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第１ はじめに 

 

 平成 25 年１月、湖西市行財政改革委員会から湖西市に対して「公共施設の

適正化について」提言が出された。  

 湖西市の公共施設の多くは、高度成長期からの急激な人口増加とともに、昭

和 40 年代後半から 60 年代前半に集中的に整備された。同時期に集中的に建て

られた公共施設等は、近く一斉に更新の時期を迎えるため、この費用が市の財

政に大きな負担となることが予想されている。  

 これに合わせて、人口減少や少子高齢化が進んでいく一方で扶助費の増加や

普通地方交付税の合併算定替に伴う歳入の減少などにより財政状況は厳しく

なることが予想され、必要性の高い公共施設まで良好な状態で保てなくなる恐

れがある。  

 これらのことから、公共施設の適正化には財源の確保が不可欠であり、現状

のままでは税収の減が見込まれる湖西市の産業について、あわせて検討してい

く必要があると考えられる。  

 以上のことから、当委員会では、「公共施設の再配置について」、「産業面で

の稼ぐ力の強化」の２点を重点課題として取り組むこととした。  

 当委員会が調査研究してきた上記の課題について、会議規則第 45 条第２項

の規定により報告する。  
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第２ 委員会及び勉強会における調査研究等の経過 

 

開  催  日  内    容  

平成 29 年６月 18 日  
活動計画について  

重点目標について  

平成 29 年７月７日  総合戦略について  

平成 29 年７月 20 日  ＲＥＳＡＳについて  

平成 29 年８月８日  
湖西市商工会との意見交換  

事務事業評価について  

平成 29 年８月 23 日  事務事業評価について  

平成 29 年 12 月１日  管外所管事務調査内容の検討について  

平成 29 年 12 月 12 日  
管外所管事務調査についての勉強  

(公共施設再配置について ) 

平成 29 年 12 月 29 日  
管外所管事務調査についての勉強  

(総合戦略の進捗状況について ) 

平成 30 年１月 10 日  
管外所管事務調査についての勉強  

(公共施設再配置について ) 

平成 30 年１月 22 日  
管外所管事務調査（島根県松江市）  

公共施設適正化に向けた取り組みについて  

平成 30 年１月 23 日  
管外所管事務調査（鳥取県米子市）  

総合戦略の取り組みについて  

平成 30 年２月１日  
管外所管事務調査の反省について  

今後の活動計画について  

平成 30 年２月 27 日  

管外所管事務調査の報告について  

平成 30 年度事業・予算について  

(公共施設マネジメント推進室・商工観光課 ) 

平成 30 年３月 22 日  平成 30 年度活動計画について  

平成 30 年４月９日  包括施設管理業務について  

平成 30 年４月 17 日  新産業等に関する副市長レクチャー  

平成 30 年４月 24 日  
総務経済委員会所管課の平成 30 年度事業・重点項目

について①  

平成 30 年４月 27 日  
総務経済委員会所管課の平成 30 年度事業・重点項目

について②  

平成 30 年５月１日  これまでの調査事項の確認について  
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開  催  日  内    容  

平成 30 年６月 28 日  元湖西市商工会職員との意見交換  

平成 30 年７月５日  意見交換のまとめ  

平成 30 年７月 27 日  公共施設再配置個別計画の進捗状況について  

平成 30 年８月１日  湖西市商工会との意見交換  

平成 30 年８月 16 日  総合戦略の評価について  

平成 30 年９月 18 日  湖西市農業振興協議会との意見交換について  

平成 30 年９月 28 日  湖西市農業振興協議会との意見交換  

平成 30 年 10 月 15 日  委員会報告書について  

平成 30 年 11 月６日  公共施設再配置個別計画の進捗状況について  

平成 30 年 11 月 19 日  委員会報告書について  

平成 30 年 12 月 10 日  委員会報告書について  

平成 30 年 12 月 27 日  委員会報告書について  

平成 31 年１月 11 日  委員会報告書について  

平成 31 年１月 30 日  委員会報告書について  

※上記表中、今回の中間報告の内容に該当しない委員会及び勉強会における調査

研究等の経過については掲載していない。 

  



4 

 

第３ 調査研究等のまとめ 

 

