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大分類 　社会教育施設

中分類 　公民館

小分類 　公民館

評価指標

対ベンチマーク

①　建物性能 ②　利用度 ③　運営コスト

○ △ ○

１ コミュニティ系施設（公民館）   

（１）犢橋公民館 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 

イ データ評価結果 

    

 

  ・建物性能（残耐用年数３８年）課題なし。 

  ・運営コストに課題はなく、利用度に課題があった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

・犢橋公民館は、地域住民の教養の向上、健康の増進等を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、 

千葉市公民館設置管理条例に基づき、昭和２９年に設置された。 

・旧建物は、木造建築で老朽化が著しかったことから、同様に老朽化していた近隣の犢橋市民センターと複合化し、平成２９年 

１０月に改築された。※施設は旧犢橋公民館敷地に建設された。 

・本施設は、リース物件（立川ハウス工業株式会社からのリース）であり、賃貸借期限は平成３９（２０２７）年８月までと 

なっている。 

 

（イ） 施設概要 

・本施設は社会教育事業講座等の事業や、施設の貸出を行っている。 

  ・本施設は平成３０年４月から指定管理者制度を導入しており、公益財団法人千葉市教育振興財団が管理・運営している。 

   （指定管理期間：平成３０年４月１日～平成３５（２０２３）年３月３１日） 

  ・本施設は災害時の避難所として指定されている。 

  ・賃貸借契約期間終了後、当該建物の所有権は千葉市に移転する予定となっている。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設概要

所在地

施設構造

敷地面積  　　１，２４７㎡

 　　　　６７７㎡

（公民館　　  ５８２㎡）

（市民センター　９５㎡）

諸室構成

付帯設備

駐車場

エレベーター、多機能トイレ

２１台

　鉄骨造２階建て

　千葉市花見川区犢橋町１６２－１

施設規模
延床面積

講堂、講習会、和室、会議室、
授乳室、給湯室、事務室、等

１階 

■レイアウト 

２階 

講堂 

和室 
講習室 

事務室 会議室 

市民センター 

（単位：㎡）

講堂 105

講習室 49

和室 33

会議室（流し・コンロ台２台付） 43

事務室 45

清掃員控室 2

倉庫・備蓄倉庫 39

サークル用倉庫 19

玄関、廊下、階段、他 184

トイレ 40

多機能トイレ 6

給湯室 9

授乳室 8

公民館管理室
105㎡

共用部分
247㎡

公民館
582㎡

公民館貸出室
230㎡
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幕張 花園 犢橋
検見

川

花見

川

さつ

きが

丘

こて

はし

台

長作
朝日

ケ丘

幕張

本郷

光熱水費 3,365 2,041 1,042 1,611 1,270 1,144 1,214 1,514 1,576 2,067

維持管理費 3,311 2,996 4,014 2,785 3,057 2,814 2,726 2,726 2,911 3,300

合計 6,676 5,037 5,056 4,396 4,327 3,958 3,940 4,240 4,487 5,367

6,676 

5,037 5,056 
4,396 4,327 3,958 3,940 4,240 4,487 

5,367 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

（千円）

平成２９年度 公民館（花見川区）運営コスト

講堂 講習室 和室 会議室
午前 60.8 26.7 13.6 27.8
午後 44.3 42.0 1.7 28.4
夜間 31.3 11.9 0.0 1.1

平均 45.5 26.9 5.1 19.1

評価番号 評価結果 方向性 理由

３０－１ 継続利用 当面継続

・地域住民の教養の向上、健康の増進等を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とした施設。
・昭和４５年に建設されたが、木造建築で老朽化が著しかったため、平成２９年１０月に旧犢橋公民館敷地に改築され、近隣の犢橋市民センターと複合化された。
・本施設はリース物件であり、賃貸借期間は平成３９（２０２7）年８月までとなっている。
・データ評価では利用度に課題ありとなった。
　改築前からも施設稼働率がグループ平均を下回っていたことから、今後とも利用度の推移を確認する必要がある。
・建物の賃貸借契約で、公民館及び市民センターの用途指定があり、また転貸借も原則禁止していることから、賃貸借契約期間中の内部及び外部転用は難しい。
・以上のことから、賃貸借期間は現用途のまま継続して使用することとする。

45.5

26.9

5.1

19.1
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（％）

平成２９年度 犢橋公民館

部屋別稼働率
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含調理室 48 50 24 40 27 31 36 28 36 53

除調理室 53 57 24 48 31 43 41 36 45 64
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平成２９年度 公民館（花見川区）

稼働率（含調理室、除調理室）

（ウ） 利用度 

 ・花見川区内の公民館（１０施設）の平均稼働率と比較し、本施設の稼働率は平均を下回っている。 

 ・また、本施設の部屋別の稼働率では、講堂の稼働率が１番高く、和室の稼働率が一番低い。 

  そして、時間帯別では夜間の稼働率が低く、和室の稼働率に至っては０％となっている。  

・調理室は他の公民館でも稼働率が悪いものの、本施設は改築に伴い調理室を設置しなかったことや、 

市民センターと複合化するなど、資産の有効活用に向けた改善努力は認められる。 

・ただし、改築前と同様に他の公民館と比較し稼働率が低いことや、和室や夜間の稼働率に課題がある 

ことから引き続き稼働率の改善を図っていく必要がある。 

※平成２７年度稼働率：（含調理室） １９．６％、（除調理室）２４．３％ 

 

（エ） 運営コスト 

  ・主な支出は使用料・賃借料。 

使用料・賃借料は平成３０年度以降に年額２５，４８０千円を予定。 

・維持管理費（その他）は改築に伴う一時的な経費であり、来年度以降減少見込み。 

  ・複合施設にしたことにより、本施設と市民センターをそれぞれ単独で整備するよりも 

建設費を抑制したことに加え、駐車場やトイレ等の施設を供用でき、今後は光熱水費・ 

機械警備・清掃委託等、施設の維持管理経費が抑制できる。 

※参考：光熱水費実績 ［旧犢橋公民館］平成２７年１０～３月 ６２８千円 

             ［新犢橋公民館］平成２９年１０～３月 ５２１千円 

 ・花見川区内の公民館（１０施設）の経常的な運営コストの平均金額と概ね同水準。 

  運営コストに問題ないと思われる。 

   

エ 公共施設再配置 

 ・周辺施設は長沼原勤労市民プラザ、長沼コミュニティセンター、犢橋地域福祉交流館がある。 

 ・本施設は、平成２５年度の資産の総合評価結果「利用見直し（方向性：複合化）」に基づき、 

再配置を行い複合化を図ったもの。  

 

オ 資産の立地特性 

  ・ＪＲ稲毛駅から「こてはし団地行」バスに乗車し、「長沼」バス停下車 徒歩１０分。 

   県道長沼船橋線のほぼ沿線に所在する。 

  ・用途地域は第一種住居地域である。 

  ・幹線道路のほぼ沿線であるものの公共交通機関による利便性は低い立地であり、周辺にも畑地も多く、外部転用のポテンシャルは低い。 

  ・既に複合化されていることから、公共としての活用のポテンシャルは低い。 

  ・建物の賃貸借契約で、公民館及び市民センターの用途指定があり、また転貸借も原則禁止していることから、賃貸借契約期間中の内部及び外部転用は難しい。 

カ 総合評価結果 

■平成２９年度　支出内訳

金額(千円) 割合(％)
521 2%

3,833 16%
清掃委託 1,839 7%
警備委託 85 0%
機器点検委託 83 0%
その他　※１ 1,826 7%

4,910 20%
14,863 60%

536 2%

24,663 100%

※１：改築に伴う委託
・システム移設、備品移動他
※２：公民館建物の賃借料
・平成２９年度７か月分

その他

支出合計

光熱水費
維持管理費

人件費
使用料・賃借料 ※２

※犢橋公民館のみ調理室なし 

あ⇒平均４，７４８千円 

※運営コストのうち、光熱水費、維持管理費（経常的なもの）を抜粋 

講堂 講習室 和室 会議室
午前 60.8 26.7 13.6 27.8
午後 44.3 42.0 1.7 28.4
夜間 31.3 11.9 0.0 1.1

平均 45.5 26.9 5.1 19.1

含調理室 39.1%
除調理室 45.7%

参考：１０施設平均
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大分類 　公園・スポーツ・レクリエーション施設

中分類 　スポーツ施設

小分類 　運動場、スポーツ広場、複合スポーツ施設

２ スポーツ施設   

（１）高洲スポーツセンター 

ア 分類（資産カルテ） 

 

 

 

 

イ データ評価結果 

   

 ・建物性能（残耐用年数４５年）及び運営コストに課題はない。 

・利用度（本施設の場合はプール）に課題があった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

  ・本施設は旧高洲市民プールが再整備されたもの。 

  ・旧高洲市民プール・体育館は昭和４７年に建設されたもので、日本水泳連盟公認の５０ｍプールのほか２５ｍプールを備え、 

昭和４８年開催の若潮国体では水球の会場として使用された。 

  ・しかし、老朽化が著しいうえに、東日本大震災による液状化でプールサイドがほぼ全面にわたって陥没するなど大きな被害 

を受けた。 

その後、体育館は復旧したものの、プールは使用できないままになっていたことから、西側に隣接する海洋公民館こじま 

跡地を建設用地として平成２９年４月に再整備された。 

 

（イ） 施設概要 

  ・本施設は体育館・トレーニング室・屋外プールで構成される複合スポーツ施設。 

・本施設は指定管理者制度を利用しており、スポーツクラブＮＡＳ株式会社が管理・運営している。 

（指定管理期間：平成２８年４月１～平成３３（２０２１）年３月３１日） 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ○ △ ○

■施設内容 

■施設概要 

利用期間 利用時間 摘要

アリーナ

利用可能種目
　・バスケットボール　 １面
　・６人制バレーボール ２面
　・バドミントン     　６面
　・その他

・ミニバスケットボール　２面
・９人制バレーボール　  １面
・卓球　　　　        　８台

中学生以下の午後７時以降の利用は保護者
の付き添いが必要

トレーニング室 中学生以下は利用不可

２５ｍプール 幼児１名に対して保護者１名の付き添いが必要

子供プール 幼児２名に対して保護者１名の付き添いが必要

施設

夏期のみ営業 午前９時～午後６時

使用

有酸素系マシン　　       １６台
筋力トレーニング系マシン  １０台

９コース　・　水深　１．０ｍ～１．２ｍ

水深０．３ｍ～０．７ｍ
※徒歩プール部分を含む

通年 午前９時～午後９時体育館

屋外プール

高洲スポーツセンター

所在地 千葉市美浜区高洲４丁目２－２

規模
敷地面積　　７，６２４，６７　㎡
延床面積　　１，８５０．００　㎡程度

構造 鉄筋コンクリート造　平屋建

総事業費 １，７２２，０００千円

オープン 平成２９年４月

２５ｍプール（９コース）

子供用プール

８００㎡

バレーボール、バスケットボール　他

トレーニング室 １４０㎡程度

その他 会議室・談話室・こじま展示室・キッズルーム

駐車場 ４２台（無料）

屋外プール

体育館
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
１０

月

１１

月

１２

月
１月 ２月 ３月

体育館 4,808 4,358 4,214 5,148 4,512 4,362 5,270 4,845 4,144 4,133 4,566 5,174

トレーニング室 2,554 3,182 3,406 4,025 3,889 3,780 3,878 3,445 3,056 3,230 3,417 3,653

合計 7,362 7,540 7,620 9,173 8,401 8,142 9,148 8,290 7,200 7,363 7,983 8,827

0
2,000
4,000
6,000
8,000

（人）

平成３０年度 高洲スポーツセンター（プール除く） 月別利用人数一覧

H27年度 H28年度 H29年度

千葉公園水泳プール 23,932 24,540 19,724

高洲スポーツセンター 0 0 15,652

幸町公園水泳プール 7,588 6,432 0

みつわ台第２公園 8,782 8,377 5,973

有吉公園 13,179 10,962 9,847

古市場公園水泳

プール
7,466 6,369 5,058

合計 60,947 56,680 56,254

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（人）

プール 利用者数推移

※稲毛海浜公園プール、屋内プールを除く

合計
55,534
41,515

97,049

■平成２９年度　収支（指定管理者）
金額（千円） 割合
688,605 100%
505,710 73%
144,578 21%
38,317 6%
646,811 94%
617,423 90%

人件費 399,044 58%
事務費　他 218,379 32%

29,388 4%

41,794 6%

収入

収支

管理運営費

指定管理委託料
利用料金収入
自主事業収入

自主事業支出

支出

評価番号 評価結果 方向性 理由

３０－２ 継続利用 計画的保全

・体育館、トレーニング室、屋外プールで構成される複合スポーツ施設。本施設は旧高洲市民プールが再整備されたもの。
・データ評価では利用度（プール）に課題ありとなった。
・ただし、屋外プール（稲毛海浜公園プール除く）では、千葉公園水泳プールに次いで利用者が多いため、利用度に問題はない。
・以上のことから、本施設は計画的保全対象として、必要な保全を行い、長寿命化を図る。
・なお、プールについては人口減少及び少子高齢化の進展に伴い利用者が減少する可能性もあることから、近隣施設の幸町公園
　水泳プールの再稼働に係る検討状況や、再稼働した場合の利用状況を注視する必要がある。

（ウ） 利用度 

  ・本施設の月別利用者数（プール除く）を確認すると、体育館とトレーニング室は増加傾向。 

  ・オープン以来、指定管理者による利用者説明会を毎月実施していることや、指定管理者による自主事業 

（各種教室開催、物販等）が施設利用の付加価値となり、利用者確保に寄与していると考えられる。 

  ・また、プールについては平成２９年度に７月と８月の２ケ月間で１５千人超の利用者を確保し、屋外 

プール（稲毛海浜公園プールを除く）では、千葉公園水泳プールに次いで利用者が多いことから、利用 

度に問題はない。 

・ただし、近隣の屋外プールの動向を確認すると、Ｈ２９年度に幸町公園水泳プールが休止していること 

や、千葉公園水泳プール利用者が減少していることから、新規施設である本施設に利用者が流れてきて 

いる可能性もある。また、将来的には人口減少及び少子高齢化の進展に伴い利用者が減少する可能性も 

あることから、今後の利用者の動向や人口動態を注視していく必要がある。 

 

（エ） 運営コスト 

・本施設はスポーツクラブＮＡＳ株式会社を指定管理者として運営・管理している。 

同社には、各施設間の相互連携による市民サービスの向上と、一体的管理による効率的な管理運営を図るため、複数の施設を 

一括して委託している。（高洲スポーツセンターの他１６施設） 

・委託業務に加えて、自主事業も行っており、指定管理者は収支黒字を確保しており運営状況に問題はない。 

 なお、平成２９年度の収支が総収入額の１０％未満であったため、市への利益の還元はなかった。 

・また、利用者一人あたりの運営コストで比較した場合、平均は６７３円/人であるのに対し、本施設は６１７円/人と下回っている。 

・指定管理者により効率的な運営が図られていること等から、運営コストに課題はないと判断した。 

 

