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佐久市公共施設等総合管理計画【素々案（概要）】 

 

１ 位置付け 

 既存の「佐久市公共施設白書」、「佐久市公

共施設マネジメント基本方針」、「佐久市公共

施設白書～公営企業編～」に加え、「佐久市

公共施設最適化推進方針」を合わせ、「佐久

市公共施設等総合管理計画」と位置付けま

す。 

 

 

 

 

２ 公共施設等に関する状況 

 （１）人口の状況 

  ア 人口の推移 

本市の人口は、平成２７年の国勢調査時には、９９，３６８人となっており、平

成２２年の同調査では、１００，５５２人であったことから、比較すると微減傾向

（△１，１８４人、△１．１８％）にあります。 

 

  イ 今後の人口 

    平成２７年１０月に作成しました佐久市人口ビジョンでは、自然、社会動態を考

慮した総合的な人口推計として、平成７２年の総人口を８５，９７０人、生産年齢

人口を４５，３２７人、年少人口を１２，６９４人、高齢者人口を２７，９５０人

と見込んでいます。 

 

（２）財政の状況 

  ア 歳入の状況 

    地方税は微減傾向にありますが、合併特例措置による地方交付税の微増傾向が続

き、歳入全体としては、増加傾向でした。 

    しかし、今後の歳入については、合併特例措置が終了することから、人口の減少

と同様に減少傾向となることが想定され、自主財源の要である地方税の確保と新た

な自主財源の創出、また、地方交付税や国県の支出金などを有効に活用していくこ

とが、これまで以上に求められてきます。 

 

佐久市公共施設等総合管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐久市公共施設白書（更新） 

佐久市公共施設最適化推進方針 

佐久市公共施設白書～公営企業施設編～ 

（更新） 

佐久市公共施設マネジメント基本方針 

↓（一部改定） 

佐久市公共施設等総合管理計画基本方針 
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イ 歳出の状況 

扶助費については、平成２０年度以降も増加傾向が続くと見込まれます。また、

公共施設等の整備に係る投資的経費については、平均しますと９０億円程度となっ

ています。今後、人口減少による歳入の減少が見込まれ、他の経費と同様に、投資

的経費も縮減することが想定されます。 
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（３）公共施設等の状況 

  ア 公共施設等の整理 

区分 大分類 中分類 主な施設 

建築系 

公共施設 

行政系施設 庁舎等 本庁舎、支所、出張所、駒場仮事務所など 

市民文化系施設 

集会施設 
市民会館（公民館）、生涯学習センター、コミュニティセ

ンター、地区集会施設など 

文化施設 コスモホール、交流文化館浅科 

社会教育系施設 

資料館 

・博物館等 

近代美術館、五郎兵衛記念館、歴史の里であいの館、

望月歴史民俗資料館、天来記念館、天体観測施設、鎌

倉彫記念館、川村吾蔵記念館、旧中込学校資料館管

理棟など 

図書館 
中央図書館、臼田図書館、浅科図書館、望月図書館、

サングリモ中込図書館 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 
総合運動公園陸上競技場、各体育館、柔剣道場、弓道

場、屋内運動場、屋内ゲートボール場など 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 

・観光施設 
プラザ佐久、望月クラインガルテンなど 

保養施設 
国民宿舎もちづき荘、交流促進センターゆざわ荘、布

施温泉、穂の香乃湯など 

保健･福祉施設 

保健施設 佐久市保健センター、浅科保健センターなど 

障がい者福祉施設 佐久市療育センター、浅科ふれあいホームなど 

高齢者福祉施設 

浅科デイサービスセンター、望月総合支援センター、シ

ルバーランドきしの、シルバーランドみつい、あいとぴあ

臼田、結いの家など 

子育て支援施設 
保育所 保育園 

幼児・児童施設 児童館、子ども未来館 

学校教育系施設 
学校 小学校、中学校 

その他教育施設 給食センター 

市営住宅 市営住宅 
公営住宅・改良住宅・特定公共賃貸住宅・厚生住宅・そ

の他住宅 

産業系施設 産業系施設 

佐久高等職業訓練校、野沢商店街コミュニティセンタ

ー、道の駅ほっとぱーく浅科、望月土づくりセンター、望

月観音峯活性化センター、堆肥製産センター、うな沢処

分場など 

医療施設 医療施設 内山診療所、浅科診療所、布施診療所 

公園 公園 東屋など 

その他 その他 公衆トイレ、自転車置場、教員住宅など 

インフラ 道路 道路 市道、農道、林道 
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施設 橋りょう 橋りょう 橋りょう 

公営企業

会計施設 

国保浅間総合病院 国保浅間総合病院 浅間総合病院、鳴瀬診療所など 

下水道 下水道 下水管、下水道管理センターなど 

 

