
 千葉市では、今後３０年間を見据えて、公共施設の見直しの考え方や方向性を示した『千葉市公共

施設見直し方針』を平成26年７月に策定しました。 

 

 なぜ、このような方針が必要になったの？ 

 公共施設を取り巻く環境に、一体どんな変化があるの？ 

 こどもたちの明るい未来のために、今できることは？ 

 

など、皆さんの疑問にお答えするため、この方針の内容を分かりやすく 

解説するパンフレットを作成しました。 

この機会に、これからの公共施設のあり方について、一緒に考えてみましょう！ 

はじめに step 1 
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公共施設の 

見直しってなんだろう？ 



区分 千葉市 政令市中順位
政令市平均

（千葉市を除く）

実質公債費比率*1 19.5 20位／20市 10.8

将来負担比率*2 261.1 20位／20市 125.9

連結実質赤字比率*3 2.59 20位／20市 －

実質赤字比率 － － －

なぜ見直しが必要なの？  

■図表１ 年齢3区分人口及び高齢化率の見通し（資料 千葉市） 

●わたしたちのまち、千葉市の未来は？ 

step 2 

施設を使う人が減ったり 
使われ方が変わっていく
んだね 

少しずつ改善はしているけど、
これからが大事だね・・・ 

＊1 １年間の収入に対する、その年に払った借金返済額の割合。 
＊2 １年間の収入に対する、将来市が負担する借金の割合。 
＊3 公営事業を含む全会計の赤字額の合計が、標準的な収入に対してどの位の割合を占めているかを示しています。 

 財政健全化に向けた様々な取り組みにより、安定的・持続的な財政運営に取り組んで 

 いますが、実質公債費比率や将来負担比率が非常に高いなど、楽観できない状況です。 

平成27年から平成52年までの変化は・・・ 
・総人口  約10万人（10％）減少 
・65歳以上人口 約8万人（約24％）増加  4人に１人⇒2.6人に1人が高齢者 

 市街地はこれまで、人口増加に合わせて拡散的に広がってきましたが、長期的には、駅  

 から徒歩圏内に必要な機能を集約するような発想でまちづくりを考えていく必要があり 

 ます。 
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■図表２ 健全化判断比率の状況（平成２４年度決算） 
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大規模改修 建替

必要額 約228億円／年

現投資額 約139億円／年

・主要な８７０施設 
【建物面積約249万㎡】 
を対象に試算 
 
※主要な施設の内訳は、９ページを
ご覧ください。 

●公共施設が老朽化！？その影響は？ 

next 見直しに必要な考え方は？ ⇒ 

こんなに減らさないと、更新
できないんだね… 

＊5 総延床面積は、収益事業会計（競輪場） 病院事業会計を除いています。 

総延床面積＊5 

約２４０.７万㎡ 

現 状 

 
総延床面積＊5 

約２０２.９万㎡ 

３０年後 
約１５％ 

（約３８万㎡） 
の縮減が必要 

ＱＶＣマリンフィールド 約８個分！ 

■図表３ 対象施設の維持更新費用の見通し（資料 千葉市） 

これまで都市の成長に合わせて整備してきた公共施設の多くが、今後30年間で集中的に更新（大規模改修・建

替）の時期を迎えます。この期間の更新に必要な額は、約6,839億円に達する見通しです。 

現在の投資額＊4を維持できたとしても、将来的には約2,663億円が不足（収支ギャップ）する見通しです。 

        

