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１．施設評価の目的 

本市では、将来にわたり安心・安全で真に必要な公共施設サービスを市民の皆さまに提供す

るため、平成 26年３月に策定した「公共施設マネジメント基本計画」（以下「基本計画」とい

う。）に基づき、品質、供給、財務の３つの視点から公共施設の現状を分析・評価（施設評価）

したうえで、「総量の最適化」と「質の向上（施設性能、施設機能、維持管理）」に向けたマネ

ジメントに取り組むことを目的として、平成 26年度から施設評価を実施しています。 

 

２．施設評価の進め方 

施設評価は、はじめに、品質（劣化状況など）、供給（サービスの適切さなど）、財務（収支

状況など）の３つの定量的な要素で評価（１次評価（基礎評価））します。次に、近隣施設や人

口動向などの定性的な要素を分析（２次評価）し、これらを踏まえて、建物と機能をそれぞれ

評価（３次評価（総合評価（案）））します。最後に、「総合評価（案）」に対するヒアリング等

を経て、最終の評価として「総合評価」を決定します。 

 

３．評価対象施設 

(1) 公共施設白書（平成 25年 12月作成）で整理した庁舎や公の施設などの建物系施設のうち、

インフラ系施設に属する公園等施設、上水道施設（水道庁舎は対象）、下水道施設、その他

施設の一部を除く施設を評価の対象（233施設）とします。（施設別分類表は参考資料のと

おり） 

(2) 平成 26 年度から平成 27 年度までの２年間で、（１）で対象とする全ての施設の総合評価

を実施します。 

(3) 平成 27年度は、全 233施設を総合評価しました。【表 1-1】 

 

表１－１ 平成 27年度施設評価施設一覧 

大分類 小分類 施設数 

事務庁舎施設 事務庁舎施設、事務庁舎施設（その他） ８ 

文化施設 文化施設、図書館、博物館等施設、博物館等施設（その他） ８ 

公民館等施設 公民館、地区集会所 38 

学校教育施設 小学校、中学校、学校給食施設、学校教育（その他） 25 

体育施設 
体育館、プール、陸上競技場、テニス場、野球場、体育施設（体
その他） 

12 

子育て支援施設 幼稚園、保育園、児童施設、放課後児童施設 18 

福祉保健施設 
総合福祉施設、障害者福祉施設、高齢者福祉施設、健康増進施設、
高齢者福祉施設（その他） 

12 

医療施設 医療施設、医療施設（その他） ２ 

市営住宅施設 市営住宅 11 

産業関連施設 観光施設、観光施設（その他）、商工施設、水産関連施設 13 

消防施設 消防署、消防団車庫・詰所 23 

防災関連施設 避難地倉庫、水防倉庫、自主防災倉庫、防災倉庫 55 

駐車場施設 駐車場施設、駐車場施設（その他） ５ 

その他施設 その他施設 ３ 

合計 233 
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４．施設評価の方法 

施設評価の方法は、次のとおりです。 

（１）１次評価（基礎評価） 

① １次評価（基礎評価）は、品質・供給・財務の視点から経営課題を把握するため、施設所

管課への公共施設実態調査（平成 25年度データ更新）の結果をもとに、資産経営課が管理

している公共施設経営システムを活用して評価します。 

② 評価指標は、表 2-1「１次評価指標一覧」に基づき、品質・供給・財務に関する定量的な要

素を評価した上で、ハード（品質）とソフト（供給・財務）の両面に着目して評価します。 

③ 基礎評価の結果は、Ａ（品質：平均点以上、供給・財務：平均点以上）、Ｂ（品質：平均点

未満、供給・財務：平均点以上）、Ｃ（品質：平均点以上、供給・財務：平均点未満）、Ｄ

（品質：平均点未満、供給・財務：平均点未満）とします。 

④ 基礎評価結果のイメージは、表 2-1のとおりです。 

 