１．湖西市の現状  

(1) 公共施設の将来見込み  

 

 

※ H28.3 湖西市発行  「湖西市公共施設総合管理計画」よりデータ作成  

 

高度成長期に建てられた公共施設が老朽化し、一斉に更新の時期を迎える。  

総合管理計画で推計される今後40年間の公共施設の更新費用総額は992.6億

円で、年平均24.8億円（青ライン）と見込まれているが、直近５か年度の平均

既存施設の更新費用は 14.5億円（赤ライン）であったことから、年平均10.3億

円の財源不足となる。  
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(2)財政状況の見通しについて※ 1 

ア 歳入内訳

 

 

 

                                                   
※ 1 湖西市「中期財政計画及び中期財政見通し  改訂版」平成 30 年３月  Ｐ４～５  
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イ 歳出内訳  
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人口減少・少子高齢化で税収は減り、さらに2021年以降、合併の特例による

普通交付税がなくなるほか、法人税率の引き下げなどにより歳入が減額してい

くことが予測される。  

一方で歳出は、介護・医療費等の増加に加え、公共施設の更新費用の捻出が

必要となることから、厳しい財政状況が考えられる。  

 

 

(3) 委員会としての考え方  

①支出を抑える  

・建設費の確保  

    公共施設の統廃合や複合化を行うことで、床面積を減らしその削減

した費用を必要な施設の長寿命化や建て替えをする費用に回す。  

・維持管理費の削減  

市の管理から民営化への切り替えや使用料金の見直しをする。  

②収入増の施策  

・新産業導入により、産業強化をする。  

・工場誘致に力を入れる。  

 

 次世代への借金の負担を過大にしないことを重視して、収入に見合った公

共施設を保有していくことが必要であると考える。あわせて、新産業導入に

より産業強化をすることや工場誘致に力を入れ、収入増を目指していくこと

が必要と考え、先進市を調査することで課題を解決しこれからの湖西市に望

ましい公共施設のあり方を探っていくこととした。  
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２．管外所管事務調査の概要  

(1) 島根県松江市：平成 30 年１月 22 日視察  

  「公共施設適正化計画について」  

ア 取り組み経過  

年度 内  容 

H24 財政部に公共施設部長新設  

H25 「公共施設白書」作成  

公共施設適正化基本方針策定委員会設置（委員５名）  

市民アンケート実施→統合・複合化に 8 割が賛成  

→優先順位をつけて見直すべき・民間活用  

H26 公共施設適正化計画の基本方針策定  

公共施設適正化計画策定委員会設置（委員 15 名）  

「公共施設適正化シンポジウム」開催→新聞広報で市民との情報共有  

若者向けのマンガ作成（松江市工業高等専門学校「マンガ研究同好会」

企画制作）  

ワークショップ開催→公共施設削減に向けたイメージを体験  

H27 「第１期適正化計画対象施設」庁内ヒアリング  

H28 「公共施設適正化計画」（公共施設等総合管理計画）策定  

 

イ 計画策定についてのポイント  

〈考え方〉  

①新規整備は行わない（増やさない）  

②現在保有している施設のスリム化（減らす）  

③安全で魅力ある施設の提供（安全快適）  

④施設を利用しない市民への配慮（公平公正）  

⑤未利用財産の売却推進（財源確保）  

 

〈市民への説明〉  

シンポジウム・マンガ・ケーブルテレビ等で丁寧な説明。  

説明会後の市民へのフォローアップがきちんとされていた。  

 

〈進め方〉  

集会場の地元への譲渡など、住民の理解が得やすい施設から取り組んで

いる。⇒市長のトップダウンと、あらゆるところで市民に訴えた成果。 
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ウ 適正化計画の概要  

①適正化計画期間は 30 年間。５年ごとに区切った全６期の計画。  

②対象施設や実施時期は随時ローリングをかけながら可能な限り早期

に実施するよう見直しをする。⇒３回/年のヒアリングを行いながら

見直しをしている。  

③第 1 期計画として当初 76 施設の方向性を記載していたが 14 施設増加

し 90 施設を対象としている。個別施設の方向性を示したが、市民か

らの反対の声はなかった。  

④その他（特に面積割合の高い分野の具体的な適正化の考え方）  

 

