
沼津市公共施設沼津市公共施設沼津市公共施設沼津市公共施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント計画計画計画計画のののの柱柱柱柱（（（（想定想定想定想定））））    

 

 

公共施設公共施設公共施設公共施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント    ＝＝＝＝    将来将来将来将来をををを見据見据見据見据えたえたえたえた公共施設公共施設公共施設公共施設のののの最適化最適化最適化最適化    

 

 

○サービスの最適化の視点 

 施設の多機能化・複合化 

 民間事業者を含めた最適なサービスの検討 

 

○量の最適化の視点 

 施設総量の削減（数値化） 

 新規施設の抑制 

 需要に合わせた施設の縮小・廃止 

 

○コストの最適化の視点 

 民間資金を活用した施設整備・運営 

未利用資産の有効活用 

 施設稼働率の向上 

受益者負担の見直し 

  

○性能の最適化の視点 

 施設の長寿命化 

 省エネやユニバーサルデザインに配慮した施設整備 

 

 



アンケート実施概要 

 

 

問問問問1 1 1 1     あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身のことについてのことについてのことについてのことについて、、、、おおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつにににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

 

（１）【性別】 

１．男性 ２．女性 

 

（２）【年齢】 

１．１０歳代    ２．２０歳代    ３．３０歳代    ４．４０歳代    ５．５０歳代 

６．６０歳代    ７．７０歳以上 

 

（３）【お住まいの地域】  

１．西部地域（原・浮島・愛鷹）       ２．東部地域（金岡・大岡・門池）     

３．中央西地域（今沢・片浜・第二）    ４．中央地域（第一・第五） 

５．中央南地域（第三・第四・大平）    ６．南部地域（静浦・内浦・西浦・戸田） 

 

（４）【世帯構成】 

１．単身                              ２．夫婦のみ     

３．２世代（年齢が最も低い子が中学生以下）       ４．２世代（選択肢３以外） 

５．３世代以上（年齢が最も低い子が中学生以下）    ６．３世代以上（選択肢５以外）                        

７．その他（                                               ） 

 

（５）【職業】 

１．自営業     ２．勤め人     ３．パート・アルバイト     ４．学生     

５．無職（専業主婦・主夫、年金生活など）     ６．その他（                     ） 

 

概要        

調査の目的    沼津市の公共施設について、現状に対する市民の理解度や利用頻度、将来

の公共施設のあり方を明らかにする 

実施時期    配布・回収：平成28年２月（予定） ※本審議会後に実施 

第２回審議会にて結果をご報告 

対象者    市内在住者から市にて無作為抽出 

発送数    3,000人程度 

調査方法    郵送による発送及び回収 

回答方法 「本市における公共施設の現状について」をご覧いただいた上で回答 



問問問問2 2 2 2     あなたはあなたはあなたはあなたは公共施設公共施設公共施設公共施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの取取取取りりりり組組組組みみみみにににに対対対対してしてしてして関心関心関心関心がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつにににに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、理由理由理由理由

もももも記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

１．関心がある 

（理由：                                                  ） 

２．関心がない 

   （理由：                                                  ） 

 

問問問問3 3 3 3     あなたあなたあなたあなたのこののこののこののこの１１１１年間年間年間年間のののの公共施設公共施設公共施設公共施設のののの利用利用利用利用状況状況状況状況ににににつつつついていていていて、、、、次次次次のののの表表表表のののの施設分類施設分類施設分類施設分類ごとごとごとごとにににに該当該当該当該当するするするする欄欄欄欄１１１１つつつつにににに○○○○をつけをつけをつけをつけ

てくださいてくださいてくださいてください。。。。なおなおなおなお、「、「、「、「ほとんどほとんどほとんどほとんど利用利用利用利用しなかったしなかったしなかったしなかった」」」」をををを選選選選んだものについてはんだものについてはんだものについてはんだものについては、、、、そのそのそのその主主主主なななな理由理由理由理由をををを次次次次のののの①①①①～～～～④④④④のののの中中中中からからからから

