに適切な金額

を検討しなければならないと考えている。 
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広域で考えることについては、たとえば岸和

田市でも、医療の面や消防で広域化の話が出て

いる。文化施設も含め、コミュニティの範囲を

考えると大事な考え方である。以下の質問をし

たい。 ① 施設の維持のために税、利用料を

上げる可能性についての説明があったが、それ

は新たに市民に負担を与えることになるので、

そこは慎重に願いたい。たとえば、市営住宅は

行政が必ずしも管理しなければならないわけ

ではないと思う。それと、春木市民センターも

民間施設に入っていると聞いている。ならば、

もっと民間の力を活用する方策を考えるべき

ではないか。 ② 今後の基本計画、実施計画

に続く作業想定を聞きたい。 

① （維持するための）利用料をただ上げ

ることだけを考えるのではなく、公民の役

割分担を整理し、民間の力の活用によって

維持コストを減らすことも重要である。た

とえば、大規模な施設の中に公共施設を入

れ賃料を払う、商店街の中のひとつの空き

家を活用する、市営住宅をなくして民間賃

貸住宅を借り上げ補助するなど、十分検討

していかなければならない。 ② この方針

を受け、来年度に施設の現況を把握するた

めの調査を行う。同時に、今までは施設は

所管課が個々に把握していたが、今後、ど

こがどう管理していくのか、基本計画を策

定する中で整理していきたい。その基本計

画の策定作業についてであるが、外部有識

者を加えて検討し、当然、市民のみなさん

の意見も聞いて進めたいと思っている。基

本計画は平成27年度中には策定し、実効性

を担保するため、実施計画においても早い

時期に策定したい。 

なぜ、今の時期にこの問題を考えるのか。今

年度には、１館９億円、２館合わせて 18億円

もの建設費がかかる二つの市民センターが建

つ。さらに維持するのに年間２千万円もかかる

らしい。福祉センターの建替えも着手する。先

ほど、施設を維持するのに年９億円が足りない

とのことであったが、それがわかっていて、な

ぜ早く考えなかったのか。市では１千９百億円

もの借金残高が残っていると聞く。１％の金利

でも 19億円が乗っかってくる、そんな財政状

況である。岸和田市では、今までにも、ゴミの

有料化や上下水道料金の値上げ等、市民に負担

を強いているが、これだけで本当にやっていけ

るのか、非常に疑問である。 

市民センターを２館建てるのは、過去の

総合計画で挙がった６館構想の実現に向

け、市民センターを地域コミュニティ活動

の拠点として整備されたものであり、新し

く建てる代わりに、青年の家と常盤青少年

会館を廃止し、機能集約をすることになる。

また、福祉センターの老朽化も大きな問題

となっており早急な対策が必要であるが、

この件についても、単独建替えではなく、

他の施設の機能を統合、集約化させるとい

うことも考えている。 


