
総合評価シート 

施設名 都賀コミュニティセンター 施設所管課 若葉区役所地域振興課 評価番号 3-5 

（施設概要） 

土地 
用途地域 第一種住居地域 

立地適正化計画における区域設定 居住促進区域 

建物 

構造 鉄筋コンクリート造 運営形態 指定管理 

耐震基準 旧耐震基準 耐震化 不要（Is値：0.77） 

指定緊急避難場所・指定避難所（海抜） 

【災害種別】 

指定あり（29.1m） 

【洪水、土砂災害、高潮、地震、津波、内水氾濫】  

備考 複合施設：都賀いきいきセンター 

 

Ⅰ．資産の総合評価：１巡目の結果（Ｈ２５～２９年度） 

評価年度 Ｈ２５年度 

１ データ評価結果 

 評価指標 ①建物性能 ②利用度 ③運営コスト 

 対ベンチマーク ○ △ ○ 

２ 総合評価 

評価結果 ・建物性能に課題はない。 

・データ評価では利用度に課題があったが、日中利用は５割程度である。 

・本施設内に都賀いきいきセンターが設置されており、利用者は増加傾向である。 

なお、いきいきセンター事業については、同好会への施設貸し出しについては、受

益者負担に適正化を図るべきという評価結果。 

・周辺に類似施設がない。 

・駅にも近く、公共施設が集積した地域に設置されており、施設規模も大きい。 

・以上により、本施設については、計画的保全対象施設として、必要な保全を行い、

施設の長寿命化を図る。 

継続利用 

方向性 

⑩当面継続 

 

Ⅱ．資産の総合評価：２巡目の結果（Ｈ３０年度以降） 

評価年度 Ｒ２年度・Ｒ３年度 

１ 分析 

（１）データ評価結果 

 評価指標 ①建物性能 ②利用度 ③運営コスト 

 対ベンチマーク ― △ ○ 

【まとめ】 

・建物性能（残耐用年数１１年）は課題なし。 
・利用度に課題あり。 
・運営コストにも課題はなかった。 

【総合評価実施の主な理由】 
・経過観察３期目のため、評価替えを検討する。 

（２）現用途の需要見通し 

 

①利用実績の検証 １ 利用状況（別紙：グラフ①～③を参照） 
・諸室の稼働率は、34.6％（Ｈ２９～Ｒ元年度平均）であり、コミュニティ
センター１３施設中１１位である。【平均値：45.4％】 

・Ｈ２５年度の資産の総合評価では、稼働率 38.3％（Ｈ２３年度実績）で
あり、コミュニティセンター１３施設中７位であった。【平均値：36.3％】 

・前回の総合評価時点より、稼働率が 3.7ポイント低くなっている。 
・諸室の稼働率について、直近５年の推移をみると、横ばいである。 



（Ｈ２７：39.4％、Ｈ２８：40.0％、Ｈ２９：33.8％、Ｈ３０：33.4％、 
Ｒ元：36.5％） 

・時間帯別の稼働率（Ｒ元年度）は、午前（9：00～13：00）は 43.6％、午
後（13：00～17：00）は 44.6％、夜間（17：00～21：00）は 21.3％とな
っており、午前・午後と夜間の稼働率の差が大きい。 

・諸室別の稼働率（Ｒ元年度）は、市民が利用する１４の諸室のうち、料理
実習室が 12.8％で一番低い。 

 
２ 運営コスト（別紙：グラフ④を参照） 
・運営コスト（Ｈ２９～Ｒ元年度平均）は、19,529 円／㎡である。コミュ
ニティセンター１３施設中８位である。【平均値：20,501円／㎡】 

 

②将来の人口動態など 
を踏まえた利用状況の 
変化 

・長期的には、人口の減少に伴い、施設利用の効率性が低下する可能性があ
る。 

・ただし、コミュニティセンターの利用者の大半が６０歳以上であること、
高齢化率が2055年に38.8％まで上昇する見通しであることなど、長期的な
動向については、複合的に検証する必要がある。 