エ 公共施設再配置 

  ・類似施設としては、体育館では近隣のコミュニティセンター（中央、穴川、幕張等）が挙げられるが、コミュニティセンターは 

   メインの施設が体育館ではないことから再配置の対象とはしない。 

・また、プールでは同区内に稲毛海浜公園プール及び幸町公園水泳プールが設置されている。 

稲毛海浜公園プールは、造波プール、スライダーなどが整備されており、夏季のレジャーとして利用されていることから、再配置 

の対象としない。 

幸町公園水泳プールは耐震改修が実施され、運営再開される見通しとなっているが、利用者数は少ない状況である。今後、本施設との集約化等の検討も必要と思われる。 

  ・本施設は、指定緊急避難場所・指定避難所に指定されている。 

 ・建物性能や施設内容を考慮すると、直ちに再配置することは難しい。 

  ただし、プールについては、近隣施設の幸町公園水泳プールの再稼働に係る検討状況や、再稼働した場合の利用状況に注視する必要がある。 

 

オ 資産の立地特性 

  ・立地や交通アクセスは良好。（ＪＲ稲毛駅からバスで稲岸公園下車、徒歩２分。あるいは、ＪＲ稲毛海岸駅から徒歩８分。国道１４号線からも近く駐車場も完備。） 

 ・用途地域は第一種中高層住居専用地域。  ・公共としての活用、外部転用のポテンシャルは高い。 

 

カ 総合評価結果 

 

－ － 

－ 



総合評価の結果分析 
 

5 

 

３ 図書館 

（１）みずほハスの花図書館                                              ■図書館内部 

ア 分類（資産カルテ） 

 

 

 

イ データ評価結果 

 

    

    ・建物性能（残耐用年数２４年）のため課題なし。 

・利用度に課題なく、運営コストに課題ありとなった。 

 

ウ 現用途の需要見通し                                        

 （ア） 設立経緯 

・平成１７年度に策定された「千葉市第２次５か年計画」において瑞穂地区への地区図書館分館の整備が一度計画されたが、平成１９年度に計画全体の見直しを行った結果、図書館の設立は見直しとなった。 

・平成２５年度に策定された「千葉市読書環境整備計画」において瑞穂地域は既存の図書館サービスの提供範囲から外れており、分館を整備したと仮定した場合、新たに図書館サービスの提供範囲となる人口が他

の地域と比べ最も多いと判断され、図書館整備の必要性が再確認された。これにより平成２６年度、「千葉市新基本計画」に基づく「第２次実施計画」に瑞穂地区への図書館整備が計画された。  

・花見川図書館の分館として平成２９年３月に開設。 

   ■本施設設立前の状況（人口分布と図書館サービス提供範囲及び移動図書館の貸出冊数）        ■花見川区役所１階 配置図 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（イ） 施設概要 

・本施設は平成２９年３月から外部委託しており、株式会社ヴィアックスが管理・運営している。なお、千葉市の図書館では委託の運営形態をとっているはじめての施設である。 

・また、千葉市の図書館では唯一自動貸出機を導入した施設であり、花見川区役所１階空きスペースに設置された。（面積４９０．１０㎡） 

・駐車場は区役所及び隣接する保健福祉センターと共有のため、比較的広いスペースがあり、利用者の利便性が向上している。また、月曜日を休館日としていないため、開館日数が他の図書館より多い。                                                          

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 ○ ○ △

大分類 　社会教育施設

中分類 　図書館

小分類 　図書館、図書館分館
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（ウ） 利用度                                                      

  ・平成２９年度の来館者数は中央図書館、地区図書

館を含む小分類３年度平均と同等水準である。平成

２８年度の来館者数が少ないのは、３月の開館だっ

たことが影響。 

  ・平成２９年度の図書貸出冊数は分館クラスでは８つ

の分館中２番目に高い。（分館平均１３２千冊。みず

ほハスの花図書館１９９千冊） 

・貸出冊数、来館者数は共に高いことから、利用度に

問題はない。 

 

 

（エ） 運営コスト                                                               

・運営コストは右記のとおり。 

・データ評価ではコストに課題ありとなったが、平成２８年度のその他経費（新設によ

る蔵書等の資料や備品類の購入費等）が要因であり、一時的なものであることから実

質的な課題はないと考えられる。 

・年あたりの運営費は他の分館の平均より高いものの、月曜日の開館があり、平成２９

年度の開館日は他の図書館より４９日多い３３０日であったことから、平成２９年度

の開館日数あたり運営費を、分館平均と比較すると同等水準であるといえる。 

・区役所との複合施設であることから、今後予定される建物の修繕等は区役所と一体で

行うことができる。 

 

エ 公共施設再配置 

・図書館機能としては、２～３キロメートル周辺に幕張公民館、検見川公民館、朝日ヶ丘公民館の公民館図書室がある。公民館の再配置の際には、図書館機能の集約化等を含めた検討が必要である。 

・花見川区役所の空きスペースを活用しているので区役所の更新等のタイミングでの検討及び、今後利用度が低下した際等には見直しが必要となる。 

  

オ 資産の立地特性 

  ・ＪＲ新検見川駅及びＪＲ幕張駅からバス１０分。用途地域は第一種中高層住居専用地域。 

・本施設は区役所の複合施設であるが、区役所は人口の集積地や区民がアクセスしやすい場所を選定している。 

・以上のことから、公共としての活用、外部転用ともにポテンシャルは高い。 

 

カ 総合評価結果 

 

  

地区図書館 分館 

評価番号 評価結果 方向性 理由

・花見川区役所内に開設された花見川図書館の分館。
・データ評価では、運営コストに課題ありとなった。
・ただし、新設に伴う一時的な経費増加が要因であるため実質的な課題はない。
・本施設は区役所の空きスペースを有効活用したものであることに加え、分館と比較し利用度も高い。
・以上のことから、本施設は計画的保全対象として、必要な保全を行い、長寿命化を図る。

３０－３ 継続利用 計画的保全
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■ケーズハーバー 外観 

大分類 　公園・スポーツ・レクリエーション施設

中分類 　レクリエーション施設・保養施設

小分類 　宿泊・保養・観光施設

■事業用地及び港湾施設等 

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 ○ - -

■注２「みなとオアシス千葉みなと」配置図 

施設名 主な内容 面積（㎡）※

シーフードレストラン 870
カフェ 30
ダイビングショップ 40
その他テナント 240
待合コーナー等 630
通船事業者事務所 85

駐車場ほか 駐車場、駐輪場 5,600

■ケーズハーバー　概要

建物部分：鉄骨造２階建
建築面積：約１，３５１㎡
延床面積：約２，４４３㎡

※面積はおおよその面積を記載

集客施設

ターミナル等

■注１：ケーズハーバー協定スキーム　イメージ図

（定期借地：民間事業者）

民間商業施設

ターミナル機能

＜建物所有＞

民間事業者

＜土地所有＞

市

６，９６６㎡

待合コーナー
待合テラス
多目的スペース　他
待合コーナー
待合テラス　　　他

２階

市が賃貸により使用

１階

４ 公園・レクリエーション施設（屋外集客系施設）   

（１）旅客船ターミナル等複合施設（ケーズハーバー） 

ア 分類（資産カルテ） 

  

 

 

イ データ評価結果 

   

 

  ・建物性能（残耐用年数３４年）は課題なし。 

  ・類似施設がないことから、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

・本施設※は、千葉港にある民間集客施設「ケーズハーバー」内の旅客船ターミナル等である。 

・本市では、港湾整備が進む千葉中央港地区において、港の賑わい創出を図るため、千葉港を活用し、民間集客施設 

に旅客船ターミナル機能を兼ね備えた施設を整備・運営する事業者を平成２５年度に募集した。 

・募集の結果、株式会社ケーズネットワークが事業者に決定した。 

・平成２７年１月には「千葉市中央港地区市有地活用事業（旅客船ターミナル等複合施設整備事業）基本協定」を 

事業者と締結し、設計・工事が開始された。 

・そして、平成２８年４月に旅客船ターミナル等複合施設「ケーズハーバー」がオープンした。  

 

※協定の主な内容 

・協定の期間は平成４７（２０３５）年１月１８日までとなっている。  

・協定の主なスキーム（注１）は以下のとおり。 

    ① 市有地に民間施設を建設 （定期借地／施設は民間所有） 

    ② 民間施設の一部に、ターミナル機能（待合、券売所など（＝本施設））を確保 

    ③ 市は、ターミナル部分の使用料を支払い、公共利用に供する 

   

（イ） 施設概要 

  ・本施設は、ケーズハーバーにおいて、市が施設の一部を借り受けて運営している「旅客船の待合スペース」であり、 

旅客船利用者以外も自由に利用できる。 

  ・なお、平成３０年に本施設があるケーズハーバーを含めた９施設が、全国で１０７番目のみなとオアシス「みなと 

オアシス千葉みなと※」として登録された。 

    

※みなとオアシス（注２） 

・地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、 

平成１５年に国土交通省が設立した制度。 

・千葉県内では千葉みなとの他に「木更津港」や「館山港」が登録されている。 

   

千葉みなと浮桟橋 

千葉みなと浮桟橋 
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（便）

（人）

施設利用者数・旅客船発着数

旅客船発着数

利用者数※

（ウ） 利用度 

  ・本施設の利用者数は、旅客船発着数や旅客船乗船者数、ケーズハーバー利用者数に影響される。 

  ・旅客船は毎日運航している定期便や、チャータークルーズ、伊豆大島臨時船等の不定期船があり、平成２８年度から平成２９年度に 

かけて旅客船発着数は増加している。 

  ・また、平成３０年８月に２基目の小型浮桟橋が完成。 

今後は旅客船発着数が増加していく可能性もある。 

  ・ケーズハーバーは、レストラン等の複数のテナントが出店していることや、平成３０年度に「みなとオアシス」に登録されたことによる 

認知度向上等により、今後も利用者数が確保される可能性は高い。 

  

（エ） 運営コスト 

 ・本施設における主な本市の収入は、民間事業者との事業用地の賃貸借契約に基づく賃料収入。 

  また、主な支出は本施設内ターミナル機能部分に対する民間事業者への使用料となっている。 

 ・支出の多くは固定費であることから、今後収支に大幅な変動は見込まれない。 

 

エ 公共施設再配置 

 ・本市における類似施設はない。 

 ・本施設があるケーズハーバーの事業期間は平成４７（２０３５）年１月１８日までとなっている。 

 ・また、「みなとオアシス千葉みなと」に登録された他の施設との関係も密接であり、他に類似施設がないため、直ちに再

配置することは難しい。 

 

  

オ 資産の立地特性 

  ・立地や交通アクセスは良好。 

（ＪＲ千葉駅からバスで１１分、京葉線・千葉都市モノレール千葉みなと駅から徒歩７分）  

  ・事業用地の用途地域は商業地域。 

  ・開発等については、海岸保全区域であることに加え、千葉中央港地区地区計画により制限されている。 

  ・既に民間事業者により管理・運営されていることから、公共としての活用、外部転用のポテンシャルは限定的。 

   ただし、事業者は定期借地権設定契約終了日までに現状（更地）に復して、本市に返還することとされていることから、 

契約終了後の外部転用のポテンシャルは高い。 

 

 

カ 総合評価結果 

 

 

H28年度 H29年度 増加割合
旅客船発着数 928 1,118 ＋20%
利用者数※ 144,509 165,581 ＋15%
※旅客船乗船者数＋ケーズハーバー利用者数

■本市の収入・支出
　　（本施設に加え、桟橋管理に係る収支も含む） （金額：千円）

前年度対比

金額 割合 金額 割合 金額

24,061 100% 23,975 100% -86

土地賃料　※１ 23,786 99% 23,786 99% 0

桟橋使用料　※２ 264 1% 189 1% -75

その他 11 0% 0 0% -11

24,061 100% 23,975 100% -86

光熱水費 2,237 9% 2,121 9% -116

指定管理料等　※３ 3,492 15% 3,492 15% 0

維持管理費 1,048 4% 1,147 5% 99

使用料　　※４ 28,926 120% 28,987 121% 61

市　負担分※５ -11,642 -48% -11,772 -49% -130

※１　土地賃料

※２　桟橋使用料

　

※４　使用料

※５　市　負担分

・本施設に加え、桟橋管理に係る本市の持ち出し分

・浮桟橋は県が所有しているものの、市が運営管理している。

・桟橋使用料として、定期便等を運航している事業者から受領
　しているもの

・株式会社ケーズネットワークからのケーズハーバー事業用地
  に係る賃料収入

※３　指定管理料等

・桟橋の運営管理に係る管理委託料として、事業者へ市が支払
　っているもの

・本施設に係る株式会社ケーズネットワークへの賃料支払い

H28年度 H29年度

収入

支出

評価番号 評価結果 方向性 理由

３０－４ 継続利用 当面継続

・千葉港にある民間集客施設「ケーズハーバー」内の旅客船ターミナル等の施設。
・不特定多数の旅客が利用する旅客船ターミナルの整備は、公共機関が行うべきところ
　であるが、効率的な行政運営を行うため、民間企業が施設整備を行っている。
・事業期間は平成４７（２０３５）年１月までとなっている。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・以上のことから、事業期間の間は現用途のまま継続して使用することとする。
・なお、平成３０年に本施設があるケーズハーバーを含めた９施設が「みなとオアシス
　千葉みなと」として国土交通省に登録されたため、登録された他の施設と関係を密接
　にしながら、地域活性化に寄与していくことが求められている。
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大分類 　公園・スポーツ・レクリエーション施設

中分類 　レクリエーション施設・保養施設

小分類 　宿泊・保養・観光施設

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 △ － －

フォレストロッジ フォレストキャンプ フォレストフットサルフィールド・
常設テントサイト

事業内容
・宿泊施設／売店
・ラン&バイクステーション
・カフェ／レストラン

・オートキャンプ
・フリーサイト
・ＢＢＱ

・フットサルコート
 （平成２９年新設）
・常設テントサイト

定員 ８５名
キャンプ　２６８人
ＢＢＱ　１５０人

サイズ　４０ｍ×８０ｍ
フットサルコート　２，０００㎡

部屋／
サイト

１３部屋
オート　：　３６サイト
フリー　：　１５サイト

ロータスベルテント：６サイト
芝生サイト　　　　：１５サイト

営業日

営業時間

施設
浴場、シャワー、ランドリー、
製氷機、トイレ、
ラウンジ、多目的室

ＢＢＱ場、キャンプファイアー、
炊事場、トイレ

多目的にフットサル、運動、
イベント、野外活動などを
行えるエリア

宿泊フロント　７：００－２３：００、ラン&バイク受付　９：００－１９：００（最終１８：００）
カフェ&レストラン　７：００－１９：００（最終１８：００）、
キャンプファイアー　１７：００－２０：００（１日限定１～２組）

定休日なし（閑散期の予約がない日は施設メンテナンス日としてクローズ）

■フォレストロッジ（旧昭和の森ユースホステル跡施設）概要・レイアウト図

構造 鉄筋コンクリート造２階建て
建築時期 昭和５８年３月

１，４６４．９１㎡、
　１階　８１６．７６㎡
　２階　６４８．１５㎡

建築面積 ９４９．８２㎡

延床面積

５ 公園・レクリエーション施設（宿泊系施設）   

（１）昭和の森フォレストビレッジ 

ア 分類（資産カルテ） 

 