表 2-1 １次評価指標一覧 

大項目 中項目 評価項目 

１．品質 

(1) 劣化度 築年数の偏差値化 

(2) 劣化度点数 実態調査に基づく劣化状況（×の個数を偏差値化） 

(3) 劣化度調査結果 劣化度調査結果の施設別の偏差値化（90施設が対象） 

２．供給 

(1) 利用量 利用者数等 

(2) １日当たり利用者数 １日当たりの利用者数 

(3) 利用者１人当たり面積 利用者１人当たりの面積 

(4) 利用率 貸出可能コマ数の利用割合 

(5) 定員充足率 定員に対する充足割合 

３．財務 

(1) 市負担額 年支出額－年収入額 

(2) 市負担額割合 市負担額÷支出額 

(3) 建物１㎡当たり市負担額 市負担額÷総延床面積 

(4) 利用者１人当たりの市負担額 市負担額÷利用量 

 

 

表 2-2：基礎評価の分類表 

Ｂ 
品質 

供給・財務 

：平均点未満 

：平均点以上 
Ａ 

品質 

供給・財務 

：平均点以上 

：平均点以上 

「財務・供給（ソフト）」の評価は高い

ものの、「品質（ハード）」の評価が低

い施設 

「財務・供給（ソフト）」と「品質（ハ

ード）」の評価がいずれも高い施設 

Ｄ 
品質 

供給・財務 

：平均点未満 

：平均点未満 
Ｃ 

品質 

供給・財務 

：平均点以上 

：平均点未満 

「財務・供給（ソフト）」と「品質（ハ

ード）」の評価がいずれも低い施設 

「品質（ハード）」の評価が高いもの

の、「財務・供給（ソフト）」の評価が

低い施設 

  

「供
給
・財
務
（ソ
フ
ト
）」 

 

「品質（ハード）」 偏差値が低い 偏差値が高い 

偏差値が高い 

  ※施設用途に応じ、該当しない項目があります。※２（４）は幼稚園、保育園、放課後児童クラブ、市営住宅のみ 
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（２）２次評価（基礎評価及び定性的な要素の分析） 

施設所管課において、１次評価に勘案されていない定性的な要素（公共性、有効性、代替性）

について、表３「２次評価指標一覧」の評価項目について評価します。併せて、各評価に対す

る課題に対し、具体的な方向性を立案します。 

 

表３：２次評価指標一覧 

大項目 中項目 評価項目 

１． 公共性 

(1) 公益性 

① 設置目的の意義が低下していないか 

② サービス内容が設置目的に即しているか 

③ 利用実態が設置目的に即しているか 

(2) 必需性 
① 市が自ら運営主体として関与すべき施設か 

② 法律等により設置が義務付けられている施設か 

２． 有効性 

(1) 利用度 
① 定員等に対する充足率はどうか 

② 今後の人口減少、少子高齢化を踏まえ、利用者数の見込みはどうか 

(2) 互換性 
① 施設の利用実態から利用圏域はどうか 

② 利用圏域の中で、同種、同類の施設は存在するか 

３．代替性 
民間参入の

可能性 

① 民営化が可能な施設か 

② 管理運営において、民間事業者のノウハウが活用できる施設か 

③ 民間施設等を活用した利用補助等の新たな代替施策で対応できるか 
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（３）３次評価（総合評価（案）の立案） 

１次評価及び２次評価を踏まえ、建物と機能をそれぞれ表４「「建物の評価」及び「機能の評

価」の総合評価（案）の区分とその定義」に基づき評価した「総合評価（案）」を立案します。

併せて、「総量の最適化」（建物）及び「質の向上」（機能）の課題に対し、具体的な方向性を立

案します。 

 

表４：「建物の評価」及び「機能の評価」の総合評価（案）の区分とその定義 

区分 基準の評価 評価の意味 

１．建物の評価 

（「総量の最適化」

の視点） 

(1) 現状維持 ４～６年程度、現状どおり 

(2) 再編 ５年以内に、建物の再編に取り組む 

 
① 改修・更新 ５年以内に、大規模改修又は建替えに着手 

② 処分 ５年以内に、廃止又は民間等へ売却・譲渡・貸付 

２．機能の評価 

（「質の向上」の視

点） 

(1) 現状維持 ４～６年程度、現状どおり 

(2) 再編 ５年以内に、機能の再編に取り組む 

 ① 改善 
５年以内に、供給（利用者数や稼働率、サービス内容など）・

財務（管理経費や市負担額の削減など）を改善 

 ② 統合・集約 ５年以内に、他の施設と機能を統合・集約 

 ③ 廃止 ５年以内に、廃止 

 