1111つつつつ選選選選んでんでんでんで理由欄理由欄理由欄理由欄にににに記入記入記入記入してしてしてしてくださいくださいくださいください。。。。    

ほとんど利用しなかった理由 

①利用する機会がなかった    ②設備・サービスに魅力がない    ③施設を知らなかった    ④その他 

 

施設分類 （施設例） 

よ く 利 用

した 

と き ど き

利用した 

ほ と ん ど

利 用 し な

かった 

理由 

１ コミュニティ施設 （地区センター）     

２ 学校教育施設 （小学校、中学校、市立高校等）     

３ 社会教育施設 （図書館、博物館等）     

４ 文化施設 （市民文化センター、キラメッセぬまづ）     

５ 歴史施設 （御用邸記念公園、原帯笑園、松城邸）     

６ 子育て施設（保育所、幼稚園、子育て支援センター等）     

７ 高齢者福祉施設 （老人福祉センター、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等）     

８ その他福祉施設（ぬまづ健康福祉プラザ、千本プラザ等）     

９ 医療施設 （市立病院、戸田診療所、夜間救急医療センター）     

10 保健施設 （保健センター）     

11 

屋内スポーツ施設 （市民体育館、プール、武道場） 

※学校施設を除く 

    

12 屋外スポーツ施設 （市営野球場、愛鷹テニスコート）     

13 観光施設 （水門展望施設びゅうお、道の駅くるら戸田）     

14 その他産業施設 （海水浴場、キャンプ場、少年自然の家等）     

15 庁舎施設 （市庁舎、市民窓口事務所等）     

16 駐輪場施設 （沼津駅周辺の駐輪場）     



問問問問4 4 4 4     沼津市沼津市沼津市沼津市におけるにおけるにおけるにおける公共施設公共施設公共施設公共施設マネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメント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ることでめることでめることでめることで、、、、どのようなまちになってほしいとどのようなまちになってほしいとどのようなまちになってほしいとどのようなまちになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

あなたのあなたのあなたのあなたの考考考考えにえにえにえに近近近近いものをいものをいものをいものを３３３３つつつつ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

１．環境にやさしいまち（環境への配慮） 

２．安全・安心で快適に暮らせるまち（災害への対応） 

３．あたたかさに満ちた親切なまち（地域コミュニティの推進） 

４．夢ある人を育てるまち（子育て支援） 

５．生涯いきいき暮らせるまち（保健・医療・スポーツの推進） 

６．心のかよい支え合いのまち（福祉の充実） 

７．魅力あるにぎわいのまち（魅力の発信） 

８．活力あふれるまち（商業、サービス等の振興） 

９．静岡県東部地域を牽引するまち（広域連携） 

10．その他（                                                ） 

    

問問問問5 5 5 5     あなたはあなたはあなたはあなたは沼津市沼津市沼津市沼津市におけるにおけるにおけるにおける公共施設公共施設公共施設公共施設のののの数数数数やサービスのやサービスのやサービスのやサービスの内容内容内容内容にににについてどうついてどうついてどうついてどう思思思思いますいますいますいますかかかか。。。。施設施設施設施設分類分類分類分類ごとにごとにごとにごとに数数数数とサとサとサとサ

ービスのービスのービスのービスの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、最最最最もももも近近近近いものをいものをいものをいものをそれぞれそれぞれそれぞれそれぞれ１１１１つつつつずつずつずつずつ選選選選んでんでんでんで該当該当該当該当するするするする欄欄欄欄にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