 

 

 

イ データ評価結果 

    

 

   ・建物性能（残耐用年数３年）は課題あり。     

・類似施設がないことから、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア) 設立経緯 

・本施設は、合宿施設、キャンプ場、多目的広場で構成された昭和の森公園の複合施設。 

・旧千葉市ユースホステルの施設をリニューアルオープンしたもの。 

・旧千葉市ユースホステルは、千葉市ユース・ホステル設置管理条例に基づき、昭和５８年７月に開館。 

ただし、利用者数の低迷や施設の老朽化等により平成２６年３月に閉館。 

・本市は閉館後に残された建物を周辺施設と合わせてレクリエーションの場として再活用することを決め、 

運営事業者を募集し、株式会社Ｒ.ｐｒｏｊｅｃｔを運営事業者とした。 

・そして、運営事業者がキャンプ場の改修やウッドデッキの設置等の建物のリノベーション工事を進め、 

平成２６年４月から昭和の森フォレストビレッジとして営業している。 

 

（イ） 施設概要 ・本施設の業務内容は以下のとおり。 
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H26

年度
H27

年度
H28

年度
H29

年度

合計 14,518 21,122 23,365 24,915

キャンプ 4,285 11,122 13,276 15,461

ＢＢＱ 10,188 9,939 10,064 9,454

ペットふれあいエリア 45 61 25 0

14,518 

21,122 23,365 24,915 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000

（人）

フォレストキャンプ 利用者数

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 19,469 31,357 32,463 37,723

フォレストロッジ 4,951 10,235 9,098 11,047

フォレストキャンプ 14,518 21,122 23,365 24,915

フォレストフットサル 1,761

19,469 

31,357 32,463 
37,723 

0

10000

20000

30000

40000

（人）

フォレストビレッジ全体 利用者数

■収支推移 （単位：千円）

割合 割合 割合 割合

59,095 100% 60,655 100% 96,472 100% 72,074 100%

利用料金 59,095 100% 60,655 100% 96,472 100% 72,074 100%

48,141 81% 38,184 63% 63,402 66% 49,909 69%

修繕費 0 0% 3,887 6% 4,358 5% 2,748 4%

光熱水費 5,469 9% 4,441 7% 5,448 6% 5,119 7%

維持管理費 3,220 5% 3,455 6% 28,497 30% 11,724 16%

事務費 4,450 8% 0 0% 0 0% 1,483 2%

人件費　他 35,002 59% 26,401 44% 25,099 26% 28,834 40%

10,954 19% 22,471 37% 33,070 34% 22,165 31%

H29年度 3カ年平均

収入

支出

収支

H27年度 H28年度

H26年

度

H27年

度

H28年

度

H29年

度

合計 4,951 10,235 9,098 11,047

宿泊者 2,548 4,862 5,200 7,299

多目的室 1,384 1,956 2,254 3,513

日帰りシャワー 1,019 3,417 1,644 235

4,951 

10,235 9,098 
11,047 

0

4,000

8,000

12,000

（人）

フォレストロッジ 利用者数

評価番号 評価結果 方向性 理由

３０－５ 継続利用 当面継続

・合宿施設、キャンプ場、多目的広場で構成された昭和の森内の施設。
・旧千葉市ユースホステルの施設をリニューアルオープンしたもの。
・データ評価では建物性能（残耐用年数３年）に課題ありとなった。
・ただし、運営管理は民間事業者が行っており、事業区域内全ての施設の設備更新等の修繕等は民間事業者
　が負担するため市の支出増加は見込まれない。
・契約期間は平成３６（２０２4）年度（供用開始から１０年、１回を限度に更新可能）までである。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・以上のことから、契約期間の間は現用途のまま継続して使用することとする。

 （ウ） 利用度 

  ・フォレストロッジの利用者は宿泊者が増加傾向。 

・フォレストキャンプはキャンプ利用者が増加傾向。なお、ペットふれあいエリアは平成２８年９月から休止している。  

  ・平成２９年度には、多目的広場としていたスペースにフットサルコートを整備し、利用者のさらなる増加を図っている。   

  

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                

（エ） 運営コスト  

・本施設の運営管理は株式会社Ｒ.ｐｒｏｊｅｃｔが行っている。 

・市の支出はない。 

市の収入は民間事業者への公園施設管理許可や公園施設設置許可に伴う公園使用料である。 

※公園使用料：Ｈ２７ ２，６４９千円、Ｈ２８ ２，７０５千円、Ｈ２９ ３，１５３千円 

・運営事業者の収支は右記のとおり。 

毎期安定して収益確保しており運営状況に問題はない。維持管理費に公園使用料が含まれているが、平成２９年 

度に維持管理費が大幅に増加した要因は、フットサルコート整備によるものであり、一時的な増加であり問題ない。 

・本施設は建物性能に課題があるものの、運営事業者は利益に応じた市への支払いがない代わりに、事業区域内 

すべての施設に対する、改修・修繕を負担することから、市の支出増加は見込まれない。 

エ 公共施設再配置 

 ・宿泊施設としての類似施設は、少年自然の家や高原千葉村青少年自然の家が挙げられる。 

ただし、市外や県外（群馬県）に設置されていることや、青少年自然の家については施設のあり方が検討されているため再配置の対象としない。 

・本施設は既に再配置により、「昭和の森ユースホステル跡施設及びキャンプ場運営事業基本協定書」に基づき、民間企業が管理運営している。 

契約期間は平成３６（２０２４）年度（供用開始から１０年、１回を限度に更新可能）であり、契約期間内での再配置は難しい。 

オ 資産の立地特性 

・県外からのアクセスも含め、車による交通アクセスは良好。（千葉東金有料道路「土気中野 IC」より１５分、千葉外房有料道路「板倉 IC」より５分、圏央道「茂原北 IC」より６分）    

ただし、車以外でのアクセスは良くない。（ＪＲ外房線土気駅から徒歩３０分、あるいはＪＲ外房線土気駅からバスで５分乗車後に徒歩１０分） 

・市街化調整区域であることに加え、都市公園内の施設であり、転用にあたっては、都市公園法等の制約を受けることから、現用途以外での活用の可能性は低い。 

 ・公共としての活用、外部転用ともにポテンシャルは低い。 

 

カ 総合評価結果 

※フットサルコート利用者数は「合宿利用人数（ロッジ利用者除く）を使用         
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大分類 　児童福祉・子育て支援施設

中分類 　幼児・児童施設

小分類 　子育て支援館、子育てリラックス館

区 名称 開設 開設曜日 所在地
① 千葉寺 H15.10 中央区千葉寺887-7（フィールドハウス千葉寺参番館1階）

② 蘇我 H20. 4 中央区今井1-14-38（蘇我いきいきセンター2階）
③ 幕張本郷 H16.10 花見川区幕張本郷2-8-23（アミティ望月101号室）
④ 花見川 H17.12 花見川区花見川3-28-101（花見川団地商店街内）
⑤ てんだい H15.10 稲毛区天台1-7-10（小ばと子育て支援センター2階）

⑥ そんのう H28. 3 稲毛区園生町451-15（プラザ園生1階）
⑦ 千城台 H16. 3 若葉区千城台北1-29-9（プラスパビル1階Ａ室）
⑧ 都賀駅前 H25.12 若葉区西都賀3-2-8（Ｍ・Ｇ・Ｏビル1階）
⑨ かまとり H22. 4 緑区おゆみ野3-38-4（アーバンヒルズ103・104）
⑩ おゆみ野中央 H19.10 緑区おゆみ野中央8-2（おゆみ野ふれあい館1階）
⑪ 高洲 H15.10 美浜区高洲3-12-1（旧高洲保健センター2階）
⑫ 幸町 H18.10 美浜区幸町2-12-1（美浜しょうじゅレジデンス1階）

⑬ H24. 4 金 稲毛区園生町1107-7生活クラブいなげビレッジ虹と風

月～土

園王出張ひろば

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

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 △ ○ ○

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 △ ○ ○

男子便所

女子便所

給湯室 ひろば

子ども

ルーム

子ども

ルーム

蘇我・子育て

リラックス館
（使用面積：122.36㎡）

ロビー 倉
庫

事
務
室

サークル室

風
除
室

身障者

トイレ

男性

トイレ

女性

トイレ

授乳室

給湯室

おゆみ野中央・

子育てリラックス館
（使用面積：98.99㎡）

（高齢者活動支援施設）

６ 福祉系施設（子育てリラックス館）   

（１）子育てリラックス館（おゆみ野中央、蘇我）                           ■子育てリラックス館 配置・概要 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 

イ データ評価結果 

（ア）子育てリラックス館（おゆみ野中央） 

 

   

 （イ）子育てリラックス館（蘇我） 

  

  

  ・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。 

  ※１３施設（子育てリラックス館１２施設、出張ひろば１施設）で相対評価を実施した。 

   ただし、資産の総合評価対象は、本市所有物件に配置されている３施設（おゆみ野中央、蘇我、高洲） 

   とし、高洲・子育てリラックス館についてはデータ評価で課題なしとなった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

  ・平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、全国すべての地方公共団体及び事業主 

に対して、次世代育成支援のための行動計画の策定が義務付けられた。 

  ・これを踏まえ、本市では、子育て支援を総合的・効果的に推進するための新たな計画として平成１７ 

年４月に千葉市次世代育成支援行動計画「夢はぐくむちば子どもプラン」を策定した。 

  ・この計画により、従来は各区一カ所であった子育てリラックス館を、各区２カ所に増設することが 

決定し、区内のバランスや乳幼児の多い地区を考慮し配置された。                     

   

 （イ） 施設概要 

  ・子育てリラックス館の事業内容は以下の通り 

① 子育て親子の交流、集いの場、居場所の提供  ④ 子育て及び子育て支援に関する講習の実施 

② 子育てに関する相談、援助の実施       ⑤ 地域支援の取組の実施 

③ 地域の子育て関連情報の提供 

  ・小学就学前までの子どもとその保護者を対象としており、利用料金は無料となっている。 

  ・施設の管理・運営は外部委託している。運営事業者は、原則として５年間で見直し、再公募している。 

  ・おゆみ野中央・子育てリラックス館は、特定非営利活動法人緑区子どもサポートセンターが運営事業者で 

ある。 

おゆみ野ふれあい館内に設置されており、同じ建物内には高齢者活動支援施設や地域活動支援施設が設置 

されている。 

・蘇我・子育てリラックス館は、生活協同組合コープみらいが運営事業者である。 

   蘇我いきいきセンター内に設置されており、同じ建物内には老人クラブや子どもルームが設置されている。 

■蘇我・子育てリラックス館 配置図 

（蘇我いきいきセンター ２階） 

■おゆみ野中央・子育てリラックス館 配置図 

 （おゆみ野ふれあい館 １階）） 
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※園生出張ひろば除いた１２施設

（ウ） 利用度 

 ・子育てリラックス館１３施設の平成２９年度の１日あたり平均来館組数は１５．３組／日。 

 ・おゆみ野中央・子育てリラックス館は１９組／日、蘇我・子育てリラックス館は２５組／日。 

平均来館組数を上回っており利用度に課題はない。  

 

（エ） 運営コスト 

 ・１２施設の面積あたり運営コスト（３カ年平均運営コスト／延床面積）の平均は１８９千円／㎡。 

 ・おゆみ野中央・子育てリラックス館は１４１千円／㎡、蘇我・子育てリラックス館は８３千円／㎡。 

平均を下回っており運営コストに課題はない。 

 

エ 公共施設再配置 

 ・類似施設は、子育て支援館や地域子育て支援センター（市内７カ所）が挙げられるが、子育て支援館はファミリー・サポート・ 

センター※を配置しており、地域子育て支援センターは保育所の中に設置されている点等が子育てリラックス館と異なっている。 

※子育ての手伝いをしたい人（提供会員）と、子育ての手助けをして欲しい人（依頼会員）が登録し、地域において会員同士で 

子育てを支援する相互援助活動を行うもの 

  ・おゆみ野中央・子育てリラックス館や蘇我・子育てリラックス館は利用度や運営コストには課題がないものの、建物性能に課題がある。 

   （おゆみ野ふれあい館 残耐用年数１４年、蘇我いきいきセンター 残耐用年数９年）             

  ・建物の法定耐用年数が経過するまでに、代替地や施設規模を検討していく必要がある。 

 

オ 資産の立地特性 

  ・おゆみ野中央・子育てリラックス館や蘇我・子育てリラックス館がある複合施設は、 

公共交通機関のアクセスが良く、立地や用途地域からも、公共・外部転用のポテン 

シャルは高い。 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

カ 総合評価結果 

 

 

 

 

 

１３施設平均 

１５．３組/日 

１２施設平均 

１８９千円/㎡ 

■参考 ： 本施設が配置されている複合施設に係る情報 

H25年度
総合評価結果

用途地域 アクセス

①
おゆみ野ふれあい館
（おゆみ野中央・子育てリ
ラックス館）

第一種
中高層住居
専用地域

・公共交通機関のアクセスや接道は良い。
・市街地にあり、接道もよく、車での利用も良い。

②
蘇我いきいきセンター
（蘇我・子育てリラックス
館）

第一種
住居地域

・ＪＲ蘇我駅から徒歩６分
・ＪＲ蘇我駅前の好立地であり、複数のバス路線もある。
・新基本計画における都市機能集積ゾーンであり、蘇我
  副都心に位置付けられている。

継続利用
（当面継続）

施設名

評価番号 評価結果 方向性 理由

３０－６

３０－７

継続利用 当面継続

・子育てリラックス館は子育て親子の交流等を目的とし、各区２カ所に設置されている施設。
・２施設（おゆみ野中央、蘇我）ともに複合施設に設置されている。
　（おゆみ野中央：おゆみ野ふれあい館、蘇我：蘇我いきいきセンター）
・データ評価では建物性能（残耐用年数：おゆみ野中央　１４年、蘇我　９年）に課題ありとなった。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・以上のことから、当面は現用途のまま継続して使用するが、法定耐用年数が経過するまでに、代替地や施設規模を検討していく
　必要がある。
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所在地 千葉市花見川区犢橋町１６２－１
施設規模 敷地面積　約１,２４７㎡

延床面積　６７７㎡
　市民センター　１階　９５㎡
　公民館　　１・２階　５８２㎡

施設構造 鉄骨造２階建て
諸室構成 講堂、講習室、和室、会議室、授乳室、給湯室、事務室、備蓄倉庫　等
付帯設備 エレベーター、多機能トイレ
駐車場等 ２１台（身障者用２台含む）、駐輪場

■施設概要

７ 行政施設（市民センター） 

（１）犢橋市民センター 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

イ データ評価結果 

   

 

     

  ・建物性能（残耐用年数３８年）及び利用度に課題はなく、運営コストで課題があった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

 （ア） 設立経緯 

  ・本施設は、移転により平成２９年１０月より業務を開始した。（移転に伴う業務休止期間はなし。） 

  ・老朽化が著しい犢橋公民館の改築にあたり、本施設を複合化したためである。 

    

・建物等については、立川ハウス工業株式会社からのリースであり、平成３９（２０２７）年８月３１日 

までの賃貸借契約となっている。 

 