 
③将来における効率性
の変化 

 

【まとめ】 

・諸室の稼働率は、34.6％（Ｈ２９～Ｒ元年度平均）であり、コミュニティセンター１３施設中１１位

である。【平均値：45.4％】 

・Ｈ２５年度の資産の総合評価では、稼働率 38.3％（Ｈ２３年度実績）であり、コミュニティセンター

１３施設中７位であった。【平均値：36.3％】 

・前回の総合評価時点より、稼働率が 3.7ポイント低くなっている。 

・諸室の稼働率について、直近５年の推移をみると、横ばいである。 

（Ｈ２７：39.4％、Ｈ２８：40.0％、Ｈ２９：33.8％、Ｈ３０：33.4％、Ｒ元：36.5％） 

・時間帯別の稼働率（Ｒ元年度）は、午前（9：00～13：00）は 43.6％、午後（13：00～17：00）は 44.6％、

夜間（17：00～21：00）は 21.3％となっており、午前・午後と夜間の稼働率の差が大きい。 

・諸室別の稼働率（Ｒ元年度）は、市民が利用する１４の諸室のうち、料理実習室が 12.8％で一番低い。 

・よって、夜間や調理実習室の稼働率が低い原因の分析及び地域の人口動向見通しと今後の利用見通し

について十分に検討を行うとともに、利用者のニーズ把握にも努め、適正な規模の見直しを行うこと

が望ましい。 

（３）公共施設再配置 

 

①検討すべき再配置 
パターン 

・周辺の公共施設としては、若葉区役所（約 100m）、若葉保健福祉センター
（約 250m）、若松公民館（約 1.5㎞）及び桜木公民館（約 2㎞）があり、
いずれも本施設と同様の残耐用年数またはそれ以上の残耐用年数となっ
ている。 

・一方で、若葉区役所、若葉保健福祉センターについては、執務室の狭隘化
が課題となっている。 

②留意すべき制約条件 ・都賀いきいきセンターとの複合施設。 
・平成２９年６月～平成３０年４月に大規模改修実施。 

【まとめ】 

・本施設は残耐用年数が１１年あり、建物性能について課題はなく、平成２９年６月～平成３０年４月

に大規模改修を実施している。 

・周辺の公共として、若葉区役所、若葉保健福祉センター、部屋貸しの機能が類似している若松公民館

や桜木公民館が近隣に位置しているが、いずれも本施設と同様の残耐用年数またはそれ以上の残耐用

年数となっている。 

・一方で、若葉区役所、若葉保健福祉センターについては、執務室の狭隘化が課題となっている。 

（４）資産の立地特性 

 