学校 

・良質な教育環境維持の観点から、「公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引き」を参考に、地域実情も

勘案しつつ、統廃合を進める。  

・学校施設は、子どもたちの学習の場所であるだけでなく、地

域にとって重要な施設であることから、地域住民と十分な調

整を図りつつ適正化の方向性を判断する。  

・統廃合が困難な場合は、保幼小中連携による施設統合のほか、

公民館などの社会教育施設との複合化を検討する。  

給食 

ｾﾝﾀｰ 

・平成 27 年度中に学校給食センター再整備計画を策定する。

整備に当たっては、PPP、PFI など民間活力の活用を検討する。 

・施設の耐用年数などを勘案し、集約、再編を検討する。  

公営 

住宅 

・基本的には改善の方向性のとおりとし、平成 28 年度に改定

予定の「松江市住宅マスタープラン」を改め「松江市住生活

基本計画」の中で、公営住宅としての必要戸数等を検討し適

正な管理・運営を推進していく。  

・また、公営住宅の建て替えを行うことなく、老朽化した住宅

を用途廃止するとともに、民間賃貸住宅の借り上げ等により

適正な管理戸数を確保していく。  

 

エ 推進体制  

  ・全庁的な推進体制の構築  

   資産経営課が中心となり全ての施設計画に係る事前協議を行った。  

運用段階においては所管課を中心に施設更新・管理等を実施するが、所

管課の枠を超え資産経営課が全体的な判断を行っている。  
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オ まとめ  

   どうしたら市民に理解してもらえるかをよく考えて、丁寧に地元住民と

話し合いを進めていた。市長自らが先頭に立ち公共施設適正化を推進して

いたので、市民からの反対の意見は少なかった。  

   適正化計画期間は 30 年間で、５年ごとに区切った全６期の計画となっ

ている。  

まだ方向性が示されていない施設については、適正化の取り組みが可能

になったものから、順次計画に反映していくようになっていた。  
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(2) 鳥取県米子市：平成 30 年１月 23 日視察  

「地方創生に関する取り組みについて」  

ア 企業誘致活動の推進  

・10 年間の企業誘致は 22 社 

・企業誘致の手法⇒鳥取県及び鳥取県西部地域振興協議会との連携、米

子市関西事務所、米子市ふるさと経済活性化委員の

活用により企業誘致活動を推進。  

 

イ ふるさと経済活性化委員  

委員構成：首都圏・近畿圏・中国四国圏の米子市出身者各５名 (15 人) 

委嘱期間：２年間  

目  的：市に縁故深く、経済界に通じる委員から（産業開拓、企業

誘致、観光施策、移住・定住、その他）についての自由闊

達な助言をいただくことを本旨としている。  

経済界に精通する委員から、米子市及び鳥取県西部圏域の

経済活動に資するヒントを得て、具体的事業化につなげる

ことが重要としている。全国各地で活躍されている方々と

の人脈を広げ情報の機会を増やすことにより、産業開拓 /

企業誘致を主軸に米子市及び鳥取西部圏域の経済活動活性

化を推進。  

 

ウ 新産業の開拓（新規事業参入・経営革新）のためのプロフェッショナ

ル人材を招聘・雇用する企業への支援  

・がいな創生新事業展開支援事業  

概  要：バイオ・医療分野では、鳥取県産業技術センターやとっと

りバイオフロンティア、次世代高度医療推進センターとい

ったインキュベーター施設や中間支援組織があり、地域企

業と様々な研究開発が行われている。また、環境・エネル

ギー分野では、地域内企業５社と市の６者で、地域エネル

ギー会社を設立した。このような事業の拡大や新分野の事

業立ち上げを行う場合には、会社・地域内に人材がおらず

ボトルネックとなっているケースが散見される。こうした

状況を打破するため、地域に波及効果がある事業で、地域

外の専門人材＝プロフェッショナル人材を呼び込む場合に、

経費や人件費等の補助を行う。  

 



12 

 

エ 未来のものづくりの担い手・起業家の育成  

平成 27 年に産官学の連携組織によって、未来のものづくりを学べる「フ

ァブラボ※ 2とっとり west」を設立。３Ｄプリンター、レーザーカッターな

どを使いものづくりの体験教室を実施。  

→個人のアイディアを具現化  

→地域の多様な担い手や起業家、後継者育成を図っている。  

 