 （イ） 施設概要 

・業務の主な内容は、市民の方々の暮らしに身近な転入や出生による戸籍・住民登録に関する事務や証明書の交付、国民健康保険等 

に係る事務など、区役所の市民総合窓口課と概ね同じである。 

 ・区役所は、庁舎位置の選定にあたり、交通の利便性などに配慮し整備されている。一方、市民センターは区役所から一定の距離があ 

るなどの地域特性や団地等による人口集積などの特性を踏まえて配置されている。 

  ・犢橋公民館との複合施設であり、本施設は１階の一部を使用している。なお、駐車場、トイレ等は共用となる。 

・従前本施設は、業務に要する面積が１２０．６㎡（事務室面積７８．７５㎡、待合ホール４１．８５㎡）であったが、複合化により 

９５㎡となった。 

  ・犢橋公民館は災害時の避難所として指定されている。 

  ・賃貸借契約期間終了後、当該建物の所有権は千葉市に移転する予定となっている。  

  

 

 

 

 

 

 

 

大分類 行政施設

中分類 庁舎等

小分類 庁舎、区役所、市民センター、区役所連絡所

昭和２９年 犢橋村合併

　旧犢橋村役場を犢橋支所として使用開始

昭和４４年 犢橋地区市民センター に名称変更

昭和４５年 ※犢橋公民館 建築

昭和５４年１月 移転

平成４年 犢橋市民センターに名称変更

平成２９年１０月 移転《犢橋公民館に複合化》 ※犢橋公民館 改築

■移転先状況 

 

■外観 

 

 

　　■平面図（１階）

 

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 ○ ○ △
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 （エ） 利用度 

  ・施設移転後の平成２９年度は、面積当たり事務処理件数はグループ平均とほぼ同水準である。 

・市民センターの床面積平均は約１７３㎡であるが、既存の公民館と市民センターの複合施設（松ヶ丘、生浜、幕張本郷、誉田市民セン 

ター）で、複合化に伴い業務用面積をおおよそ１００㎡として機能が確保できている実績があり、本施設についても課題はない。 

 

（オ） 運営コスト 

  ・データ評価で運営コストが課題ありとなったが、延床面積が小さく、かつ複合施設である市民センターは運営コストが高くなる傾向が 

あるため、本施設も同様に考えられ、実質的な課題は少ないといえる。 

・本施設と公民館をそれぞれ単独で整備するよりも建設費を抑制したことに加え、駐車場やトイレ等の施設を供用でき、今後は光熱水費・ 

 機械警備・清掃委託等、施設の維持管理経費が抑制できる。※１ 

  ※１．参考：光熱水費実績 Ｈ２７.１０～３月 ５４３千円（市民センター単独） 

 Ｈ２９．１０～３月 ５２１千円（移転後：公民館との複合化後※２） 

    ※２．建物（公民館との複合化後）の賃借料及び光熱費は、全て公民館を所管する教育委員会が支出している。 

 

エ 公共施設再配置 

 ・周辺公共施設は長沼勤労市民プラザ、長沼コミュニティセンター、犢橋地域福祉交流館がある。 

・市民センターは、区役所や連絡所から一定の距離があり、人口集積等の特性を踏まえ配置されている。 

・今後、周辺の連絡所について、証明書のコンビニ交付サービスの利用状況やコンビニエンスストアの配置状況などを踏まえて、市民サービスへの 

影響も十分に留意しながら、あり方を検討していく、とされていることから、今後の利用動向等を注視していく必要がある。 

・本施設は、犢橋公民館が、平成２５年度の資産の総合評価結果「利用見直し（方向性：複合化）」に基づき、複合化を図ったもの。 

  

オ 資産の立地特性 

・ＪＲ稲毛駅から「こてはし団地行」バスに乗車し、「長沼」バス停下車 徒歩１０分。県道長沼船橋線のほぼ沿線に所在する。 

・用途地域は第一種住居地域である。 

・幹線道路のほぼ沿線であるものの公共交通機関による利便性は低い立地であり、周辺には畑地も多く、外部活用のポテンシャルは低い。 

・既に複合化されていることから、公共としての活用のポテンシャルは低い。 

・建物の賃貸借契約で、市民センター及び公民館の用途指定があり、また転貸借も原則禁止していることから、賃貸借契約期間中の内部及び 

外部転用は難しい。 

 

カ 総合評価結果 

評価番号 評価結果 方向性 理由 

３０－８ 継続利用 当面継続 

・戸籍・住民登録に関する事務や証明書の交付等を行う施設。 

・本施設は、老朽化した犢橋公民館の改築にあたり、複合化された。 

・リース物件であり、賃貸借契約期間は平成３９（２０２７）年８月までとなっている。 

・データ評価では、運営コストに課題ありとなった。 

・ただし、延べ床面積が市民センター平均より小さいことで、面積当たりの運営コストが高く算出されたもので、実質的な課題はない。 

・複合化したことにより、今後は維持管理経費が抑制できる。 

・建物の賃貸借契約では、市民センター及び公民館の用途指定があり、また転貸借も原則禁止していることから、賃貸借契約期間中の転用は難しい。 

 ・以上のことから、賃貸借契約期間中は現用途のまま継続して使用することとする。 

 

 

Ｈ２７年

度

Ｈ２８年

度

Ｈ２９年

度

面積当たり事務

処理件数
170.2 277.8 378.1

グループ平均 396.2 320.2 395.1

0.0

200.0

400.0

600.0（件）

直近３か年度 面積当たり事務処理件数推移

複合施設 

平均値 

（円） 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

直近３か年度（H27～29）

延べ床面積㎡あたり運営コスト

※平成２９年９月までは、移転前施設での事務処理件数 



総合評価の結果分析 
 

1 

 

■注１：「福祉から就労」支援事業に関する協定　抜粋

① ②
一体的に

実施する事業
ふるさとハローワーク事業 生活保護受給者等就労自立促進事業

事業内容
職業相談、職業紹介等と生活・就労相談
等の一体的実施

生活保護受給者、児童扶養手当受給者、
住宅支援給付受給者及び住居・生活困窮
者等に対する就労支援の一体的実施

施設
ふるさとハローワーク(いなげ、みどり)
※平成２６年１１月改訂により、みどり
　が追加され２施設に変更

自立・就労サポートセンター
（中央、花見川、稲毛、若葉）

大分類 　その他

中分類 　その他

小分類 　ふるさとハローワーク、自立・就労サポートセンター

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 ○ － －

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 ○ － －

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
③

利用度
運営コスト

　利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった

（中央）
（花見川）

（若葉）

　※中央保健福祉センター　　残耐用年数２８年

（稲毛） 　※稲毛区役所　　　　　　　残耐用年数２４年
①

　※花見川保健福祉センター　残耐用年数３０年

　※若葉保健福祉センター　　残耐用年数２５年

建物性能

■注２：平成３０年度千葉市雇用対策協定事業計画　抜粋

①自立・就労サポートセンター（中央）
　きぼーる１１階　中央保健福祉センター内(使用面積：３０．０㎡)
  ※きぼーる内工事のため、平成３１年５月頃までは１３階

②自立・就労サポートセンター（花見川）
  花見川保健福祉センター１階            (使用面積：３０．６㎡)

③自立・就労サポートセンター（稲毛）
　稲毛区役所２階（ふるさとハローワークいなげ併設）
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　(使用面積：１２．０㎡)

④自立・就労サポートセンター（若葉）
　若葉保健福祉センター１階 　　　　　　 (使用面積：２０．４㎡)

（市と労働局・ハローワークが連携して一体的に実施）
・生活保護受給者等に対する就労・生活相談
・個々の支援段階に応じた求人情報及び職業訓練情報の提供
・チーム支援対象者の選定と支援プランの策定や支援対象者の
　問題解決のため、各関係機関の参集によるケース会議の開催
・自立・就労サポートセンターの円滑な運営のための運営
　協議会を共同で開催

事業内容

市と労働局・ハローワークの一体的な事業実施

１ 就労・生活相談と職業紹介等就労支援の一体的な実施

千葉市ふるさとハローワーク事業の実施

２ 生活困窮者等に対する一体的支援の実施

（１） 自立・就労サポートセンター事業の実施

設置場所

３ 誘致・立地企業及び雇用吸収力の高い業種の人材確保に向けた支援

（２） 児童扶養手当受給者に対する支援の実施

（３） 生活困窮者等自立相談支援の実施

８ 産業・農業系施設（自立・就労サポートセンター）   

（１）自立・就労サポートセンター（中央、花見川、稲毛、若葉）  

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 

イ データ評価結果 

 （ア）自立・就労サポートセンター（中央）      （イ）自立・就労サポートセンター（花見川） 

 

 

 （ウ）自立・就労サポートセンター（稲毛）     （エ）自立・就労サポートセンター（若葉） 

  

 

  

 

 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

  ・「働きによる収入の減少・喪失」を理由として生活保護受給開始となる者が増加する中、就労による自立 

支援の充実・強化が求められるようになった。 

これに加え、平成２１年度以来、住宅手当等の第二のセーフティネットと呼ばれる各種支援施策が整備 

されたことにより、これらの者に対する就労支援も実施する必要が生じたことから、平成２３年度に厚生 

労働省から「福祉から就労」支援事業が各都道府県の労働局に通達され、生活保護受給者、児童扶養手当 

受給者、住宅手当受給者等（現：住居確保給付金受給者等）に対し、福祉部門と就労部門の一体的な就労 

支援の充実・強化を図ることになった。これにより、本市と千葉公共職業安定所、千葉南公共職業安定所 

において「福祉から就労」支援事業に関する協定を締結し、３者間で一体的な就労支援を進めてきた。 

平成２４年度には、利用者のニーズにこれまで以上にきめ細かく対応し、利便性を図るため、「アクショ 

ン・プランに基づき千葉市と千葉労働局・千葉公共職業安定所及び千葉南公共職業安定所が雇用、福祉等 

の施策を一体的に実施するための協定」を締結し、本市施設内に自立・就労サポートセンターを設置する 

ことになった。 

その後、利用対象者に生活困窮者自立支援法で定める生活困窮者を加えることになった。 

 平成２８年７月には、本市と労働局がそれぞれの施策において連携・協力し、一体となって施策を進め 

るための「千葉市雇用対策協定」を締結し、上記協定が包括された。 

 

 （イ） 施設概要 

  ・自立・就労サポートセンターは、国（千葉労働局）と協働で、生活保護受給者、児童扶養手当受給者及び 

その相談又は申請段階にある者並びに生活困窮者自立支援法に定める生活困窮者に、求人情報の提供、職 

業紹介及び就職までのサポートを行っている。 

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 ○ － －
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中央
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稲毛

若葉

84%

5%

5%
5% 1%

利用者割合（手当別）

生活保護 84%

児童扶養手当 5%

住居確保給付金 5%

生活困窮者 5%

生保相談・申請中 1%

※３カ年平均値を基に算出 

■参考　：　本施設が配置されている複合施設に係る情報

中央
保健福祉センター

商業地域

・国道１２６号に面しており、接道条件は良好
・ＪＲ千葉駅より徒歩１５分
・京成千葉中央駅より徒歩５分
・モノレール葭川公園駅より350ｍ（徒歩4分）

花見川
保健福祉センター

第一種
中高層住居専

用地域

・JR新検見川駅北口から徒歩２０分
・京成検見川駅から徒歩１８分
・ＪＲ新検見川駅、幕張駅よりバスで
　花見川区役所入口下車

稲毛区役所
第二種

住居専用地域

・国道１２６号に近接し、自家用車での
  アクセスは良い
・JR稲毛駅よりバスで穴川十字路下車徒歩５分
・モノレール「穴川駅」下車徒歩７分、
　または「天台駅」下車徒歩１０分

若葉
保健福祉センター

第一種
住居地域

・JR都賀駅、モノレール都賀駅から徒歩10分
・モノレール桜木駅から徒歩10分

H28年度
総合評価
結果

施設名 用途地域 アクセス

継続
（計画的保全）

評価番号 評価結果 方向性 理由

中央 ３０－　９

花見川 ３０－１０

稲毛 ３０－１１

若葉 ３０－１２

施設名

継続利用 計画的保全

・国（労働局）と協働で、生活保護受給者・生活困窮者等を対象に、
　求人情報の提供、職業紹介及び就職までのサポートを行う施設。
・自立・就労サポートセンターは保健福祉センターや区役所内に設置
　されている。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・各区の保健福祉センターにある社会援護課等との連携が必要であり、
　保健福祉センターや区役所に設置されていた方が利便性も高いため、
　直ちに移転を検討する必要性は低い。
・以上のことから、本施設は計画的保全対象とする。