まちづくりにも 
影響があるわね… 

＊4 投資的経費（インフラ等に関する経費を除く）の3か年平均額。 

収支ギャップ総計 

約2,663億円 

こんなにお金が 
かかるの～！？ 

投資額総計 
約4,176億円 

◆縮減のシミュレーション図 

更新費の必要額 
約6,839億円 

どれくらい施設の面積を減らしたら 

この差は解消できるの？ 



将来にわたって適切な市民サービスを持続的に提供していくための考え方『見直し3方針』を定めました。 

●見直し3方針 

      公共施設の見直しに向けて 

事業の見直しや類似する機能を有する施設の統合など、ソフト・

ハード両面から、施設としての効率性の向上を図ります。 

集約型都市構造への転換を見据え、施設総量の
縮減と市民サービスの維持・向上の両立を図るため、
施設の再配置を行います。 

総人口の減少や厳しい財政見通しなどのもと、今後３０年間
を見据えた長期的な取り組みにより、公共施設の総量（総延
床面積）を縮減します。 

適切な市民サービスを 

持続的に提供していくための 

見直しの基本方針 

（見直し３方針） 

  

施設利用の 
効率性向上 

  

施設の再配置 

  

施設総量 
の縮減 

step 3 

施設の配置を見直したら、 
どんな良いことがあるの？ 

 総量を減らさないといけ    
 ないのは分かるけど、 
 減らし方を考える必要が 
 あるよね？ 

施設利用の効率性を良くする？ 
今はムダがあるってこと？ 

next 見直しのイメージは？ ⇒ 



『スリムに 施設総量の縮減』 
・新規整備（新設など量的に増えるもの）は原則として行わず、 
 既存施設や民間施設の活用を検討します。 

・大規模改修や建替えが必要な場合は、床面積の縮小や複合化 
 など、施設の効率性向上のための方策を検討します。 

・再配置によって余った施設や土地の貸付・売却などを検討します。 

next 具体的な見直しの方法は？ ⇒ 

●見直し３方針で未来はこうなる！ 

        

『くふうしながら 施設の再配置』 

学校区内に施設が分散しているケース 

稼働に余裕が 
ある施設 

集約化や複合化で施設

をじょうずに使うんだね！ 

施設管理も一元化されて

効率的だね！ 

『じょうずに 施設利用の効率性向上』 

学校が地域 
コミュニティの中心 
になるね！ 

新しい交流も 
生まれてきそう！ 

機能の類似した施設が近接しているケース 

稼働に余裕が 
ある、新しい施設 

BUS

稼働に余裕が 
ある、古い施設 

組み合わせをくふうして 

利用しやすい施設に 

するってことね！ 

施設Ａ（用途Ａ） 

施設Ｂ（用途Ｂ） 

機能が類似 

稼働に余裕がある施設 

稼働率 
30% 

稼働率 
30% 

施設Ａ（用途A+B） 

余剰 
施設へ 

施設Ｂ 

稼働率 
60% 

類似機能
の統合 

メタボの解消だね！ 

http://sozai.kingyomon.com/wp-content/uploads/2011/10/body-1.png


アクションプランを策定します   

 

① アクションプランの目的 

   施設の再配置を計画的に行い、「施設総量の縮減」と「市民サービスの維持・向上」の両立を図ります。 

 

② 施設の再配置にあたって 

   エリア（圏域）単位で、長期的な施設の再配置を検討します。 

   【エリアの考え方】 

   ・中学校区  

   ・生活機能拠点（主要な鉄道駅周辺） 

   ・３都心（千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心） 

    

③ スケジュール（予定） 

   平成28年度中を目途に策定します。 

●見直しの進め方 

●施設の再配置を進めていくための６つの方法 

 同じ用途の施設が複数ある場合、より少ない数や規模に集約します。 

稼働に余裕がある 

新しい 

Ａコミュニティ系施設 

老朽化した 

Ｂコミュニティ系 

施設 

 稼働の状況や将来の需要を踏まえ、余裕のあるスペースに、用途が異なる 
 施設を複合化します。 

小中学校 

 Ａコミュニティ
系施設へ集約 

⇒貸付・売却など 

 

 

集約化 

老朽化した 

公民館など 

空き 
スペース 

同じ用途の施設が複数ある 

施設活用やサービスの継続に課題がある 

複合化 

新しい施設へサービスや機能を集約 

空きスペースへ公民館などを複合化 

⇒貸付・売却など 

 

 

 
 