施設分類 

施設の数について サービスの内容について 

多い 適正 少ない 満足 

やや 

満足 

やや 

不満 

不満 

利用した

ことがない 

１ コミュニティ施設         

２ 学校教育施設         

３ 社会教育施設         

４ 文化施設         

５ 歴史施設         

６ 子育て施設         

７ 高齢者福祉施設         

８ その他福祉施設         

９ 医療施設         

10 保健施設         

11 屋内スポーツ施設         

12 屋外スポーツ施設         

13 観光施設         

14 その他産業施設         

15 庁舎施設         

16 駐輪場施設         



問問問問6 6 6 6     今後今後今後今後、、、、人口減人口減人口減人口減少少少少やややや少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化がががが進進進進むむむむとととと想定想定想定想定されるされるされるされる中中中中でででで、、、、将来将来将来将来のののの市民市民市民市民ニーズにニーズにニーズにニーズに対応対応対応対応させつつさせつつさせつつさせつつ効率的効率的効率的効率的なななな公共公共公共公共

施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを行行行行うためにはうためにはうためにはうためには、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら良良良良いといといといと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。次次次次のののの考考考考ええええ方方方方ごとにごとにごとにごとにあなたのあなたのあなたのあなたの意見意見意見意見にににに最最最最もももも近近近近いものいものいものいものをををを

1111つつつつ選選選選んでんでんでんで該当該当該当該当するするするする欄欄欄欄にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

考え方 賛成 

どちらかと 

いえば賛成 

どちらかと 

いえば反対 

反対 

１．利用率の低い施設は縮小・廃止する     

２．同種のサービスを提供する民間施設が充足している施設は廃

止する 

    

３．施設内の余剰スペースに他の機能を受入れるなど、既存施

設の有効活用を図る 

    

４．施設整備をするときは、2つ以上の施設を複合化する     

５．施設整備には、民間の資金やノウハウを積極的に活用する     

６．市で施設整備するのではなく、民間施設を貸借する     

７．適切な修繕をすることで、今ある施設をできるだけ長く利用す

る 

    

                                         

問問問問7 7 7 7     将来将来将来将来のののの沼津市沼津市沼津市沼津市のののの姿姿姿姿をををを見据見据見据見据ええええたたたた中中中中でででで、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは公共施設公共施設公共施設公共施設のののの優先度優先度優先度優先度をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。規模規模規模規模のののの縮小縮小縮小縮小またまたまたまた

はははは廃止廃止廃止廃止をしてもよいをしてもよいをしてもよいをしてもよいとととと考考考考えるえるえるえる施設分類施設分類施設分類施設分類をををを５５５５つまでつまでつまでつまで選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号をををを記入記入記入記入ししししてくださいてくださいてくださいてください。。。。    

施設分類（具体的な施設例については問３をご覧ください。） 

１ コミュニティ施設 ５ 歴史的施設 ９ 医療施設 13 観光施設 

２ 学校教育施設 ６ 子育て施設 10 保健施設 14 その他産業施設 

３ 社会教育施設 ７ 高齢者福祉施設 11 屋内スポーツ施設 15 庁舎施設 

４ 文化施設 ８ その他福祉施設 12 屋外スポーツ施設 16 駐輪場施設 

 

 

 

問問問問8 8 8 8     将来将来将来将来のののの沼津市沼津市沼津市沼津市のののの姿姿姿姿をををを見据見据見据見据えたえたえたえた中中中中でででで、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは公共施設公共施設公共施設公共施設のののの

※※※※

広域整備広域整備広域整備広域整備についてについてについてについてどのようにどのようにどのようにどのように考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。広域広域広域広域

整備整備整備整備することがすることがすることがすることが望望望望ましいましいましいましいとととと考考考考えるえるえるえる施設分類施設分類施設分類施設分類をををを問問問問７７７７のののの施設分類施設分類施設分類施設分類からからからから５５５５つまでつまでつまでつまで選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号をををを記入記入記入記入してしてしてしてくださいくださいくださいください。。。。    

※広域整備とは、近隣市町と連携して市町の区域にとらわれない広域の施設として整備することです。 

 

 

 

問問問問9 9 9 9     公共施設公共施設公共施設公共施設のののの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るるる上上上上でででで、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは公共移設公共移設公共移設公共移設のののの複合化複合化複合化複合化についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。複合化複合化複合化複合化するするするする