（４）３次評価（総合評価（案）の決定） 

（３）で施設所管課が立案した「総合評価（案）」について、施設評価ヒアリング（資産経営

課➡検討委員会）において、「総合評価（案）」を決定します。 

資産経営課との施設評価ヒアリングは、公共施設実態調査を作成した施設所管課単位で実施

します。 

 

（５）「総合評価」の決定 

公共施設マネジメント対策本部において総合評価を決定し、市ホームページなどを活用し評

価結果を公表します。 

また、「総合評価」の結果を踏まえ、継続して保有する施設は、施設評価の結果に基づき、品

質（建物の保全、長寿命化など）・供給（利用量アップ）・財務（市負担額の削減）の適正化に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

５．総合評価の結果 

  平成 27 年度に実施した 233 施設の総合評価の結果、76 施設が建物の再編（改修・更新、処分）や

機能の再編（改善、統合・集約、廃止）の必要があるとの評価となりました。 

 

  ■総合評価の総括表 

建物評価→ 
現状維持 

再編 

（改修・更新） 

再編 

（処分） 
建物評価合計 

↓機能評価 

現状維持 157 13 ０ 170 

再編 

（改善） 
26 ６ 13 45 

再編 

（統合・集約） 
４ ９ ２ 15 

再編 

（廃止） 
０ ０ ３ ３ 

機能評価合計 187 28 18 233 

 

【建物評価の説明】 

現状維持 
今後５年間程度は、既存の施設を現状の規模のまま維持し、必要な修繕等を行

いながらサービスを提供する。 

再編 

（改修・更新） 

既存の施設を継続的に利用するが、利用状況等を踏まえ、大規模改修や建替え

により規模を縮小・拡大する。あるいは、用途変更などのため大規模な模様替

えを行う。 

・今後５年間に改修・更新の工事を行う必要がある。 

・今後 10 年以内に工事を行う必要があり、今後５年間でその具体的な取組

み内容を決定する。 

再編 

（処分） 

 

利用状況や老朽化の状況を踏まえ、今後５年以内に次の措置をとる。 

(ア) 施設を廃止（解体）する。 

(イ) 施設全体を他の用途に転用する。※建物の継続使用が可能（大規模改修

は不要）な場合に限る。 

(ウ) 民間へ譲渡（売却）又は賃貸する。 

(エ) 利用が地域に限定している場合、地域へ移譲する。 

【機能評価の説明】 

 

現状維持 今後５年間は既存の機能（サービス）を維持する。 

再編 

（改善） 

供給（利用者数や稼働率、サービス内容など）、財務（管理経費や市負担額）を

踏まえると、改善が必要であり、今後５年間にその具体的な取組みを行う。 

再編 

（統合・集約） 

(ア) 同じ施設分類で同様のサービスを提供する施設同士で機能の統廃合を実

施する。【統廃合】 

(イ) 施設分類が異なるが施設同士で機能の複合化により集約化する。【集約化】 

(ウ) 施設分類が異なるが同様のサービスを提供する施設のうち、供用が可能な

建物やスペースを複合化により共用する。【共用化】 

(エ) 施設が比較的新しくスペースに余裕がある場合に、古い施設の機能を取り

入れて多目的化する。【多目的化】 

再編 

（廃止） 

設置目的や利用状況、収支状況等を踏まえ、機能を廃止する。（機能の移転先

が明確な場合は、廃止ではなく、「再編（統合・集約）」とする。） 
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■総合評価が再編の評価となった施設 