  イ 公共建築物の状況 

公営企業会計の施設

を除く公共建築物の延

床面積の構成比を見る

と、学校が最も多く、

次いで市営住宅で、両

施設で保有建築物の約

2分の 1を占めていま

す。 

 

  ウ インフラ施設の状況 

道路及び橋りょうも、更新費用等が財政的に大きな負担となることから、長寿命

化等により費用の平準化を図り、維持管理経費の増加を抑制する必要があります。 

 

【表◯ 道路（市道）】 

市道 

（一般道路） 

１級（幹線）市道 
実延長合計 200,600ｍ 

道路面積（道路部） 1,459,134㎡ 

２級（幹線）市道 
実延長合計 167,120ｍ 

道路面積（道路部） 1,082,938㎡ 

その他市道 
実延長合計 1,588,024ｍ 

道路面積（道路部） 6,135,503㎡ 

自転車歩行者道（市道） 
実延長合計 86,424ｍ 

道路面積（有効幅員） 260,183㎡ 

 

【表◯ 橋りょう】           【表◯ 農道・林道】 

 

 

 

 

 

 

農道 
実延長 34,949.70ｍ 

面 積 130,913.78㎡ 

林道 
実延長 235,446.00ｍ 

面 積 984,000.80㎡ 

実延長 8,991.8ｍ 

面 積 47,833.35㎡ 
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  エ 公営企業会計施設の状況 

公営企業会計は、国が定める基準内で、独立採算制により、施設の管理・運営を行

っています。今後の更新費用等に対応するため、健全経営を堅持するとともに、適切

な施設更新を可能とする中長期に渡る経営戦略等が必要となります。 

 

（４）公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る将来費用 

本市の保有する主な公共施設等には、公共建築物が延床面積約 43万㎡、道路が約

2,062km、橋梁が 732橋、農道・林道は約 270kmあります。 

これらの公共施設等について、今後 40年間にかかる改修・更新費用を試算した結

果、約 2,865.8億円となりました。40年間の更新費用の試算結果を平均すると、1年

あたり約 71.7億円となります。 

今後、人口の減少や少子高齢化が進み、扶助費など社会保障関連経費の増加が想定

される中、全ての公共施設を将来にわたり維持していくための経費を確保し続けて

いくことは、極めて難しい状況です。 

公共施設等の総合的な管理では、サービスの現況を検証し、削減を含む公共施設等

の適正化を進めるとともに、適正に管理運営する体制の構築と環境の整備が求めら

れます。 
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３ 公共施設等総合管理計画基本方針 

 （１）佐久市公共施設マネジメント基本方針との関係 

公共施設等に関する基本的な考え方として示した「佐久市公共施設マネジメント

基本方針」について、「佐久市公共施設等総合管理計画」の策定に合わせ、次のとお

り改め、公共施設等の総合的管理の実現のための取組を進めます。 

 

 （２）基本方針設定の考え方 

   すべての公共施設を維持し続けることは、財政的に困難であることから、今後、公

共施設等を総合的に管理するにあたっては、まず、公共施設におけるサービスと施設

を分けて考え、それぞれを適正化するよう、取り組むとともに、適切に管理運営する

体制の構築や公共施設等の総合的な管理を効率的に進めるための環境を整えていく

ことが必要となります。 

このような考え方を実現するため、「量的見直し」、「質的見直し」、「費用負担の見

直し」、「管理体制の見直し」を「４つの見直し」として基本方針の核に位置付け、そ

れぞれの見直しを実現するための取組方針を定めます。 

 

 （３）基本方針の体系 
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 （４）４つの見直しと取組方針 

  ① 量的見直し 

    すべての公共施設を現状の規模で更新することは、今後、難しいことを踏まえ、公

共施設の総量（数、規模など）を将来的に抑制していく必要があります。 

ただし、今後、新たな公共施設は一切整備しないということではありません。新た

な公共施設の整備でも、既存の施設の更新でも、市の持続的発展等のため、総合的な

判断がなされるためのプロセスが重要となってきます。 

    

ア 公共施設サービスの適正化 

  詳細な調査・分析を進め、他計画との整合しつつ、サービスと施設の適正化を図

り、「将来的に存続させる公共施設」、「見直しを行う公共施設」を分けて考えてい

くことが重要になります。 

  目標に向かい各所管課等で各施設における中長期的な検証を進め、統合や複合

化などの横断的な判断をし、実施計画等につなげるよう取り組んでいきます。 

 

イ 公共施設の複合化、多機能化 

  機能が異なるそれぞれの公共施設を複合化・多機能化することにより、トイレ、

廊下、駐車場などを共有でき、管理運営費の削減も可能となります。 

また、既存公共施設の有効活用等を総合的に勘案するとともに、新たな複合施設

の建設も視野に入れ、効果的に公共施設の総量を縮減していきます。 

公共施設の更新時には、将来における社会経済情勢や市民ニーズの変化にも対

応できるよう、容易に機能の転用が図れる構造とするなどの工夫を図ります。 

 