ことがことがことがことが望望望望ましいましいましいましいとととと考考考考えるえるえるえる施設分類施設分類施設分類施設分類をををを問問問問７７７７のののの施設分類施設分類施設分類施設分類からからからから５５５５つまでつまでつまでつまで選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号をををを記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

 

 

 

     

     

     

     



 

問問問問10 10 10 10     現在沼津市現在沼津市現在沼津市現在沼津市ではではではでは、、、、一部一部一部一部のののの公共施公共施公共施公共施設設設設のののの運営運営運営運営においてにおいてにおいてにおいて

※※※※

指定指定指定指定管理者制度管理者制度管理者制度管理者制度やややや業務委託業務委託業務委託業務委託をををを導入導入導入導入しししし、、、、民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者

のノウハウやアイディアをのノウハウやアイディアをのノウハウやアイディアをのノウハウやアイディアを活用活用活用活用ししししてててて運営経費運営経費運営経費運営経費のののの削減等削減等削減等削減等をををを行行行行っていっていっていっていますますますます。。。。今後今後今後今後、、、、さらにさらにさらにさらに民間資金民間資金民間資金民間資金をををを活用活用活用活用したしたしたした施施施施

設運営設運営設運営設運営をををを導入導入導入導入することすることすることすることについてどうについてどうについてどうについてどう思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの意見意見意見意見にににに最最最最もももも近近近近いものをいものをいものをいものを１１１１つつつつ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつをつをつをつ

けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。    

１．積極的に導入を進めた方が良い 

２．サービスが向上するのであれば導入を進めた方が良い 

３．導入する施設を限定して、最小限にとどめた方が良い 

４．公共施設に関することは民間事業者には任せず、すべて市が行う方が良い 

５．その他（                              ） 

※指定管理者制度とは、公共施設の管理運営を、市が指定する民間事業者（民間企業・ＮＰＯ等）に代行させ

ることができる制度です。代行する民間事業者の創意工夫により、市民へのサービス向上と経費の削減を図

ることが可能となります。 

（沼津市では、コミュニティ施設、文化施設、高齢者福祉施設など47施設（平成27年4月1日現在）で指定

管理者制度を導入しています。） 

 

問問問問11 11 11 11     本市本市本市本市にはにはにはには、、、、小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校化化化化によりによりによりにより閉校閉校閉校閉校したしたしたした小中学校小中学校小中学校小中学校などなどなどなど、、、、施設施設施設施設のののの統合等統合等統合等統合等によりによりによりにより使使使使わなくなったわなくなったわなくなったわなくなった土地土地土地土地やややや建物建物建物建物がががが

ありますありますありますあります。。。。これらこれらこれらこれら未利用未利用未利用未利用のののの土地土地土地土地・・・・建物建物建物建物のののの活用活用活用活用についてについてについてについて、、、、あなたはあなたはあなたはあなたはどのようにどのようにどのようにどのように考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。次次次次のののの考考考考ええええ方方方方ごとにごとにごとにごとに

あなたのあなたのあなたのあなたの意見意見意見意見にににに最最最最もももも近近近近いものをいものをいものをいものを１１１１つつつつ選選選選んでんでんでんで該当該当該当該当するするするする欄欄欄欄にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

考え方 賛成 

どちらかと 

いえば賛成 

どちらかと 

いえば反対 

反対 

１．市で活用する見込みの有無にかかわらず、未利用の土地・建

物は、積極的に民間に売却する 

    

２．市で活用する見込みのない未利用の土地・建物は、積極的に

民間に売却する 

    

３．将来的に市で活用する予定の未利用の土地・建物は、それま

での間、積極的に民間に貸し付ける 

    

４．未利用の土地・建物であっても民間への売却や貸し付けは行

わず、将来の公共目的での利用に備える 

    

 