自立・就労
サポートセンター

・なお、「千葉市雇用対策協定」に基づき、毎年度事業計画を策定しており、事業内容を明文化している。※注２ 

  ・自立・就労サポートセンターは、ふるさとハローワークや生活自立・仕事相談センター等と連携しており、保 

健福祉センター又は区役所内に設置されている。  

（ウ） 利用度 

  ・対象者は、生活保護・児童扶養手当・住居確保給付金を受けている人、生活困窮者、生活保護申請・相談中の 

人等である。 

・相談件数は、平成２７年度から平成２９年度にかけて４千件程度で推移している。 

   若葉が減少傾向であるものの、平成２７年度に開所した稲毛の件数が増加している。 

・また、支援件数や就職件数は、３年連続で増加しており、中央の増加件数が多い。 

  ・なお、利用者（手当別の分類）の割合では、生活保護受給者の利用が全体利用者の８０％以上を占めており、生 

活保護受給者数の高止まりを抑制する要因になっている。 

（エ） 運営コスト 

・本事業は、市、労働局、ハローワークの一体的な事業であるが、運営場所は市が提供し、人員や経費は労働局 

やハローワークが負担することとなっている。 

・所管課は、光熱水費を支払うが、その支払い分を労働局が所管課へ支払うため、実質的な経費負担はない。 

※平成２９年度 光熱水費：中央 １０６千円、花見川 ４３千円、稲毛 ２７千円、若葉 ３３千円  

 ・また、職員も職業安定所職員が担っており、本市の人件費に係る支出もない。 

エ 公共施設再配置 

  ・類似事業としては、ふるさとハローワークが挙げられる。 

・なお、本事業は主に生活保護・児童扶養手当・住居確保給付金を受けている人や生活困窮者等を対象としてい 

るのに対し、ふるさとハローワークは対象者を制限せずに一般求職者を対象としている点等が異なっている。 

  ・事務や相談対応スペースが必要であるものの、特別な設備を必要としないことから、他の施設への移転を検討 

する余地がある。ただし、本事業は、各区の保健福祉センターにある社会援護課等との連携が必要であり、保 

健福祉センターや区役所に配置されていた方が利用者の利便性も高いため、直ちに移転を検討する必要性は低 

い。  

オ 資産の立地特性 

  ・自立・就労サポートセンターは、保健福祉センターや区役所に配置されており、いずれも利便性が高く、人口 

の集積した立地にあるため、公共・外部転用のポテンシャルは高い。 

  ・ただし、自立・就労サポートセンター（中央）が配置されている中央保健福祉センターは、複合施設である 

Ｑｉｂａｌｌ（きぼーる）に配置されており、Ｑｉｂａｌｌの建設には、一部、まちづくり交付金が交付 

されている。有償譲渡等の外部転用には、関東整備局の承認を要することから、活用の用途は限定的である。 

カ 総合評価結果 
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大分類 　その他

中分類 　その他

小分類 　ふるさとハローワーク、自立・就労サポートセンター

②

③

①

評価指標

対ベンチマーク

①　建物性能 ②　利用度

　※緑区役所　　残耐用年数２４年
建物性能

③　運営コスト

○ － －

（みどり）

　※稲毛区役所　残耐用年数２４年（いなげ）

利用度

運営コスト
　利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった

■注３　：　平成３０年度千葉市雇用対策協定事業計画　抜粋

（市と労働局・ハローワークが連携して一体的に実施）

市と労働局・ハローワークの一体的な事業実施

１ 就労・生活相談と職業紹介等就労支援の一体的な実施

千葉市ふるさとハローワーク事業の実施

事業内容

２ 生活困窮者等に対する一体的支援の実施

（１） 自立・就労サポートセンター事業の実施

　求人情報の提供、職業相談・職業紹介及び就労・生活支援相談を
　一体的に実施

３ 誘致・立地企業及び雇用吸収力の高い業種の人材確保に向けた支援

（２） 児童扶養手当受給者に対する支援の実施

（３）
生活困窮者等自立相談支援の実施
（生活自立・仕事相談センター事業の実施）

■注２　：　ふるさとハローワーク事業　概要

１

開設 平成２２年６月

設置場所
稲毛区役所　２階　（使用面積：１０８．０㎡）
（自立・就労サポートセンター（稲毛）併設）

開設 平成２６年１２月

設置場所 緑区役所３階　　　（使用面積：　９５．０㎡）

２

３ 就業ポータルサイト「ジョブちば」

・求職者に対し、対象に見合った情報発信を行い、企業等の採用者と求職者の双方が
　　情報共有できるポータルサイトを運営する。（サイト公開　平成２８年３月２５日）

いなげ

みどり

ふるさとハローワーク運営

出張相談 ・緑保健福祉センター、美浜区役所を月２回程度巡回

キャリアプランニングセミナー

　・子育て世代の女性や高齢者を対象に、再就職に向けたセミナーを行う。
　・二部構成　①キャリアの掘り起しやコミュニケーションの取り方等をレクチャー
　　　　　　　②女性を採用したい市内企業との交流会　⇒　年に各２回実施予定

■注１：「福祉から就労」支援事業に関する協定　抜粋

① ②
一体的に

実施する事業
ふるさとハローワーク事業 生活保護受給者等就労自立促進事業

事業内容
職業相談、職業紹介等と生活・就労相談
等の一体的実施

生活保護受給者、児童扶養手当受給者、
住宅支援給付受給者及び住居・生活困窮
者等に対する就労支援の一体的実施

施設
ふるさとハローワーク(いなげ、みどり)
※平成２６年１１月改訂により、みどり
　が追加され２施設に変更

自立就労サポートセンター
（中央、花見川、稲毛、若葉）
※平成２７年５月改訂により、稲毛が
　追加され４施設に変更評価指標

対ベンチマーク

①　建物性能 ②　利用度 ③　運営コスト

○ － －

９ 産業・農業系施設（ふるさとハローワーク）   

（１）ふるさとハローワーク（いなげ、みどり） 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 

イ データ評価結果 

（ア） ふるさとハローワーク（いなげ） 

  

 

 （イ） ふるさとハローワーク（みどり） 

  

 

  

 

 

 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

  ・平成１７年度に厚生労働省により「生活保護受給者等就労支援事業」が実施された。 

   この事業は、生活保護受給者及び児童福祉手当受給者に対し、就労による自立を図るものであった。 

・事業実施後、雇用失業情勢が厳しくなり、「働きによる収入の減少・喪失」を生活保護の開始理由とする 

 人が増加する等、生活保護受給者等の就労による自立支援の充実・強化が求められるようになった。 

また、平成２１年度以来、住居の確保、生活支援及び就労支援のための第二のセーフティネットと呼ばれ 

る各種支援施策が整備されたことから、住宅手当受給者等に対する就労支援を実施する必要が出てきた。 

・上記を踏まえ、平成２３年度に「生活保護受給者等就労支援事業」は廃止され、厚生労働省から新たな 

事業として「「福祉から就労」支援事業」が各都道府県の労働局に通達された。 

本事業では地方公共団体と国が協働で事業を行うことが求められており、本市は平成２３年度に千葉公共 

職業安定所、千葉南公共職業安定所の三者で「「福祉から就労」支援事業に関する協定」を締結した。 

・協定の中で一体的に実施する事業や施設として右記（注１）のとおり２点（ふるさとハローワーク事業、 

生活保護受給者等就労自立促進事業）が挙げられており、平成２２年度に国と協働で設置されていた本 

施設が含められた。（【いなげ】平成２２年６月～、【みどり】平成２６年１２月～） 

※ふるさとハローワークいなげは、国（ハローワーク）が持つ全国ネットワークによる無料職業相談と、 

 市が行う就職困難者に対する就労・生活支援を一体的に実施することにより、求職者に対する一貫し 

た就職支援を行い、利便性の向上、就職機会の拡大、再就職の促進につなげることを目的とし、平成 

２２年６月に稲毛区役所内に設置された。 

 ・なお、平成２８年７月に本市と千葉労働局が「千葉市雇用対策協定」を締結し、「「福祉から就労」支援 

事業に関する協定」が包括された。 
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32,363 30,693 31,859 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H27年度 H28年度 H29年度

（人）
利用者数

（新規求職者数＋相談件数＋求人検索人数）

いなげ

みどり

6,873 
5,660 5,733 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H27年度 H28年度 H29年度

（件） 職業紹介件数

いなげ

みどり

1,240 
1,096 1,197 

0

500

1,000

1,500

H27年度 H28年度 H29年度

（件） 就職件数

いなげ

みどり

■ふるさとハローワーク（いなげ、みどり合算）に係る支出内訳
前年対比

金額（千円） 割合 金額（千円） 割合 金額（千円）

通信運搬費 195 1%
使用料及び賃借料 48 0%
報酬 9,606 50%
旅費 35 0%
共済費 496 3%
光熱水費 356 2%

1,499 8%
委託費 1,499

③就業ポータルサイト 6,976 36%
委託費 6,976

19,210 100%合計

通信運搬費

その他

②キャリアプランニングセミナー

-191

-14

31

9,525

-1,142

H28年度

18,000委託料

H29年度

0%

0%

0%

100%

0 0% -10,493

①ふるさとハローワーク 10,735 56% ふるさとハローワーク 18,068 100%

3

使用料及び賃借料 34

補償、補填
及び賠償金

31

■参考　：　本施設が配置されている複合施設に係る情報

稲毛区役所
第二種

住居専用地域

・国道１２６号に近接し、自家用車でのアクセスは良い
・JR稲毛駅よりバスで穴川十字路下車徒歩５分
・モノレール「穴川駅」下車徒歩７分、
　または「天台駅」下車徒歩１０分

緑区区役所 商業地域
・県道６６号線に近く、自家用車でのアクセスは良い
・ＪＲ鎌取駅から徒歩５分

H28年度
総合評価結果

施設名 用途地域 アクセス

継続
（計画的保全）

割合 割合 割合
いなげ 3,605 21% 2,898 19% 2,481 18%
みどり 3,268 21% 2,762 18% 3,252 18%

合計 6,873 21% 5,660 18% 5,733 18%

※割合　：　職業紹介件数／利用者数

H27年度 H28年度 H29年度

割合 割合 割合
いなげ 598 17% 574 20% 515 21%
みどり 642 20% 522 19% 682 21%

合計 1,240 18% 1,096 19% 1,197 21%

※割合　：　就職件数／職業紹介件数

H27年度 H28年度 H29年度

H27年度 H28年度 H29年度
いなげ 17,028 15,010 13,416
みどり 15,335 15,683 18,443

合計 32,363 30,693 31,859

 （イ） 施設概要 

  ・本施設は、市と国（ハローワーク）による一般求職者等に対する一体的な就労支援を行っている事業である。 

・平成２９年度からは、今まで別事業としていた事業（キャリアプランニングセンター事業、就業ポータルサイト事業）がふるさとハローワーク事業に追加された。（注２） 

・本施設の相談員は、平成２８年度までは非常勤嘱託職員による直営方式であったが、平成２９年度からテンプスタッフキャリアコンサルティング株式会社に外部委託している。 

・なお、「千葉市雇用対策協定」に基づき、毎年度事業計画が策定されており、本施設の事業内容が明文化されている。（前頁注３） 

  ・本施設は自立・就労サポートセンターや生活自立・仕事相談センター等の関係機関と連携しており、区役所内に配置されている。 

 

（ウ） 利用度 

  ・利用者数は概ね横ばいで推移している。 

  ・職業紹介件数は平成２７年度と比較し平成２９年度は減少している。 

職業紹介率が減少したのは、求職と求人のマッチングが良好であり、 

   求職者一人に対する職業紹介件数が減少していることが要因。 

  ・対して、職業紹介の結果となる就職件数は概ね横ばいであり、職業 

紹介件数に対する就職件数の割合は増加している。 

※参考：平成２９年度 県内ハローワーク合計数値  

紹介件数２８９千件、就職件数５２千件、就職割合１８．２％ 

（エ） 運営コスト 

  ・平成２９年度から３事業（ふるさとハローワーク事業、キャリアプランニングセンター事業、就業 

ポータルサイト事業）が一事業にまとめられ、外部委託されている。  

・事業集約や外部委託により、総費用が減少（平成２９年度：前年度対比△１，１４２千円）して 

おり、費用負担の軽減に繋がっている。 

・なお、本事業は、市、労働局、ハローワークの一体的な事業であるが、運営場所や経費等について 

は本市が負担している。  

 

エ 公共施設再配置 

  ・類似施設は自立・就労サポートセンターや生活自立・仕事相談センターが挙げられる。 

・なお、本施設は対象者を制限せずに一般求職者を対象としているのに対し、自立・就労サポートセ 

ンター等は生活困窮者※を主な対象としている点等が異なっている。 

※生活困窮者自立支援法では、生活困窮者とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持する 

ことができなくなるおそれのある者」と定義されている。 

  ・事務や相談対応スペースに加えて、求人検索機（いなげ８台、みどり６台）を設置するスペースが 

必要であるものの、特別な設備を必要としないことから、他の施設への移転を検討する余地がある。 

  ・ただし、本施設は各区の保健福祉センターや区役所に配置されている自立・就労サポートセンター 

や生活自立・仕事相談センターとの連携が必要である、近隣の区役所に配置されていた方が 

利用者の利便性も高いため、直ちに移転を検討する必要性は低い。  

 

オ 資産の立地特性 

  ・本施設は、区役所に配置されており、いずれも利便性が高く、人口の集積 

した立地にあるため、公共・外部転用のポテンシャルは高い。 

カ 総合評価結果 ※右記参照 

■総合評価結果
評価番号 評価結果 方向性 理由

いなげ ３０－１３

みどり ３０－１４

・国（ハローワーク）と協働で、一般求職者等に対する一体的な就労支援を行って
　いる施設。本施設は区役所に設置されている。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・各区の保健福祉センターや区役所に配置されている自立・就労サポートセンター
　や生活自立・仕事相談センターとの連携が必要であり、近隣の区役所に配置
　されていた方が利便性も高いため、直ちに移転を検討する必要性は低い。
・以上のことから、本施設は計画的保全対象とする。

継続利用 計画的保全

施設名

ふるさと
ハローワーク
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１０ 行政施設（出先機関（その他）） 

（１）サイクル会館 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 ウ 現用途の需要見通し 

イ データ評価結果 

   

 

     

  ・建物性能（残耐用年数２６年）は課題なし。 

  ・グループ内各施設とも機能や用途が異なるため、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。 

（ア） 設立経緯 

・本施設は千葉競輪実施に関わる選手等の宿舎である。 

・自転車競技法の規定に基づく「競輪の選手管理の要領」において、競輪に関わる選手等は、選手宿舎に宿泊させると規定がある。 

・また、競争予定日前日から外部との接触禁止を厳格に規定しており（例：食事管理、売店の管理・利用制限、外部の面会（ホテル 

従業員含む）の際の、全てでの監理員の立会い義務等）、競輪施行者の所有・運営管理による宿舎が適当であることから、 

本市施設として平成８年２月に建築された。 

・なお、本市を含む地方公共団体の全４３施行者も、選手宿舎を自らで所有している。 

 

 （イ） 施設概要 

・本施設は運営委託により、日本写真判定株式会社が行っている。 

・選手宿舎は、業界の最高意思決定機関である競輪最高会議（※ 構成員 (公財)JKA、全輪協 

（施行者）、選手会、経済産業省(オブザーバー)）において、次の指針が示されている。 

①選手宿舎の所有者は、原則として、その競輪場を主として使用する施行者とすること。 

②宿舎運営業務の管理は、当該競輪を開催する施行者の責務とすること。 

③宿舎は原則として、競輪場内又は競輪場に隣接する場所とすること。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 その他

中分類 その他

小分類 公営事業事務所・サイクル会館

■平面図 

１階 

 

 

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 ○ ― ―

３階 

 

４～６階 

 

 

 ■案内図 

 

■外観 

 

 

所在地 千葉市松波１丁目１番１０号
施設規模 敷地面積　１,８２６㎡

延床面積　５,１４４㎡
施設構造 鉄骨鉄筋コンクリート造

地下１階・地上６階
新耐震基準

諸室構成 宿泊室（４人×３６室）
食堂、休養・マッサージ室
娯楽室、トレーニング室

総事業費 ６,７９1百万円
　用地費　３,９９１百万円
　建築費　２,８００百万円

２階 
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 （エ） 利用度 

  ・競輪実施に関わる選手等の宿舎利用日数は、平成２７～２９年度の３年間とも６１日で推移している。 

  ・なお、施設が老朽化した千葉競輪場を、民間活力の導入により国際規格に準拠した走路を有する多目的スポーツ 

施設（「（仮称）千葉公園ドーム」）へ再整備するとともに、当該施設における新たな形の競輪（「（仮称）２５０ 

にーごーまる 競輪」）による事業の継続に取り組んでおり、競輪場の解体工事に向け、平成３０年１月以降は千葉 

競輪場を会場とした競輪を実施していないため、宿舎利用はない。 

・千葉競輪場再整備後の開催日増加に向けて関係者と調整中。 

（参考；自転車競技法施行規則第１６条により、１競輪場当たりの年間開催日数は、競輪場ごとに１４４日以内） 

・本施設は競輪選手宿舎として利用する日等を除き、一般利用にも供しているものの、その利用は限定的となっている。 

・宿舎利用をしない日については、一般利用日数を増加させる方策の検討が必要である。 

（オ） 運営コスト 

・競輪事業特別会計で運営する施設である。 

・本施設として計上される支出額の内、光熱水費以外は競輪事業全体と一体となっており、本施設のみでの収支確認はでき 

 ないものの、競輪事業全体では、実質収支額はプラスである。 

  ・競輪事業全体の収支バランスはとれていることから、現時点において運営コストに大きな課題はない。 

エ 公共施設再配置 

・本施設は宿泊施設と位置付けられるが、特殊性が高く、類似施設はない。 

・本施設から競輪場については、直線距離で北東に約８００ｍとなる。 

・競輪事業再整備にかかる運営委託事業者との基本協定で、事業者に対し、競輪場敷地を事業用定期借地 

権の設定契約により貸付を行うことが定められており、借地権存続期間中は競輪事業を実施していく。 

（借地借家法第２３条第１項の規定による借地権存続期間は３０年以上、５０年未満） 

・本施設は、競輪事業を行うために必要不可欠な施設であり、原則として、競輪場内又は競輪場に隣 

接した場所としているため、競輪場から遠方への再配置は難しい。 

 