② 複合化 

① 集約化 

 地域コミュニティ
の中心へ 

アクションプランとは・・・方針を実現するための具体的な行動計画 



施設の規模や設備、運営形態などを踏まえて、周辺の民間施設を 

活用します。 

事業そのものやサービスのあり方を検討し、ＩＣＴ（情報通信技術）など 

の活用により、施設に頼らないサービス提供方法へ変更します。 

管理運営などの主体を民間へ変更します。 

PFI（公共施設の建設や運営を民間のチカラで行うこと）の導入など。 

施設の設置目的は異なるものの、実態が似通っている複数の施設 

の機能を統合します。 

稼働に余裕があり、 

新しい 市民プラザ 
市民プラザは 

継続的に利用 

移転 

大規模改修や建替えを検討すべき施設がある 

老朽化した施設 

民間施設を活用 

稼働に余裕があり、 

老朽化した 

コミュニティ系施設 
⇒貸付・売却など 

 

 

サークル活動の部屋貸しなど機能が同じ 

民間施設を借り上げる 

機能統合 

事業を市民プラザへ統合する 

場所が近接 

機能が類似 

民間企業所有の 

テナントビル 

具体的な施設の配置検討を進めるにあたっては・・・ 
 
 『サービスを提供するエリア、公共交通アクセスや接道条件、周辺環境などの地域特性』 
 
 を踏まえ、将来にわたり利便性の高い立地を選ぶことにより、市民サービス拠点としての継続性を確保します。 

④ 類似機能の統合 

③ 民間施設の活用 

⑤ 実施主体・管理 
  運営主体の変更 

⑥ サービス提供 
 方法の変更 

⇒貸付・売却など 

 

 



●Ｑ＆Ａ 質問と回答のコーナー 

もっと知りたい！見直しの気になるハナシ step 4 

       

 

    Ａ１ 道路や下水道などのインフラについては、安全で快適な生活を支えるためのものです。 

        適切な機能の確保や、維持管理費用の縮減・平準化に向けて、各担当部署により適切な維持管 

        理や長寿命化などの取組みを行っています。 

        ◎主な取り組み 

        〈橋梁、歩道橋、モノレール〉 千葉市橋梁長寿命化修繕計画・・・・・維持管理課 

Q1 道路などのインフラに関する取り組みはどうなっているの？  

      人口が少なくなって、自分たちの地域の公共施設がなくなると、遠くの施設を使わなくては 

      いけなくなったり、災害時の避難場所もなくなって、不便になってしまうの？ 

 

     Ａ２ 施設の配置検討では、公共交通アクセスや周辺環境などの地域特性を考えながら、将来にわたって 

         利便性の高い立地を選ぶことで、市民サービス拠点としての継続性を確保します。また、地域防災 

         拠点などの役割にも配慮しながら検討を進めます。 

Q2 

      公共施設の状況や市の取り組みをもっと詳しく知る方法はないの？ 

 

          Ａ３ 市ホームページや市政情報室で、資産に関する以下の情報や取り組みをご覧いただけます。  

 

         資産カルテ・・・・・・・・施設の現状を『見える化』するため、施設概要、利用実績、運営コストなどの 

                      情報を一覧表にまとめたもの。主な市民利用施設にも掲示しています。 

         資産の総合評価・・・市民利用施設を中心とした約500施設を対象に、資産の総合評価を行い、 

                      施設を継続して利用すべきか、または、見直しすべきかについて方向性を示し 

                      ます。 

  

Q3 

        

  

     Ａ４ 市民の皆さまにも、公共施設に関する問題意識を共有していただくとともに、見直しの取り組みに 

         主体的に参画・協力していただくことが重要と考えています。 

         今後も適切な情報提供に努め、必要に応じて市民意見の聴取を行うなど、市民と市が一体となった 

         取り組みを推進します。 

Q4 身近な公共施設の問題だから、利用者でもある私たちの意見も取り入れてほしい！ 

http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/ijikanri/top_kyoryo.html
http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shisan/shisankarte.html
http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shisan/shisankarte.html
http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shisan/shisankarte.html
http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shisan/shisannosogohyoka.html?PreviewID=19AFC365-BEAA-6135-22958508ECBC47D8
http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shisan/shisannosogohyoka.html?PreviewID=19AFC365-BEAA-6135-22958508ECBC47D8