問問問問12 12 12 12     そのそのそのその他他他他、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート内容内容内容内容やややや公共施設公共施設公共施設公共施設にににに関関関関するするするする市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、ごごごご意見等意見等意見等意見等ございましたらごございましたらごございましたらごございましたらご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設分類    主要施設 

Ⅰ

 

一

般

施

設

 

市民利用施設 

(1)コミュニティ施設 (25 施設) 地区センター等 

(2)学校教育施設 (70 施設) 小学校、中学校、市立高校、看護専門学校等 

(3)社会教育・文化施設 (14 施設) 

社会教育施設（図書館、博物館等） 

文化施設（市民文化センター、キラメッセぬまづ） 

歴史施設（御用邸記念公園、原帯笑園、松城邸） 

(4)子育て施設 (45 施設) 保育所、幼稚園、子育て支援センター、放課後児童クラブ等 

(5)福祉施設 (15 施設) 

高齢者福祉施設（老人福祉センター、デイサービスセンター等） 

その他福祉施設（ぬまづ健康福祉プラザ、千本プラザ等） 

(6)医療・保健施設(5 施設) 

医療施設（市立病院、戸田診療所、夜間救急医療センター） 

保健施設（保健センター） 

(7)スポーツ・レクリエーション施設 (16 施設) 

屋内スポーツ施設（市民体育館、プール、武道場）※学校施設を除く 

屋外スポーツ施設（市営野球場、愛鷹テニスコート） 

観光施設（水門展望施設びゅうお、道の駅くるら戸田） 

その他ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設（キャンプ場、海水浴場、少年自然の家等） 

(8)住宅等 (33 施設) 市営住宅、職員住宅、医師住宅等 

(9)その他市民利用施設 (6 施設) 香貫駐車場、沼津駅周辺の駐輪場、斎場等 

行政系施設 

(10)庁舎施設 (16 施設) 市庁舎、市民窓口事務所等 

(11)消防施設 (56 施設) 消防庁舎、分遣所、消防団詰所、コミュニティ防災センター等 

(12)その他行政系施設 (12 施設) 倉庫等 

Ⅱ プラント系施設 (13)プラント施設 (5 施設) 清掃プラント、衛生プラント等 

Ⅲ インフラ系施設 

(14)都市公園施設 (5 施設) 公園管理棟 

(15)上下水道施設 (13 施設) 水道部庁舎、送水管理センター、浄化センター等 

Ⅳ 機能廃止予定施設 (16)機能廃止予定施設 (14 施設) 旧小学校、旧中学校、旧分遣所等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆保有施設の概要 

本市が保有する施設の概要は、次のとおりです。 
 

本本本本市における市における市における市における公共施設公共施設公共施設公共施設のののの現状現状現状現状についてについてについてについて    

  

○延床面積の状況 

 本市が保有する 350 施設の
総延床面積は、約 73 万㎡とな
っており、学校教育施設、住宅
等で約６割を占めています。 

分類別の延床面積 

◆公共施設数と分類 ※平成 27 年 3 月現在の情報です。 

本市が保有する庁舎や学校などの建築物からなる施設（ハコモノ施設）350 施設 833 棟を、施設の設置目的や機能により、 
以下のように分類しました。 

※⺠間建物の⼀部を借⽤している施設や、仮設事務所なども含みます。 

※公衆トイレやポンプ小屋等の比較的面積の小さい単体の施設や、道路や橋梁、上下水道管等のインフラ施設は除きます。 

全国の⼈⼝問題を研究している国⽴社会保障・⼈
⼝問題研究（社⼈研）が公表した将来⼈⼝予測では、
現在約 1 億 2 千万⼈である日本国の⼈⼝は 40 年後
には、約 25％減少し、約 9 千 2 百万⼈となること
が推計されています。 
 本市においても、平成 52 年には、現在の約 20 
万⼈から約 14 万 5 千⼈に減少するとともに、少 
⼦⾼齢化の状況が進⾏し、公共施設の利⽤需要が 
変化していくことが予想されています。 