オ 高齢者が社会で活躍できる環境整備  

高齢者の雇用機会の確保や社会参加の促進を図るため、「米子市生涯現

役促進協議会」を設置し、国の委託事業である「生涯現役促進地域連携事

業」を行っている。  

 

カ 地元企業のインターンシップ受け入れの促進  

地元企業へのインターンシップ受け入れを促進するため、「中海圏域就

職ナビ」登録を企業に働きかけインターシップ実施を求めた。  

→290 社登録で７社が受け入れを出しているが実績ゼロ。 

 

キ まとめ  

企業誘致については専門部署を設け、関西事務所を設置し、企業動向を

把握すると同時に、県・銀行・不動産関係等からも情報収集を行っていた。  

 産学金官連携での新事業、新産業の創出やものづくりの担い手、起業家

の育成、高齢者が活躍できる環境整備、地元企業のインターンシップの受

け入れの促進等に「地方創生交付金」や「地域おこし協力隊」制度等を上

手に活用していた。  

 

  

                                                   
※ 2 世界のものづくりネットワーク。「 Fab」には「 Fabrication（ものづくり）」と「 Fabulous（素

晴らしい）」という 2 つの意味が込められている。「作る文化」や「つくる技術」を広めていくこと

を目標とし、 2011 年 4 月現在、 20 ヶ国に 50 箇所以上のファブラボがあり、 2013 年の報告では世界

50 ヶ国 200 箇所に拡大している。鳥取県内では米子市のほか鳥取市、倉吉市に設置されている。  
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３．管内所管事務調査の概要  

(1) 湖西市商工会：平成 29 年８月８日、平成 30 年８月 1 日  

湖西市の産業について現状を把握し、課題を抽出するため、意見交換を実

施した。 

 

ア 湖西市内の現状  

高校・短大・大学の新卒者は大手企業志向であり、地方中小企業への

選択肢は希薄となっている。このため、市内企業は慢性的な人手不足の

状況であるといえる。このことから、外国人労働者に頼った生産活動を

行っている。  

 

イ 課題 

・求人と求職のミスマッチ。  

⇒地元の若者の地元企業(製造業 )への関心が薄い。  

・外国人労働者の実務に対する日本語教育。 

・職場環境の整備。（託児所、託老所）  

・さらなる外国人労働者の雇用、学生アルバイトの活用、I ターン推進。  

 

ウ まとめ  

   外国人も働き先を選ぶ時代になっており、労働環境を整備していかな

ければ、日本に働きに来る労働者もいなくなってしまう。湖西市として

も、外国人との共生に力を入れていく必要がある。  

   日本人に対しては、キャリア教育と帰属意識を高める教育を推進し、

地元企業への就職を促す必要がある。  

 

(2) 副市長：平成 30 年４月 17 日 

湖西市の経済分析・新産業に関して、静岡県経済産業部企業立地推進課、

政策企画部西部地域政策局等での実績から、県の産業振興・動向等につい

てレクチャーを受けた。  

 

ア 意見 

・湖西市は稼ぐ力は強いが、産業が特化し、市外へ所得が流出している。  

・県では官民一体で次世代産業創出「オープンイノベーション静岡」を

展開している。  

・事業承継：静岡県事業承継ネットワーク事務局（静岡商工会議所内）

を開設し承継支援を行っている。  
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(3) 元湖西市商工会マッチングコーディネーター：平成 30 年６月 28 日  

湖西市の現状を踏まえて将来の湖西市の工業の動向を把握するため、意見

交換を実施した。  

 

ア 意見 

・人手不足。特に中小企業の新卒採用が困難。  

・支援施策に対する情報量不足。（相談窓口の設置）  

・外国人労働力の導入で、同行家族の受け入れ問題。  

・高齢者、女性の活用での就労支援体制整備が必要。  

 

イ まとめ  

事業承継等に関して、相談窓口の紹介や専門職のリストアップが必要。 

市は直接承継問題に関与せずに、専門職が対応すべき。（例：富士市 f-Biz） 

 