●主要な施設の内訳（Ｐ３ 図表３関係） 

（資料）千葉市資産データベース 

No 大分類 中分類 施設数 小分類

学校教育施設 179

学校 174 小学校、中学校、養護学校、高等学校、看護師養成施設

その他教育施設 5 給食センター、教育センター、養護教育センター

2 市営住宅 49

市営住宅 49 市営住宅

3 44

公園・緑地 9 有料公園、有料公園施設（スポーツ施設以外）、交通公園

スポーツ施設 31

体育館、相撲場、武道館、運動場、スポーツ広場、複合スポーツ施設、

野球場、球技場、プール、温水プール、アイススケート場、市民ゴルフ場、

その他のスポーツ施設

レクリエーション施設・保養施設 4 高原千葉村、少年自然の家、ユースホステル、ポートタワー

4 2

環境・ごみ施設 2 リサイクルプラザ、リサイクルバンク

5 77

庁舎等 49

庁舎、区役所、市民センター、区役所連絡所、総合保健医療センター、

保健福祉センター、児童相談所、環境事業所、

土地区画整理事務所・相談所、再開発事務所、土木事務所

消防施設 26 消防署、出張所、消防総合センター、救助救急センター

その他行政施設 2 暮らしのプラザ、動物保護指導センター

6 31

集会施設 18 コミュニティセンター、勤労市民プラザ、その他の集会施設

文化施設 7 市民会館、ホール、美術館、市民ギャラリー

博物館等 4 博物館、科学館、埋蔵文化財調査センター

文化財等 2 ゆかりの家いなげ、旧生浜町役場庁舎

7 65

図書館 14 図書館、図書館分館

公民館 48 公民館

生涯学習センター等 3 生涯学習センター、南部青少年センター、南部児童文化センター

8 4

医療施設 4 病院、休日救急診療所、院内保育所

9 46

高齢福祉施設 34
和陽園、いきいきセンター、いきいきプラザ、シルバー人材センター、

ワークプラザ、その他の高齢福祉施設

障害福祉施設 8
ハーモニープラザ、桜木園、大宮学園、福祉作業所、療育センター、

障害者福祉センター、障害者相談センター

社会福祉施設 4 こころの健康センター、社会福祉研修センター、地域福祉活動施設

10 199

保育所 60 保育所

幼児・児童施設 139
子育て支援館、子育てリラックス館、子ども交流館、子どもルーム、

青少年サポートセンター

11 174

商工産業施設 3 中央卸売市場、ビジネス支援センター、創業支援施設

農業林業施設 6 都市農業交流センター、ふるさと農園、農政センター、乳牛育成牧場

都市・交通施設 157 駐車場、自転車駐車場、自転車保管場

その他 8
千葉市斎場、平和公園、桜木霊園、公営事業事務所・サイクル会館、

その他の市民活動施設等

870
※施設数は台帳上の施設数であり資産カルテ枚数とは異なります。

◆用途別分類表

合　　　　計

行政施設

文化施設

社会教育施設

医療施設

その他

高齢・障害・社会福祉施設

児童福祉・子育て支援施設

1

公園・スポーツ・レクリエーション施設

環境・ごみ・上下水道施設

平成25年4月1日現在 
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  公共施設の見直しってなんだろう？ 
 

～千葉市公共施設見直し方針パンフレット～ 
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千葉市 施設 見直し 検索 

スマートフォンからアクセス！ 
 
QRコードリーダーアプリを 
お持ちの方は、右記のQRコード 
からアクセスが可能です。 

http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shisan/minaoshihoushin.html