◆公共施設を取り巻く社会情勢    

 

 

１ 

平成 27 年 12 月 

本市の将来人口予測 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、全ての施設をそのまま維持するためには多額の費⽤を要することが想定され、また、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化などに伴い
変化する利⽤需要に的確に対応するため、公共施設の量やコスト、サービス、性能を最適化する、いわゆる「公共施設マネジメ
ント」の取り組みを進めていかなければなりません。 

○建築年の状況 

棟ごとの建築年数をみると、特
に築 31 年から 45 年の建物が多
く、全体の 46％を占めています。 

特に、学校教育施設と社会教
育・文化施設は、築 31 年以上の
建物が約７割を占めています。 

 ⼀方、将来的に現施設をそのまま維持・更新するためのコストを、
総務省が⽰している「公共施設等更新費⽤算出ソフト」の考え方に
基づき、大規模改修を築 30 年、更新を築 60 年で⾏うものとし、施
設の⽤途ごとに単価を設定して算出しました。 
 

現時点で、既に大規模改修や更新をすべき時期が経過してしまっ
た積み残し費が約 147 億円分あります。この積み残しを当初 10 年
で⾏うものとし、現在の規模を維持したまま全ての施設を大規模改
修・更新すると、平成 29 年から 30 年間にかかる将来コストは、年
間平均で約 53億円と試算されました。 
 

※試算結果には、歴史的施設・機能廃止予定施設・上下水道や病
院などの企業会計施設は除いています。 

 今後 30 年間にかかる維持・更新コストの推計 

建築年別の棟数 

全棟割合 
分類別の築年数の割合 

44.044.044.044.0    

○建物の維持・更新コスト（大規模改修費、更新費の試算） 

まず、平成 23 年度から平成 25 年度の過去 3 年間にかけてきた建設・維持関連経費は年間平均で約 44 億円でしたが、そのうち、キラメッセ
ぬまづや門池地区センター等の新規施設の建設にかけた経費の約 18 億円を除くと、既存施設の維持や更新にかけた経費は年間平均で約 26 億
円という状況でした。 
 

維持・更新費 

約２６億円／年 

過去３年の維持・更新コスト 
（億円） 

(億円)

期　間

年平均の

将来コスト

平成29～33年 30

平成34～38年 45

平成39～43年 47

平成44～48年 73

平成49～53年 55

平成54～58年 71

年平均 53535353

２ 

過去 3 年にかけてきた経費 約２６億円／年 

今後 30 年間に必要な経費 約５３億円／年 

差額  

約２７億円／年 



公共施設公共施設公共施設公共施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント計画策定計画策定計画策定計画策定スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））

全体方針の検討 公表

総務省報告総務省報告総務省報告総務省報告

計画作成計画作成計画作成計画作成

施設用途別方針の検討

発送 回収 集計・分析

広報（公募） 市内１箇所３回実施

広報 実施（30日間）

審議会審議会

１月 ２月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

市民

意見

の

把握

計画

策定

市民

ワークショップ

施設用途別

方針策定

全体方針

策定

１月

公表

市民

アンケート

パブリック

コメント

平成２９年度

３月 ４月３月 ９月 １０月 １１月 １２月 ５月２月１２月

平成２８年度

パブコメ結果を反映

H27/1H27/1H27/1H27/1回目回目回目回目 H28/1H28/1H28/1H28/1回目回目回目回目 H28/2H28/2H28/2H28/2回目回目回目回目 H28/3H28/3H28/3H28/3回目回目回目回目

状況説明

課題の整理

基本方針の柱（案）

市民アンケート項目の検討

今後の流れ

追加調査事項の分析

市民アンケート報告

基本方針（案）の審議

ワークショップ（案）の考え方

ワークショップ結果報告

施設分類別の分析状況と方針検討

マネジメント計画（案）の策定審議

マネジメント計画（案）の最終調整

市長への答申
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