(4) 湖西市農業振興協議会：平成 30 年９月 28 日  

湖西市の今後の産業のあり方について検討するにあたり、現在の主産業で

ある工業以外の産業として、農業の分野の現状把握のため、意見交換を実

施した。  

 

ア 意見 

・湖西市は代表する作物がない。  

・複数の作物を少量ずつ栽培する「多品目販売方法」に取り組む農業者

もいる。  

・ネームバリューがないと値段に天と地の差があるため、高く売れるも

のをつくっていかなくてはならない。  

・地元の野菜を学校給食やイベント等で伝えている。  

・農業収入の安定化は重要課題。後継者がいないと農業の拡大はない。 

・高齢化・事業承継を考える中で作業の効率化・省力化が必要。  

 

イ まとめ  

農作物のブランディング、マーケティングが必要。また、農業の省力

化や生産性向上のため、市内の製造業との協業の可能性を確認できた。 
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第４ 調査研究に対する考察 

 

(1) 公共施設の再配置について  

  ア 支出を抑える  

  ・使用料などの見直しを図り受益者負担を徹底する。  

  ・施設の複合化などの具体的な検討を行う。  

  ・維持管理費の削減のため、指定管理の拡大と新しい手法の導入  

    

  イ 再配置計画の推進について  

  ・市民の理解を得ていくための説明会など、行政の努力が不足している。 

 ・市民の関心が薄れてきており、継続した情報提供が必要。  

 ・計画どおりの事業推進を確実に行う。  

 ・当初計画からの積み上げや前倒し。(対象施設の追加) 

 ・廃止や統合の手法の変更・見直し。 

 

 

(2) 産業面での稼ぐ力の強化  

・国、県の施策の情報収集と積極的な活用が不足している。  

 ・労働力確保のための各種施策の展開が必要。  

 ・事業承継に関する専門職のネットワークの形成が必要。  

 ・販路拡大のコーディネーターの配置。  
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第５ まとめ 

 

 以上のとおり、総務経済委員会における公共施設の再配置と、産業面での稼

ぐ力の強化に関する調査研究のまとめは次のとおりである。  

 

「公共施設の再配置について」  

①計画の着実な推進  

再配置計画の計画期間ごとの確実な実行、また、再配置を進められる施設

から臨機応変に取り組んでいくことも必要である。  

再配置計画を進めていくためには、市民の理解が得られなければ前進する

ことはできない。市民と十分な話し合いやワークショップ等を行いながら、

「どうして再配置が必要なのか。」を理解してもらうことが重要である。  

 

②受益者負担  

公共施設を利用する人（受益者）に相応の負担を求めるなどの方策をとり、

維持管理のための税負担分を減少させる使用料の見直しも必要と考える。 

 

③管理費の縮減  

施設の複合化等により、施設総量を縮減することや、指定管理の拡大等を

して支出を抑えることも検討していかなければならない。  

 

「産業面での稼ぐ力の強化について」  

①専門部門の設置  

国・県へ積極的に情報収集することが重要である。県との連携には特に力

を入れ、補助金や新制度に対する情報を効率的に収集する必要がある。  

このためには、専門家の育成が重要となる。  

 

②一次産業と二次産業・三次産業のマッチング  

現在の主要産業である工業の発展に向けた支援を続けつつ、他の産業の振

興にも努めていかなければならない。特に、第一次産業と工業との連携・

共同事業の可能性などについては研究する価値がある。  

 

③外部資源の活用  

「地方創生交付金」や「地域おこし協力隊」制度を活用し、産学金官労が

連携した新事業、新産業導入により産業強化をすることで、収入増を目指

していくことが必要。   
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第６ 結び 

 

 公共施設再配置に関しては、計画が始まったところである。湖西市として大

きな課題であり、その進行には多大なエネルギーが求められる。議会としても

大局的な見地から関与していくべきとの考えのもと、調査研究を行ってきた。 

先進地視察や各種団体等との意見交換を行い、当初の委員会としての考えに

挙げた「支出を抑えること」「収入増の施策を行うこと」の２点が基本となる

ことが確認できた。  

 当委員会としては、計画の推進にあたり「第５  まとめ」に挙げた項目につ

いて十分配慮して進めることを期待し、今後もこれを注視していく。  
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