 オ 資産の立地特性 

・ＪＲ千葉駅から約３８０m 、用途地域は一種住居地域。 

・利便性の高い立地であり、公共としての活用、外部転用のポテンシャルは高い。 

 

カ 総合評価結果 

 評価番号 評価結果 方向性 理由 

３０－１５ 継続利用 計画的保全 

・競輪事業再整備計画では、競輪場敷地を事業用定期借地権の設定契約により貸付を行うことになり、借地権存続期間中は競輪事業を実施していく。 

・本施設は競輪事業を行うために必要不可欠な施設であり、原則として、競輪場内又は競輪場に隣接した場所とすることになっているため、競輪場か 

ら遠方への再配置は難しい。 

・競輪事業全体では、収支のバランスがとれていることから、現時点において運営コストに大きな課題はない。 

・本施設は残耐用年数が２６年である。 

・以上のことから、本施設は計画的保全対象として、必要な保全を行い、長寿命化を図る。 

・なお、宿舎利用をしない日については、一般利用日数を増加させる方策の検討が必要である。 

 

 

Ｈ２７

年度

Ｈ２８

年度

Ｈ２９

年度

一般利用 1,478 857 1,345

0

500

1,000

1,500
（人）

サイクル会館 一般利用者数

 

競輪宿舎利用 一般利用

利用者 出場選手、補充選手、役員 ３０人以上で、市長が適当と認める団体

利用日 競輪開催中と、その前後２日間

左記に加え、以下を除く日
・年末年始
・市長が別に定める日
・施設の点検整備日

 

 

競輪事

業収入

11,375

財産収

入

48

繰越金

821

市債

1,406

計; 

13,650

競輪事

業費

12,756

繰出金

17

計; 

12,773

歳入 歳出

（百万円）H29年度 決算額の内訳

 

Ｈ２７

年度

Ｈ２８

年度

Ｈ２９

年度

計 71 68 69

宿舎利用 61 61 61

一般利用 10 7 8

71 68 69

0

20

40

60

80

100
（日）

サイクル会館 利用日数

■競輪事業特別会計 実質収支 (百万円）

区分 H27年度 H28年度 H29年度

１ 歳入総額 13,097 12,680 13,650

２ 歳出総額 12,373 11,860 12,773

３ 歳入歳出差引額 724 820 877

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0

５ 実質収支額 724 820 876

【参考】サイクル会館における収支推移 （単位：千円）

H27年度 H28年度 H29年度 平均

48 35 39 44

利用料金 48 35 39 44

12,451 11,213 12,747 12,599

委託料

光熱水費 12,451 11,213 12,747 12,599

△12,403 △11,178 △12,708 △12,556収支

競輪場と包括委託

収入

支出
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１１ 福祉系施設 （高齢・障害等） 

（１）発達障害者支援センター 

ア 分類（資産カルテ） 

 

 

 

イ データ評価結果                                                                    ■発達障害者支援センター（療育センター内） 

    

 

    ・建物性能（残耐用年数１３年）は課題ありとなった。法定耐用年数は５０年だが、本施設が設置されている療育センターは、平成２９年度の総合評価で計画的保全

とされている。計画的保全と位置付けた施設については、施設の長寿命化対策を講じることにより、使用目標年数は６０年以上としているため、同センターの残使

用年数は２３年以上となり、建物性能に課題はない。 

・本施設は対象者の障害の種類、事業内容等において類似施設がないことから、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

 （ア） 設立経緯 

・発達障害者支援法（平成１６年１２月１０日法律第１６７号）における「発達障害者支援センター等」として療育センター内に設置。 

・発達障害者支援法の施行に伴い設置された「千葉市発達障害者支援体制整備検討委員会（平成１９年３月）」での検討を経て、発達障害者への支援を総合的に行うこ

とを目的とした専門機関として、平成２０年１月に設置され、発達障害者とその家族が豊かな地域生活を送れるように保健、医療、福祉、教育、労働等の関係機関

と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障害者とその家族からのさまざまな相談に応じ指導と助言を行っている。 

     

 （イ） 施設概要  

・対象者は市内の自閉症・アスペルガー症候群やその他の広汎性発達障害（ＰＤＤ）、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）等の発達障害がある本人、家

族、及び関係機関。                                              

・本施設は、設置時から外部委託しており、社会福祉法人千葉市社会福祉事業団が管理・運営をしている。 

・千葉市発達障害者支援センター運営事業実施要綱 第３条に効果的な支援のため自閉症児施設等への附置が定められ、療育センター３階に設置されている。（延べ床面積１２２．６１㎡）       

・事業内容は次のとおり。                                         ■療育センター３階 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 相談支援 

日常生活（コミュニケーション、行動上のこと、学校や職場でのこと等）

のさまざまな相談に応じ、福祉制度の利用の仕方や関係施設・関係機関の

紹介をする。  

２ 発達支援 
家庭や所属機関での療育の方針や具体的援助方法について、関係施設と

連携して支援する。  

３ 就労支援 

本人のニーズや能力にあわせて、就労やその準備に対する支援を関係機

関と連携しながら実施する。 

 また、発達障害者が働きやすい職場環境づくりを目指し、企業や事業所

からの相談に対応する。  

４ 普及啓発・研修等 
地域社会に対して研修会や講習会の実施、またホームページ・リーフレ

ットを通じて、発達障害の正しい理解や支援の方法を広める活動を行う。 

相談
室

倉庫

バルコニー
避難スロープ

倉庫

職員更衣室 相談室
相談支援事業所

ぱれっと
事務室

バ
ル
コ
ニ
ｌ

UP

倉庫

舞台 体　育　室 DW

会議室（１） 会議室（２）

DW

会議室ｴﾚﾍﾞｰﾀ ｴﾚﾍﾞｰﾀ

バ
ル
コ
ニ
ｌ

発達障害者
支援ｾﾝﾀｰ
事務室ロビー

相談室

相談
室

車イス便所
バルコニー

男子
便所

女子
便所

ｼｬﾜｰ
室

更衣ロッカー室 更衣ロッカー室
ｼｬﾜｰ室

大分類  高齢・障害・社会福祉施設

中分類  障害福祉施設

小分類  療育センター、障害者福祉センター、障害者相談センター、発達障害者支援センター
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評価番号 評価結果 方向性 理由

・発達障害者支援法における「発達障害者支援センター等」として、療育センター内に設置された施設。
・データ評価では建物性能（残耐用年数１３年）に課題ありとなった。
　ただし、本施設が設置されている療育センターは、計画的保全施設となっており、施設の長寿命化対策を講じることにより
　使用目標年数は６０年以上となっている。その場合、本施設の残使用年数は２３年以上となることから、建物性能に課題
　なしと言える。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・本施設と密接な関係のある療育センターは、直ちに再配置は難しいと評価されている。
・以上のことから、本施設は計画的保全対象とする。

３０－１６ 継続利用 計画的保全

（ウ） 利用度 

・発達障害に関する認知の広がりや取組みの強化等により、個別の支援件

数等は横ばいまたは増加している。 

・地域講演の開催や講師を派遣する研修等の普及、啓発活動の回数につい

ても、横ばいまたは増加している。 

・長期的には人口減少のために対象者が減り、本施設の利用者が減少する

可能性があるが、短期的に急激な減少等は見込めない。 

    

 

 

（エ） 運営コスト                               

・市の支出は委託料のみ。（平成２９年度２９，２３０千円。） 

・委託業者の支出等は右記のとおり。専門性のある相談及び調整を事業

内容としているため、平成２９年度は支出の９割弱が人件費となって

いる。過去３カ年も同様の配分。運営コストは特に問題はない。 

 

■参考 職員及び職務分掌（業務委託仕様書より） 

（１）センター長 常勤１名 

（２）相談支援員 常勤２名 非常勤職員１名（社会福祉士等） 

（３）発達支援員 常勤１名 非常勤職員１名（心理判定員等） 

（４）就労支援員 常勤１名（就労支援経験者等） 

                                   ※修繕費、光熱水費等は療育センターが一括して支払っている。                                    

エ 公共施設再配置 

・千葉市以外の発達障害者等に対しては千葉県発達障害者支援センターCASが設立されているが、市内の対象者向けには唯一の施設であり、類似施設はない。 

・千葉市発達障害者支援センター運営事業実施要綱 第３条に効果的な支援のため自閉症児施設等への附置が定められ、専門的知見を活かし、夜間及び緊急対応並びに一時保護等の体制を確保する等の目的から、

療育センター内に設立された。そのため、再配置を検討する際は療育センターを含めた検討が必要となるが、療育センターは平成２９年度の総合評価で利用者特性等から直ちに再配置は難しいと評価されており、

本施設も同様に再配置は難しいと考えられる。 

  

オ 資産の立地特性 

  ・ＪＲ稲毛海岸駅から徒歩１５分。ＪＲ稲毛駅からバス１５分。国道１４号線からも近くアクセスしやすい立地。用途地域は第一種中高層住居専用地域。 

  ・以上のことから公共としての活用、外部転用ともにポテンシャルは高い。 

 

カ 総合評価結果 
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１１ 福祉系施設 （高齢・障害等） 

（２）療育センター分館ふれあいの家 

ア 分類（資産カルテ）                                               ■旧高浜第二小学校跡施設の利活用について 

 

 

 

イ データ評価結果 

    

 

・建物性能（残耐用年数１０年）は課題ありとなった。法定耐用年数は４７年だが、本施設の建物は平成２７年度に旧高

浜第二小学校跡施設校舎大規模改造工事等を実施済みである。大規模改修済み施設については、施設の長寿命化対策を

講じることにより、使用目標年数は６０年以上としているため、本施設の残使用年数は２３年以上となり、建物性能に

課題はない。 

・本施設は対象者の障害の種類、事業内容等において類似施設がないことから、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。                   ■療育センター本館との位置関係                                                                                

（距離約４００メートル） 

ウ 現用途の需要見通し       

 （ア） 設立経緯 

・療育センター分館ふれあいの家は、各種の相談に応じるとともに、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーション等の便宜供与を行うことにより、身体

障害者の福祉の増進を図ることを目的として設立された施設である。 

・平成２９年３月１日（平成２８年度）に療育センター本館の相談・療育スペース不足の解消に加え、ふれあいの家の機能拡充を図るため、「はまのわ」（旧高浜第二小学校跡

施設）１階～２階部分を療育センター分館とし、療育センター本館からふれあいの家（体育館を除く）を移転した。 

    

 （イ） 施設概要 

・本施設は指定管理者制度導入施設。療育センター本館と一体で社会福祉法人千葉市社会福祉事業団が指定管理者として運営している。 

・旧高浜第二小学校跡施設「はまのわ」は、本施設、障害児通所支援事業所（児童発達支援事業及び放課後等デイサービス等）、及び千葉大学サテライトキャンパスが活用す

る複合施設。本施設は「はまのわ」の１階～２階部分。（床面積２６３７．８６㎡） 

・「身体障害者福祉法」において、市町村は厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出ることにより、「身体障害者社会参加施設」を設立できるものとしている。また、

「身体障害者社会参加支援施設の設置及び運営に関する基準」により「身体障害者福祉センター」は、規模や事業内容によりＡ型とＢ型等に分類されており、本施設はＢ型

に位置づけられるもの。 

・事業内容は次のとおり。                                                          

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

各種相談 福祉、医療、生活等各種の相談及び身体障害者手帳取得のための判定を受付ける。 

機能訓練 ①施設内訓練  理学療法、作業療法等。②巡回訓練 通所が困難な場合に理学療法士が定期的に訪問して実施する訓練。 

社会適応訓練 社会参加への意欲を喚起し、社会適応力の増進を図る勉強会等を実施する。 

教室（スポーツ・創作活動） リハビリテーション、社会参加等を目的として文化系教室や卓球、ボッチャ等のスポーツ系教室を開催する。 

レクリエーション行事 レクリエーション及び地域交流、ボランティア育成等の福祉の増進を図る複合イベントを実施する。 

ボランティア養成 障害福祉等の基本知識とともに手話、点字等の技術習得を目的とした講習会を実施する。 

施設貸出 障害者及びボランティアに対する会場提供。 

福祉車両の取扱い 障害者福祉バス「たいよう号」運行、障害者福祉カー「ゆうあい号」貸出し。 

その他 声の市政だより発行事業、ふれいあいの家図書館による点字図書等の貸出し。 

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 △ － －

■参考 身体障害者福祉センターについて 

（１）身体障害者福祉センターＡ型 

 身体障害者の各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向

上、スポーツレクリエーション等保健・休養のための施設。 

 建物の規模 ２，７００㎡以上 

（２）身体障害者福祉センターＢ型 

 在宅障害者が通所して、創作活動、軽作業、日常生活訓練等を行う

ための施設。 

 建物の規模 ４２４㎡以上 

対象 階 用途 概要

１～２階
療育センター分館
ふれあいの家

　障害者に対し、各種相談に応じるとともに、創作・スポーツ・
レクリエーション・日常生活訓練等を行う

１階
ぶりんぐあっぷ

ちば子ども発達センター
　児童福祉法に基づいた福祉サービス（児童発達支援・放課後等
デイサービス・保育所等訪問支援）事業を運営している

３階
千葉大学

サテライトキャンパス美浜
　総合大学の強みを活かし、市民・教員・学生が連携する学際的
な地域研究の取組みを進めている

体育館
校庭

　稲毛高校附属中学校の運動系部活動及び体育授業

校舎
（はまのわ）

市立稲毛高校附属中学校

大分類 高齢・障害・社会福祉施設

中分類 障害福祉施設

小分類 療育センター、障害者福祉センター、障害者相談センター、発達障害者支援センター



総合評価の結果分析 
 

24 

 

（ウ） 利用度                                                      

・相談・訓練事業利用人数は年間１００人程度ずつ増加している。 

・主催事業参加人数について、平成２８年度の落ち込みは主に本

施設への移転に伴いレクリエーション行事が開催されなかった

ことによるが、本施設に移転したことにより施設規模が拡充し、

教室等の開講内容が多様化したこと等により、平成２９年度は

増加している。 

 

（エ） 運営コスト  

・本施設の運営形態は指定管理者制度導入施設。 

・本施設として計上される支出のうち光熱水費以外のものは、療育セ

ンター本館（「ふれあいの家」以外の事業も含めたもの）と一体と

なっており、本施設のみでの収支確認は不可。 

・指定管理者の支出の推移及び内訳は右図のとおり。 

・指定管理者の支出の約７割が人件費。 

・療育センター本館を含めた運営コストでは、平成２９年度に増加し

ているが、施設規模が拡大し事業内容が多様化したことを踏まえる

と、問題ないと判断する。 

                                                                                                                                                                          