①重視すべきエリア・ 
資産の特性 

・市街化区域に位置しており、ＪＲ都賀駅・千葉都市モノレール都賀駅から
徒歩圏内（約６分）で、比較的交通の便も良い。 

・駅前には、大型商業施設や多くの飲食店が建ち並び、周辺には、住宅街が
広がっている。 

②公共としての活用ポ
テンシャル 

・周辺地域には、保育園等がすでに設置されており、公共としての新たな活
用の可能性は低い。 

③外部転用のポテンシ
ャル 

・用途地域は第一種低層住居地域と第一種住居地域にまたがっているため、
一括で活用する場合は住宅利用の可能性が高い。 



【まとめ】 

・公共施設が集積した地域に設置しており、公共交通機関のアクセスが良く、当該地域周辺に類似施設

はない。 

・よって、公共として別用途での活用可能性は低い。 

・外部転用の場合は、２つの用途地域にまたがっているため、一括で活用する場合は、住宅利用の可能

性が高い。 

２ まとめ 

評価結果 ・建物性能に課題なし。 

（昭和５８年建築、大規模改修（平成２９年６月～平成３０年４月）実施済み） 

・利用度（稼働率）に課題あり。（相対評価：２） 

Ｈ２３年度：コミュニティセンター１３施設中７位（38.3％）【平均値：36.3％】 

⇒ Ｈ２９～Ｒ元年度平均：コミュニティセンター１３施設中１１位（34.6％） 

【平均値：45.4％】 

（ 直近５年の利用状況 ） 

Ｈ２７：39.4％、Ｈ２８：40.0％、Ｈ２９：33.8％、Ｈ３０：33.4％、 

Ｒ元：36.5％ 

・時間帯別の稼働率（Ｒ元年度）は、午前（9：00～13：00）は 43.6％、 

午後（13：00～17：00）は 44.6％、夜間（17：00～21：00）は 21.3％となってお

り、午前・午後と夜間の稼働率の差が大きい。 

・諸室別の稼働率（Ｒ元年度）は、市民が利用する１４の諸室のうち、料理実習室が

12.8％で一番低い。 

・都賀いきいきセンターとの複合施設。 

・公共施設が集積した地域に設置しており、公共交通機関のアクセスが良く、当該地

域周辺に類似施設はない。 

・施設規模が大きく、周辺地域に同規模の敷地を確保することが困難である。 

 

・以上のことから、再配置は困難であるが、稼働率の低い諸室・時間帯について検討

する必要があるため、評価結果を「見直し」とする。 

・見直しにあたっては、特に以下の点について検討されたい。 

①稼働率の低い諸室や、時間帯についての分析 

②地域の人口動向見通しと今後の利用見通し 

③周辺公共施設の狭隘化を解消するための執務室としての活用 

見直し 

方向性 

⑨その他 
（稼働率の低い
諸室・時間帯利用
等の見直し及び
他用途への転用） 

参考【平面図・外観】 

【平面図：１階】 



【平面図：２階】 

 

【外観】 

 

別紙【グラフ・図】 

【グラフ①】 コミュニティセンター稼働率（Ｈ２９～Ｒ元年度平均） 

 

 

【グラフ②】 都賀コミュニティセンター 稼働率（時間帯別・年度別） 

 

女子トイレ 

 

男子トイレ 

利用度課題あり 
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午前（9:00～12:00） 午後（13:00～17:00）

夜間（17:30～21:00） 平均

※着色セルは、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ平均稼働率（40.5％）を下回っている

数値

時間帯 H29 H30 R1

午前（9:00～13:00） 43.6% 41.3% 43.6%

午後（13:00～17:00） 44.1% 43.7% 44.6%

夜間（17:00～21:00） 13.9% 15.2% 21.3%

平均 33.9% 33.4% 36.5%



【グラフ③】 都賀コミュニティセンター 稼働率（諸室別・年度別） 

 

【グラフ④】コミュニティセンター 運営コスト（円／㎡）（Ｈ２９～Ｒ元年度平均） 

 

 

0.0%
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80.0%

H29 H30 R1

創作室

講習室１

講習室２

講習室３

集会室

和室１

和室２

音楽室

料理実習室

サークル室

大広間

多目的室

会議室

ホール

H29 H30 R1

創作室 28.0% 27.5% 24.1%

講習室１ 34.9% 33.3% 36.2%

講習室２ 28.6% 31.9% 34.3%

講習室３ 22.5% 24.6% 29.6%

集会室 31.6% 31.3% 32.1%

和室１ 13.9% 12.7% 16.5%

和室２ 30.4% 32.2% 52.9%

音楽室 54.0% 43.4% 47.6%

料理実習室 9.8% 11.0% 12.8%

サークル室 43.6% 47.0% 49.8%

大広間 28.0% 26.6% 27.7%

多目的室 35.7% 50.0% 47.3%

会議室 46.9% 39.8% 45.5%

ホール 66.1% 56.3% 54.3%

※着色セルは、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ平均稼働率（40.5％）を 

下回っている数値 