ウ 統廃合公共施設、低・未利用地の活用 

公共施設の利活用について、サービスの向上、管理運営の効率化などの視点から、

より有効な方法を検討していきます。 

行政内部での公共施設の転用や用地の活用など、利活用について検討します。 

利活用が難しい場合、地域住民や民間企業等による利活用の可能性を調査し、売

却、賃貸、継続保有等の取扱いを検討します。 

また、土地については、交換などによる借地の解消などを推進します。 

 

エ 将来的な利用者の状況を考慮した公共施設の配置の適正化 

利用圏域が広域である観光施設や文化施設などの「広域対応施設」とある程度限

定される公民館や集会施設などの「地域対応施設」に分け、将来の人口の分布や年

齢構成、利用状況、市民意見、広域的連携に加え、立地適正化計画などの他の計画

との整合を図りつつ、総合的に勘案した適正配置を目指します。 
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  ② 質的見直し 

    将来、公共施設の更新が同時期に集中することを避けるため、より長く公共施設を

利用できるよう、公共施設のハード、ソフト両面における質を見直し、更新費用の平

準化を図っていくことが必要になります。 

 

ア 公共施設の長寿命化、耐震化の推進 

     財政的な負担を平準化するとともに、トータルコストを縮減し、施設をより長く

適切に使用するため、『長寿命化』の視点を取り入れます。 

計画的な修繕を実施するための全体での調整や基金等への積立等による財源確

保などを検討していきます。 

さらに必要に応じ、公共施設の耐震性能の確保に向けた取組を進めます。 

 

イ 公共施設の維持管理の効率化 

  定期点検等や適切な対応方法などの手法や先進事例などの集約、共有を進める

とともに、維持管理についてもＰＤＣＡサイクルを回すような体制の構築に取り

組んでいきます。また、人員配置の効率化やアウトソーシングを進めていきます。 

  道路や橋りょうの更新では、新設と維持管理のバランスをとりながら、長寿命化

計画などにより、安心安全と健全財政の両立に努めます。 

 

ウ 公共施設の利用促進 

  より多くの方々に施設を利用していただけるよう、その時々の市民ニーズを的

確に捉え、各施設の特性を踏まえ、各種施策を検討し、利用促進を図ります。 

 

エ 新たな事業手法等の導入 

  ネーミングライツなど、公共施設に係る新たな自主財源を検討するとともに、資

金調達の手法としてＰＦＩの効果的な活用を研究し、導入を進めます。 

  行政と民間が連携して公共サービスを提供する手法として、ＰＰＰ（Public 

Private Partnership）の先進的な事例を研究しつつ、情報の共有を図るとともに、

民間の積極的な参加を促進するための情報発信等に努めます。 

 

  ③ 費用負担の見直し 

『受益者負担の原則』により、適正な費用負担の見直しが必要となります。 

ア 費用負担の見直し 

  厳しい財政状況から、利用実態などに照らして現状の公共施設使用料、受益者負

担のあり方を検証し、例外を設けることなく使用料等の見直しを行っていくこと

が必要になります。 
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  ④ 管理体制の見直し 

公共施設の数は多く、これらの全てを一つの課で管理していくことは不可能なた

め、体制を構築し、方針や情報を共有する中で、「公共施設等の総合的な管理」が磨

き上げ、効果と効率を高めていきます。 

 

ア 情報の一元的管理 

  適切な管理運営には、維持管理費、利用状況等の情報の共有が必要なことから、

基礎情報を一元的に管理し、分かりやすさを向上させるため、公共施設白書や施設

カルテなどの定期的な更新と改善を図ります。 

 

イ 公共施設等の総合的な管理のための推進体制の構築 

  公共施設の最適化に向けた判断が可能となるよう、他計画などとの整合しつつ、

調整するなど、全体的なマネジメントを可能とする体制の構築を図ります。 

さらに、外部の委員で構成される「佐久市行政改革推進委員会」をはじめ、

市民から意見を聴取するなど、常に外の声に耳を傾け、不断の改革に取り組む

体制であるよう努めます。 

 

ウ 職員の意識改革 

  公共施設の有効活用は、施設を所管する部署だけの課題ではなく全庁的な課題

であることを認識し、全庁で問題意識を共有し、考えていく体制が必要となります。 

また、公共施設等に対する意識を「運営」から「経営」へ転換するよう、研修の

実施等により職員の意識改革を図ります。 

 

エ 市民と行政の最適化に向けての意識の共有 

  公共施設の適正化には、市民による理解、協力が不可欠なため、行政が持つ情報

や施策に対する考え方などを広く共有するとともに、より分かりやすく伝えるこ

とに努めること、また、市民からの意見を汲み取る場をこれまで以上に設けること

などが、今後の行政には必要になります。 

 

 