エ 公共施設再配置 

・本施設は療育センターの分館であり、機能の一部を本館に残して

いることから、再配置を検討する際は療育センターを含めた検討

が必要となるが、本館では平成２９年度の総合評価で利用者特性、

利用状況から直ちに再配置は難しいと評価され、計画的保全と判断された。 

・身体障害者福祉センターＢ型の施設は、療育センター分館ふれあいの家とハーモニープラザにある障害者福祉センターの市内２カ所に設置している。両施設は、市民のアクセスを考慮し、市の東西にバランス良

く配置されているものであり、再配置の検討には両施設を合わせて検討することが必要であるが、障害者福祉センターは平成２９年度の総合評価で訓練室等特殊な設備が必要であると評価されていることから両

施設とも直ちに再配置することは難しい。 

・本施設に移転したことにより、レクリエーション行事に「はまのわ」内にある障害児通所支援事業所及び千葉大学サテライトキャンパスの施設利用者も参加し、地域交流の機会の場となっており、今後の広がり

が期待されている。 

  

オ 資産の立地特性 

・ＪＲ稲毛海岸駅から徒歩１５分。ＪＲ稲毛駅からバス１５分。国道１４号線からも近くアクセスしやすい立地。用途地域は第一種中高層住居専用地域。 

・以上のことから、公共としての活用、外部転用ともにポテンシャルは高い。 

・本施設は学校跡施設に既に再配置された施設。建物の使用年数が超過するタイミングで、現在の施設規模を保つべきか再検討する必要がある。 

 

カ 総合評価結果 

  

 

 H29.3開館 

※療育センター本館にある体育室での実施を含めたもの 

相談支援・訓練事業利用人数：各種相談、機能訓練の人数 

主催事業参加人数：社会適応訓練、教室、 

レクリエーション行事、 

ボランティア養成事業の人数 

相

談

・

訓

練

事

業

利

用

人

数

：

各

種

相

談

、

機

能

訓

練

の

人

数 

 

相

談

・

訓

練

事

業

利

用

人

 H29.3開館 

評価番号 評価結果 方向性 理由

・身体障害者に対し、各種相談に応じるとともに、創作・スポーツ・レクリエーション・日常生活訓練等を行う施設。
・旧高浜第二小学校跡施設校舎（はまのわ）に設置されている。
・データ評価では建物性能（残耐用年数１０年）に課題ありとされたが、平成２７年度に大規模改造工事等を実施し、施設の
　長寿命化対策を講じることにより、使用目標年数は６０年以上としている。その場合、本施設の残使用年数は２３年以上と
　なることから、建物性能に課題なしと言える。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・以上のことから、本施設は計画的保全対象として、必要な保全を行い、長寿命化を図る。

３０－１７ 継続利用 計画的保全
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１１ 福祉系施設 （高齢・障害等） 

（３）ひきこもり地域支援センター 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

イ データ評価結果 

 

  

  ・建物性能（残耐用年数３８年）は、課題なし。 

  ・類似施設がないことから、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

・厚生労働省は、従来より、精神保健福祉、児童福祉、ニート対策等において、ひきこもりを含む相談等の 

取組を行ってきたなか、平成２１年度から、これらの取組に加え、「ひきこもり対策推進事業」を創設し、 

ひきこもり対策の一層の充実へ取り組みを開始した。 

・本事業は、各都道府県・指定都市に義務付けられた、ひきこもりに特化した第１次相談窓口としての機能を 

有する「ひきこもり地域支援センター」を整備するよう示されている。 

・ひきこもりの状態にある本人や家族が、地域の中でまずどこに相談したらよいかを明確にすることによって、 

より適切な支援に結びつきやすくすることを目的に、地域における関係機関とのネットワークの構築や、ひ 

きこもり対策にとって必要な情報を広く提供するといった地域におけるひきこもり支援の拠点としての役割 

を担うものとして、本市では、平成２８年２月に「こころの健康センター」内に設置。 

 

 （イ） 施設概要 

・本施設は運営委託により、特定非営利活動法人 ユニバーサル就労ネットワークちば が行っている。 

・本施設では、ひきこもり対策推進事業に基づく、次の２つの事業から構成されている。（右記イメージ図参照） 

 ①ひきこもり地域支援センター設置運営事業 ②ひきこもり支援に携わる人材の養成研修・ひきこもりサポート事業 

・なお、支援方針等については、「こころの健康センター」と定期的に協議を行い決定している。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 高齢・障害・社会福祉施設

中分類 社会福祉施設

小分類 こころの健康センター、社会福祉研修センター

■案内図 

 

 

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 ○ ― ―

 26.50㎡ 

  事業①  

 

 事業②  

 

※厚生労働省ＨＰより引用 
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（ウ） 利用度 

  ・相談、問合せの延べ件数はやや減少（８％）しているものの、相談等の対応別をみると、訪問や来所に 

よるものは増加していることから、本施設が身近な施設として認知されてきたものと思われる。 

 ・平成２９年４月には１８歳未満も対象者として拡大しており、今後も施設の認知が進めば相談等の件数 

が増えていくことが見込まれ、課題はない。 

 

（エ） 運営コスト 

  ・本施設にかかる市の支出は委託料のみである。 

  ・なお、委託料については、国から２分の１の補助金収入がある。 

  ・平成２９年度は委託料が増加しているが、相談件数の増加を見込み、スタッフを２名から３名に増員した 

ことによるもので、課題はない。 

  ・経常的な支出である光熱水費や清掃・警備などは、こころの健康センターで支出している。 

       

 

エ 公共施設再配置 

・周辺の類似施設として、こころの健康センターや青少年サポートセンター西分室、児童相談所、療育センターがある。 

・本施設は、厚生労働省より各都道府県・指定都市に設置が義務付けられた施設であり、密接に連携している「こころの健康センター内」に設置されている。 

  ・こころの健康センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、平成１４年度から都道府県、政令市への「精神保健福祉センター」の義務づけにより設置された施設であり、平成２９年度に実

施した資産の総合評価結果（評価番号：２９－４９）は「計画的保全対象施設」である。 

  ・こころの健康センターが、平成２１年３月に改築をした比較的新しく、計画的保全対象施設であることを踏まえると、直ちに再配置を検討することは難しい。 

 

 オ 資産の立地特性 

  ・JＲ総武線「稲毛駅」、ＪＲ京葉線「稲毛海岸駅」よりバス「市営高浜第２」下車徒歩３分と、公共交通アクセスは高い。 

  ・用途地域は準工業地域であり、立地・交通アクセスを踏まえると公共としての活用、外部転用のポテンシャルは高い。 

 

 カ 総合評価結果 

   

 

 

H28年度 H29年度 対前年度比

地域支援センター設置事業委託 9,900千円 14,560千円 +4,660千円

サポーター養成・派遣事業 100千円 256千円 +156千円

合計 10,000千円 14,816千円 +4,816千円

評価番号 評価結果 方向性 理由 

３０－１８ 継続利用 計画的保全 

・ひきこもりに特化した相談や、情報発信を行っている施設。 

・厚生労働省より各都道府県・指定都市に設置が義務付けられた施設であり、密接に連携しているこころの健康センター内に設置している。 

・こころの健康センターは、平成２１年３月に改築をした比較的新しく、計画的保全施設であることを踏まえると、直ちに再配置を検討することは難しい。 

・利用度及び運営コストについては、課題なしとなった。 

・以上のことから、本施設は計画的保全対象とする。 

 

H28年度 H29年度

合計 2,520 2,323

相談 1,892 1,327

連携・問合せ 628 996

2,520 2,323

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

（件）

相談・問合せ延べ件数の内訳

 

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

合計 2,520 2,323

来所 473 550

電話 1,898 1,475

訪問 70 186

その他 79 112

2,520
2,323

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

（件）

相談・問合せ延べ件数（対応別）
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大分類 　高齢・障害・社会福祉施設

中分類 　高齢福祉施設

小分類 　その他の高齢福祉施設

評価指標

対ベンチマーク

①　建物性能 ②　利用度 ③　運営コスト

○ － －

■利用の流れ

※資料の閲覧のみの場合は登録不要

ボランティア・地域活動に関する相談 就労に関する相談

　・市内ボランティア関係機関の情報 　・市内就労関係機関の情報

　・市内活動団体（老人クラブなど） 　・シルバー人材センターに関する情報

　　の活動情報 　・ふるさとハローワークへの案内

　・ボランティア募集情報 　・講習会やセミナーの開催情報

　・講習会やセミナーの開催情報 　・各種情報の検索方法　など

　・各種情報の検索方法　など

起業に関する相談 その他の相談

　・市内就労関係機関の情報 　・市の事業に関すること

　・講習会やセミナーの開催情報 　　（生きがいづくり、介護予防、健康づくりなど）

　・各種情報の検索方法　など 　・各種情報の検索方法　など

来所

（相談は電話予約優先）

利用登録

受付票記入

相談等

各種サービスの利用

■平成２９年度（８カ月：８月～３月）

件数 割合

346 100%

4 1%

342 99%

77 22%

資料閲覧のみ

相談者

マッチング

利用

■利用目的

男性 女性

就労 230 175 55 52%

ボランティア 108 72 36 25%

起業 14 9 5 3%

その他の社会参加 8 6 2 2%

その他 80 55 25 18%

合計 440 317 123 100%

利用者の
構成比
（％）

利用者数（人）　※重複あり

１１ 福祉系施設 （高齢・障害等）   

（４）生涯現役応援センター 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 

イ データ評価結果 

    

 

  ・建物性能（残耐用年数２４年）課題なし。 

  ・類似施設がないことから、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

・本施設は、高齢者が生涯現役で活躍し続けられる仕組みづくりを目指すものであり、高齢者の生きがいづくり・ 

社会参加の促進施策のモデル事業として位置付けられ、平成２９年８月に稲毛区役所内に設置 

された。 

  ・また、本施設はふるさとハローワークやシルバー人材センター、ボランティア関連団体等と密接に連携し、総合 

相談窓口として包括的な支援を行うこととしているため、ふるさとハローワークいなげに隣接して設置された。 

・なお、平成３１年度までは事業実施の効果を検証する期間とされている。 

 

（イ） 施設概要 

 ・本施設は、原則、本市内における就労・社会参加を希望する概ね６０歳以上の人を対象とし、就労・ボランティア・ 

地域活動における各種情報提供並びに相談を行う。 

  ・施設の管理・運営はパーソルキャリアコンサルティング株式会社が行っている。 

   ※モデル事業であるため、毎年度内容を評価し、実施内容を見直す可能性があることから、単年度の随意契約と 

    している。 

  ・本施設の利用の流れは右記のとおりであり、相談内容により支援内容は異なってくる。 

 

 

（ウ） 利用度 

 ・平成２９年度の本施設の電話相談等も含めた総利用者数は３４６件。 

 ・相談件数に対するマッチング件数※の割合は２２％。 

  ※マッチング件数：相談者が本施設に相談した結果、ハローワークやボランティア 

に登録するなどの行動があった件数 

 ・利用目的は、就労（５２％）とボランティア（２５％）で４分の３を占める。 

  

  

 

 

■生涯現役応援センター 配置図 

（稲毛区役所 ２階） 
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

人口

（６５歳以上）
189 193 201 212 221 230 237 242 247

0

100

200

300

（千人）

【参考】 市内 人口（６５歳以上）推移

49

105

39 41

1710
29

17 15
24

0

40

80

120

（件）平成２９年度 利用者区分（年齢・性別）

男

女

施設名
H28年度

総合評価結果
用途地域 アクセス

稲毛区役所
継続

（計画的保全）

第二種
住居専用
地域

・国道１２６号に近接し、自家用車でのアクセスは良い
・ＪＲ稲毛駅よりバスで穴川十字路下車徒歩５分
・モノレール穴川駅下車徒歩７分
　または天台駅下車徒歩１０分

■参考　：　本施設が配置されている複合施設に係る情報

 

・利用件数３４６件のうち、年齢区分では６５～６９歳の男性が一番多い。 

６５歳まで会社等で勤めた後、新たな就労先や活動先を求める男性が多い 

ためと考えられる。 

・今後とも高齢者人口は増えていく見込みであることから、相談件数が増加 

していく可能性があるが、マッチングへの結び付けを維持しながら対応 

していく必要がある。 

 

 

 

 

（エ） 運営コスト 

 ・民間事業者が管理・運営を行っており、市の支出は委託料となっている。 

・また、本施設は稲毛区役所２階の空きスペースを活用しているため賃借料がなく、財政負担軽減を図っている。 

 ・なお、本事業は厚生労働省の「生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（地域における生活困窮者支援等の 

ための共助の基盤づくり事業）」に該当するため、歳入予算として国庫補助を計上している。    

    

 

 

エ 公共施設再配置 

 ・本施設は就労・ボランティア・地域活動に係る総合相談窓口であり、類似施設はない。 

ただし、ふるさとハローワーク等の複数の関係機関と連携し、利用者の多様なニーズへの対応を図っている。 

・本施設は、事務や相談対応スペースが必要であるものの、特別な設備を必要としていないことから、他の施設 

への移転を検討する余地がある。 

ただし、本施設はふるさとハローワーク等との連携が必要であり、区役所に配置されていた方が利用者の 

利便性も高いため、直ちに移転を検討する必要性は低い。 

・本施設は平成３１年度までは高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進施策における事業 

実施の効果の検証を行うモデル事業であり、期間終了時には事業の検証を行う必要がある。 

  

オ 資産の立地特性 

 ・本施設は、区役所に配置されており、利便性が高く、人口の集積した立地にあるため、公共・ 

外部転用のポテンシャルは高い。 

 

カ 総合評価結果 

   

 

評価番号 評価結果 方向性 理由

３０－１９ 継続利用 当面継続

・概ね６０歳以上の人を対象に、就労・ボランティア、地域活動における各種情報提供並びに相談を行っている施設。
・高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進施策のモデル事業として位置づけられ、稲毛区役所に設置されている。
・平成３１年度までは事業実施の効果を検証する期間とされており、平成３２（２０２０）年度に今後のあり方が検討される見通しである。
・総合評価の結果、利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・以上のことから、当面は現用途のまま継続して使用するものの、利用状況等や今後のあり方に係る検討状況を注視していく必要がある。

■予算・決算の推移 （単位：千円）
H29年度 H30年度 備考

9,636 10,777
・H30年度は見込
・決算額は全て委託料

9,483 10,673 ※１
国費 ※２ 4,741 5,336
一般財源 4,742 5,337

※１：　平成２９年８月開設のため、平成３０年度は運営費増加。
※２：委託料については、国から２分の１の補助金収入がある。

9,483 10,673

財源

予算額

決算額
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大分類 　高齢・障害・社会福祉施設

中分類 　社会福祉施設

小分類 　生活自立・仕事相談センター

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 ○ － －

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 ○ － －

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

③

利用度
　利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった

運営コスト

（稲毛） 　※稲毛保健福祉センター　残耐用年数３０年① 建物性能

（中央） 　※中央保健福祉センター　残耐用年数２８年

（若葉） 　※若葉保健福祉センター　残耐用年数２５年

モデル

（16ケ月）
Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

合計 541 1,012 945 1,191

中央 240 523 417 449

稲毛 301 489 528 477

若葉 0 0 0 265

541

1,012 945 
1,191 

0

300

600

900

1200

（人）
新規相談受付件数

１２ 産業・農業系施設（生活自立・仕事相談センター）   

（１）生活自立・仕事相談センター（中央、稲毛、若葉） 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 

イ データ評価結果 

（ア）生活自立・仕事相談センター（中央）                              （イ）生活自立・仕事相談センター（稲毛） 

 