【機能：現状維持、建物：再編（改修・更新）】 13施設 

 1 東益津小学校 

 2 焼津西小学校 

 3 港小学校 

 4 大富小学校 

 5 小川小学校 

 6 大村中学校 

 7 港中学校 

 8 大井川中学校 

 9 豊田中学校 

 10 大富中学校 

 11 市立静浜幼稚園 

 12 就労継続支援事業所 

 13 環境管理センター 

    

【機能：再編（改善）、建物：現状維持】 26施設 

 1 保健センター 

 2 大井川文化会館 

 3 焼津文化会館 

 4 大井川図書館 

 5 焼津図書館 

 6 ディスカバリーパーク焼津(天文科学館） 

 7 歴史民俗資料館 

 8 小泉八雲記念館 

 9 港公民館 

 10 焼津公民館 

 11 小川公民館 

 12 大富公民館 

 13 大井川公民館 

 14 大村公民館 

 15 東益津公民館 

 16 保福島体育館 

 17 大井川体育館 

 18 総合グラウンドテニス場 

 19 焼津球場 

 20 東益津幼稚園 

 21 大井川東放課後児童クラブ 

 22 駿河湾深層水体験施設（アクアスやいづ） 
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 23 地域産物販売提供施設（うみえ－る焼津） 

 24 商工業研修センター 

 25 深層水ミュージアム 

 26 深層水脱塩施設 

    

【機能：再編（改善）、建物：再編（改修・更新）】 ６施設 

 1 和田公民館 

 2 豊田公民館 

 3 大島体育館 

 4 総合体育館 

 5 市立静浜幼稚園下藤分園 

 6 市立総合病院 

    

【機能：再編（改善）、建物：再編（再編・処分）】 13施設 

 1 宮島会館 

 2 利右衛門地区集落センター 

 3 高新田第４地区学習等供用施設 

 4 上小杉第３地区学習等供用施設 

 5 上泉地区学習等供用施設 

 6 下江留学習等供用施設 

 7 鍛冶島公会堂（２１自治会） 

 8 惣右衛門下公会堂 

 9 藤守地区学習等供用施設 

 10 さつき会館 

 11 富士見会館敷地 

 12 飯淵テニス場 

 13 生きがいと創造事業（竹工芸作業所） 

    

【機能：再編（統合・集約）、建物：現状維持】 ４施設 

 1 アトレ庁舎 

 2 焼津中学校 

 3 大井川陸上競技場管理棟 

 4 陶芸センター 

    

【機能：再編（統合・集約）、建物：再編（改修・更新）】 ９施設 

 1 庁舎 

 2 大井川庁舎 

 3 焼津東小学校 

 4 焼津南小学校 
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 5 和田小学校 

 6 和田中学校 

 7 給食センター 

 8 焼津陸上競技場 

 9 生活支援センター 

    

【機能：再編（統合・集約）、建物：再編（処分）】 ２施設 

 1 焼津体育館 

 2 道路河川維持事務所 

    

【機能：再編（廃止）、建物：再編（処分）】 ３施設 

 1 大井川保健相談センター 

 2 避難地倉庫（小川公民館） ※H26解体済み 

 3 本町５丁目共同駐車場 

 

５．施設評価後の対応 

施設評価において「再編」と判定された施設については、下表「施設評価（総合評価）後の対

応のイメージ」のように、今後５年以内の対応方策、スケジュール等を施設所管課において立案

し、平成 26年度末を目途に作成する「第１期公共施設再編プラン」及び「第１期（前期）個別再

編プラン」に位置づけ、計画的に取り組みます。 

なお、今年度、総合評価を行う施設以外については、３次評価を参考として「第１期公共施設

再編プラン」で施設用途別の課題整理や方針を立案することとします。 

 

施設評価（総合評価）後の対応のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．建物の評価 (1)現状維持 

(2)再編（改修・更新） 

(3)再編（処分） 

２．機能の評価 (1)現状維持 

(2)再編（改善） 

(3)再編（統合・集約） 

(4)再編（廃止） 

保全計画 

第１期再編プラン 

連携 