 

  

（ウ）生活自立・仕事相談センター（若葉） 

 

 

 

    

 

 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア) 設立経緯 

・千葉市は、平成２５年１２月に生活困窮者の自立の促進を図ることを目的に生活困窮者自立支援法が公布されたことを受け、同月に、仕事、失業、病気、将来のこと等により生活に困りごとを抱えている方に 

寄り添い、包括的な支援を行うための相談窓口として、生活自立・仕事相談センターを中央及び稲毛保健福祉センター内に設置し、モデル事業として支援を開始した。 

・生活自立・仕事相談センターは、平成２７年４月の生活困窮者自立支援法の施行に合わせて本格実施となり、平成２９年７月には若葉区にも設置し、市内３か所に拡充した。 

 

（イ） 施設概要 

 ・対象は、市内に居住する生活困窮者であり支援が必要と認められる人（生活保護を受けている人は除く。）である。 

なお、生活困窮者は、生活困窮者自立支援法において、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある

者」と定義されている。 

・相談者への対応は、「支援計画を作成せずに、情報提供や他機関への繋ぎ等で支援が終了する場合」と「支援計画を作成し、継続的な支援を必要とする場合」に大きく分かれる。 

なお、支援計画を作成し、支援が完了した相談については、その相談結果を相談者と支援者が評価することとなっている。 

 

（ウ） 利用度 

 ・生活自立・仕事相談センターの新規相談受付人数は、平成２７年度から平成２９年度にかけて１，０００人前後にて推移している。 

・なお、直近３か年（平成２７年度から平成２９年度まで）に１，２５７ケースの評価を行った結果、支援により何らかの変化が生じた 

と回答したケースが１１９３件（９５％）となった。 

評価の内訳は、住まいの確保・安定（４８．０％）、就労開始（３０．３％）、自立意欲の向上・改善（２５．５％）、精神の安定 

（１８．０％）、家計の改善（１５．２％）、就労収入増加（１４．８％）等であり、相談者が抱える問題の解決に寄与することができている。 

  ・支援内容は、相談内容に応じたものであり、支援期間が長期間に亘る場合もある。 

   

－ － － 
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■参考　：　本施設が配置されている複合施設に係る情報

施設名
H28年度

総合評価結果
用途地域 アクセス

中央
保健福祉センター

商業地域

・国道１２６号に面しており、接道条件は良好
・ＪＲ千葉駅より徒歩１５分
・京成千葉中央駅より徒歩５分
・モノレール葭川公園駅より３５０ｍ（徒歩４分）

稲毛
保健福祉センター

第二種
住居地域

・国道１２６号に近接し、自家用車でのアクセスは良い
・ＪＲ稲毛駅よりバスで穴川十字路下車徒歩５分
・モノレール穴川駅より徒歩７分、または天台駅より徒歩１０分

若葉
保健福祉センター

第一種
住居地域

・ＪＲ都賀駅、モノレール都賀駅から徒歩１０分
・モノレール桜木駅から徒歩１０分

継続
（計画的保

全）

■平成２９年度　収支（委託事業者） （単位：千円） ■平成２９年度　支出内訳（委託事業者） （単位：千円）

割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合

23,394 100% 26,938 100% 13,248 100% 63,580 100% 18,024 100% 21,578 100% 9,089 100% 48,691 100%

18,024 77% 21,578 80% 9,089 69% 48,691 77% 人件費 17,744 98% 21,560 100% 9,024 99% 48,328 99%

5,370 23% 5,360 20% 4,159 31% 14,889 23% 光熱水費 280 2% 18 0% 65 1% 363 1%

収入
（市からの委託料）

支出

収支

合計中央 稲毛 若葉 合計

支出

中央 稲毛 若葉

評価番号 評価結果 方向性 理由

中央 ３０－２０

稲毛 ３０－２１

若葉 ３０－２２

施設名

・生活困窮者への包括的な支援を行う施設。
・モデル事業として支援を開始していたが、平成２７年の生活困窮者自立支援法の施行に合わせて本格
　実施となり、市内３カ所（中央、稲毛、若葉）に設置された。
・それぞれ保健福祉センター内に設置されている。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・以上のことから、計画的保全対象として、必要な保全を行い長寿命化を図る。

生活自立・仕事
相談センター

継続利用 計画的保全

（エ） 運営コスト 

  ・運営形態は委託である。 

   ※受託事業者：【中央】社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会、【稲毛】【若葉】企業組合労協船橋事業団 

  ・また、収支は以下のとおりである。支出のほぼ１００％が人件費となっている。 

   ※職員数（平成３０年度） ： 【中央】５人（常勤４、非常勤１）、【稲毛】６人（常勤５、非常勤１）、【若葉】４人（常勤４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 公共施設再配置 

・事務や相談対応スペースが必要であるものの、特別な設備を必要としないことから、他の施設 

 への移転を検討する余地がある。 

・ただし、生活自立・仕事相談センターは、各区の保健福祉センターや区役所にある自立・就労 

サポートセンターやふるさとハローワーク等との連携が必要であるため、保健福祉センターに 

配置されていた方が利用者の利便性も高いため、直ちに移転を検討する必要性は低い。 

 

オ 資産の立地特性 

  ・生活自立・仕事相談センターは、保健福祉センターに配置されており、いずれも利便性が高く、 

人口の集積した立地にあるため、公共・外部転用のポテンシャルは高い。 

   ・ただし、生活自立・仕事相談センター（中央）が配置されている中央保健福祉センターは、複合 

施設であるＱｉｂａｌｌ（きぼーる）に配置されており、Ｑｉｂａｌｌの建設には、一部、まち 

づくり交付金が交付されている。 

有償譲渡等の外部転用には、関東整備局の承認を要することから、活用の用途は限定的である。 

 

カ 総合評価結果 
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評価指標

対ベンチマーク

①　建物性能 ②　利用度 ③　運営コスト

○ － －

大分類 　学校教育施設

中分類 　その他教育施設

小分類 　給食センター

区分 大宮 新港

事業期間
平成１７年４月～
平成３２年３月

平成２２年１０月～
平成３７年９月

施設所有権
（Ｈ３０．４時点）

事業者 事業者

こてはし

平成２９年４月～
平成４４年３月

千葉市

ＢＴＯ方式

・民間事業者が施設を建設し、施設完成直後
　に市に所有権を移転
・民間事業者が管理・運営を行う方式

■注２　：　３センター　ＰＦＩ事業内容

・民間事業者が施設を建設し、管理・運営し、
　事業終了後に市に施設所有権を移転する
　方式

ＢＯＴ方式

事業内容

■学校給食センター　再編整備状況

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

大宮

新港

こてはし 稼働

若葉 廃止

塩田

稼働

稼働 廃止

稼働

稼働 休止 稼働

稼働 休止

１３ 教育施設（その他）   

（１）こてはし学校給食センター 

ア 分類（資産カルテ） 

   

 

 

イ データ評価結果 

    

 

  ・建物性能（残耐用年数３０年）課題なし。 

  ・類似施設（大宮学校給食センター、新港学校給食センター）はあるものの、本市が所有権を 

   持つ施設は本施設のみであることから、利用度及び運営コストの相対評価は実施しなかった。 

 

ウ 現用途の需要見通し 

（ア） 設立経緯 

・平成１２年度に学校給食センター再整備計画に基づき、４センター体制から３センター体制 

（大宮、新港、こてはし）に再編整備することが方針決定。 

・平成１７年度に大宮学校給食センター、平成２２年度に新港学校給食センターが整備された。 

 また、老朽化した若葉学校給食センターに代わる施設として、休止していたこてはし学校給食 

センターが再整備され平成２９年４月に供用開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 施設概要 

 ・本施設は市内１４校（生徒数６，９７１人（平成２９年５月現在））に対し、給食を提供して 

いる。 

   ・また、本市では市内５７校（中学校５５校、新宿小学校分教室（６年生）及び高等特別支援 

学校）に対し、３センター体制で給食を提供している。 

 なお、本市は、原則として、小・特別支援学校は自校方式（単独調理場）、中学校はセンター 

方式（共同調理場）で給食を提供している。 

   ・３センターは、ＰＦＩ方式により施設の整備及び運営・維持管理を行っており、事業期間は、 

それぞれ１５年間としている。 

   ・本施設のＰＦＩ事業内容は右記（注２、注３）のとおりであり、株式会社東洋食品等で構成 

される特別目的会社：株式会社千葉こてはし学校給食サービスが運営している。 

事業期間は平成４４（２０３２）年３月までとなっている。 

■注１　：　３センター概要

区分 大宮 新港 こてはし 備考

所在地 若葉区大宮町１０６８－２ 美浜区新港６２ 花見川区三角町７８２

面積
敷地　９，８４２㎡
延床　３，４７４㎡

敷地　６，６３５㎡
延床　４，５１１㎡

敷地　６，１６３㎡
延床　３，３４６㎡

最大
供給食数

１１，０００食／日 １０，０００食／日 ８，０００食／日 計２９，０００食／日

受持校
（Ｈ３０年度）

２３校 ２０校 １４校
新宿小分教室及び高等
特別支援学校を含む

最大
コンテナ数

８８台 ７８台 ６４台
１コンテナ当たり４学級
分の食缶等を収納し配送

■注３　：　こてはし学校給食センター　ＰＦＩ事業内容

事業者

事業期間

① 調理業務（下処理業務、配缶業務を含む）

② 配送・回収業務

③ 洗浄・廃棄物処理業務

④ 運営備品等更新業務（配送車を含む）

事業者
の収入

鹿島建設株式会社　：　施設建設業務全般
タニコー株式会社　：　調理機器の調達
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社　  　：　定期的な維持管理業務、施設保守管理業務、機械設備業務

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　：　フィナンシャルアドバイザリー業務

構成企業

主な業務

株式会社　千葉こてはし学校給食サービス（特別目的会社）（株式会社東洋食品　他）

平成２７年３月から平成４４（２０３２）年３月まで
（設計・建設２年、運営・維持管理１５年）

既存施設の解体、新施設の設計・建設業務、施設の維持管理業務、運営業務（学校給食に係る業務）

株式会社東洋食品　：　代表企業、給食調理、配送及び配送に付随する業務

本市が、事業者が実施する施設の維持管理及び運営の対価を、委託料として運営期間に
わたって事業者に支払う。委託料は物価変動に基づき、年に１回改定する。
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■平成２９年度　市の収支

H29年度 備考

717,552

給食事業費収入 373,639

その他 343,913 一般会計からの繰入

717,552

運営委託料 304,585

維持管理費 2,106 ＰＦＩモニタリング

人件費 34,169 非常勤・嘱託・臨時

使用料・賃借料
（その他）

21,663 一般会計から支出

消耗品費 384

その他 376,308 給食材料費等

市　負担分 ※ -21,663

※本施設に係る本市の持ち出し分

収入

支出

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
１０

月

１１

月

１２

月
１月 ２月 ３月

平均給食数 7,048 6,630 6,727 7,432 7,423 7,359 6,608 7,022 7,305 7,026 6,805 5,872

給食日数 15 20 22 9 2 20 16 20 15 16 19 14

0

5

10

15

20

25

0

2,000

4,000

6,000

8,000

（日）

（食／日）

平成２９年度 平均給食数(給食数／給食日数）

（ウ） 利用度 

 ・本施設の平成２９年度の稼働日数は１８８日であり、年間を通じた稼働割合※は７７％であった。 

  ※平日日数 年間２４５日（年末年始（１２月２９日～１月３日）、土日祝日を除いたもの） 

   １８８日÷２４５日＝７７％ 

 ・また、給食日の平均供給食数は６，８８８食／日で、最大供給食数８，０００食／日に対し８６％であった。 

 ・なお、将来的には人口減少及び少子高齢化の進展に伴う生徒等の減少により、必要食数の減少が見込まれる。 

本市全体で平成３０年度（２５，０２２食／日）をピークとして減少傾向が続き、平成５３（２０４１）年 

には必要食数が１７，８７０食／日となり３０％弱の減少が推計されている。 

・必要食数が減少した場合、現在の３センター体制では、施設利用の効率性が低下する。 

    

 

（エ） 運営コスト 

 ・本施設は委託事業であり、本市の運営コストの主な内容は、給食材料費や委託料である。 

 ・なお、平成２９年度の給食数は延べ１，２９４，８８１食であり、１食あたり５７１円※となる。 

  ※平成２９年度 支出７３９，２１５千円 ÷ １，２９４，８８１食 ＝ ５７１円／食 

    

エ 公共施設再配置 

 ・類似施設は大宮学校給食センターと新港学校給食センターである。 

 ・大宮給食センターについては、平成３２年３月には供用開始から１５年が経過するため、施設及び設備の老朽化への対応 

とＰＦＩ事業期間終了後の安定した給食運営の確保が課題となっている。 

・現時点における推計では、将来的な必要食数の減少は見込まれているものの、新港学校給食センターの法定耐用年数を 

迎える平成５３（２０４１）年においても現行の３センターの持つ供給能力が必要となっている。 

※２センター（新港・こてはし）に移行する場合、給食の配送や返却を行うコンテナ数を確保するため、稼働を継続する 

センターの大規模改造が必要となる見込みであるため 

  ・生徒数や建物の状況等を注視しつつ、他の２センター（大宮、新港）の改築時期には、センター全体を再度検討していく 

必要がある。 

  ・ただし、本施設は建物性能に課題がなく、利用度及び運営コストにも課題がないことから、再配置を検討する必要性は低い。 

 

オ 資産の立地特性 

 ・車両を用いた場合の立地や交通アクセスは良好。 

（国道１６号線沿い。モノレール「スポーツセンター」より京成バス「大日町入口」下車。） 

  ・用途地域は市街化調整区域。 

  ・既に民間企業により管理・運営されていることから、事業期間内は公共としての活用、外部転用のポテンシャルはない。 

 

カ 総合評価結果 

 

 

評価番号 評価結果 方向性 理由

３０－２３ 継続利用 計画的保全

・市内１４校に対し、給食を提供している施設。
・老朽化した若葉学校給食センターに代わる施設として、休止していたこてはし学校給食センターが再整備され平成２９年４月に
　供用開始した。
・本施設はＰＦＩ事業であり、事業期間は平成４４年３月までとなっている。
・利用度及び運営コストについては課題なしとなった。
・他の２センター（大宮、新港）の動向に注視が必要なものの、本施設は計画的保全対象として、必要な保全を行い長寿命化を図る。

⇒ ① 年間給食数    １，２９４，８８１食 

  ② 年間給食日数         １８８日 

  ③ 給食日の平均給食数  ６，８８８食／日 
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