
内にある公共施設（公共建築物）は全
部で246。小・中学校、幼稚園・保育所、
公民館、地区市民センターなど、皆さん

の暮らしに欠かせないものです。
　これらの公共施設は、高度経済成長期に県内
有数の工業都市として発展を遂げた時期に整備
されたものがほとんどです。本市では、昭和53年
に15万人だった人口は、わずか15年で18万人に
まで増加。このような人口増加に伴い、小学校や
市営住宅など多くの公共施設の整備が行われま
した。
　その後も人口は増加し続け、平成18年には20万
人都市となりました。しかし、平成21年の20万5,000人
をピークに人口減少の局面を迎え、現在は19万
9,000人。将来推計では、令和27年に17万人まで減

少すると予測されています。また、少子高齢化も進
み、高齢化率は37.6％、年少人口（0歳～14歳）は今
の6割程度まで減少すると見込まれています。
　一方で公共施設は年月とともに老朽化し、現
在面積比で全体の60.2％が築30年以上経過し
ているなど、大規模な改修が必要となっていま
す。人口減少・少子高齢化の時代を迎える中、高
度経済成長期の右肩上がり、税収が豊かだっ
た時代に整備された公共施設について、これま
でと同じように建て替えるだけの財源は見込めな
い状況です。
　限られた財源で、本当に公共施設の維持が必要
なのかについて、多くの行政サービスとの関係など
を考えながら、総合的かつ計画的に考えることが
求められています。
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　いつも皆さんのそばにある公共施設。これからの時代、どの公共施設を残していくのか、どのようにしたら
適正な数の公共施設で、多くの行政サービスを維持できるのかなど、選択するときを迎えます。今回の特集では、
公共施設マネジメントについて、市としての考え方をお伝えします。
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　鈴鹿市の人口は、現在と比較して約3万人程度の減少が見込まれます。また、
少子高齢化も急速に進むことが予想されます。

　義務的経費（扶助費、公債費、人件費）が引き続き高い水準で推移することが見込
まれるため、公共施設などにかかる経費の確保が困難になることが想定されます。

　今ある公共施設を全て残す場合、市の他
のサービス（公共施設以外の行政サービス）
の維持・向上に影響がでる。

　借金をして全ての施設を整備することは、
その負担を子や孫の世代に残すことになる。

　今ある公共施設を全て残すことは予算的
に難しい。

鈴鹿市の人口の推移および今後の予測

義務的経費の推移

第4の義務的経費とも
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鈴鹿市公共建築物個別施設計画って？鈴鹿市公共建築物個別施設計画って？

鹿市公共建築物個別施設計画の計画
期間は、長期的な視点から32年間とし
ています。そのうち最初の12年間を

「推進期間」と位置づけ、施設ごとに具体的な対
策内容を定めて実施します。
　計画の中では、施設の古さや利用状況も考慮
して優先順位を付けながら、長寿命化改修など
の対策を行っていきます。その結果、計画案では、
令和2年度からの8年間で、30ある小学校区すべ
ての地域において、何らかの施設を改修する予定
としています。また、市が保有する施設面積の約
半分を占めている小・中学校については、財政状
況も考え、古い順番に年間でおおむね4棟ずつ改
修し、全ての学校について、築60年以内に長寿命

化改修を実施します。これにより、80年間使用す
ることができるようになり、複合化や集約化など
の効果と合わせて、年間約3億円のコスト削減を
図っていきます。
　しかしながら、今後、市民生活に無くてはなら
ない社会基盤施設（清掃センターなど）の改築の
時期も迫っています。補助金や地方債発行のほ
か、不用な施設の土地の売却などによる財源確
保だけでなく、これまで行っている事務事業の廃
止など、取捨選択をしながら、コストの削減を進
めていきます。
　このように、皆さんにとって身近な公共施設を
維持するためにも、さまざまな知恵を働かせるこ
とが必要となります。

鈴

策定中策定中

「新たな計画」で公共施設の 適正化を図ります「新たな計画」で公共施設の 

鈴鹿市公共施設等総合管理計画
平成28年～令和17年（20年間）

鈴鹿市公共建築物個別施設計画
令和2年～令和33年（32年間）

「新しい計画」のポイント

①計画的に改修し、長期間使用する

②複合化や集約化でコストの効率化

③優先順位を付けた
　対策の実施の実施

　この3つのポ
イントで、公共施
設を整理します。
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　公共施設を取り巻く状況が厳しい中、どのように公共施設を維持していくのか考えておく必要があります。
　今年度、市では新たな計画となる「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を策定し、公共施設の量と行政サー
ビスの最適化を図っていきます。
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　今年度、市では新たな計画となる「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を策定し、公共施設の量と行政サー
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　公共施設などの総合的・計画的な管理に関する
基本方針を示す「総合管理計画」に基づき、個
別の施設ごとに、具体的な対策内容や今後の方向
性などを取りまとめた計画です。
　今後の人口動態や財政状況を考え、施設の量を
抑えながら、次の世代に健全な状態で残し、市民
サービスの質について、維持・充実を図ります。

計画期間
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「新たな計画」で公共施設の 適正化を図ります適正化を図ります

2020・5・5 5

　長寿命化とは、老朽化した建築物を直すだけで
なく、改修によって機能や性能を高め、将来にわた
って長く使えるようにすることです。新しく造ること
に比べて、経費と工期などを削減できます。
　国体に向けて改修を行ったAGF鈴鹿体育館が、
長寿命化の例として挙げられます。

　「鈴鹿市公共建築物個別施設計画（案）」につ
いて、市民の皆さんからご意見を募集します。
対　　象　市内に在住・在勤・在学の方
　　　　　本市に納税義務を有する方
　　　　　本案に利害関係を有する方
募集期間　5月11日㈪～6月11日㈭
閲覧場所　行政経営課、総務課、地区市民
　　　　　センター、市ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市公共建築物個別施
設計画（案）への意見」・住所・氏名・意
見を記入の上、直接、郵送、ファクスまたは電
子メールで、行政経営課（〒513-8701（住所
不要））または地区市民センターへ

　複合化は、複数の異なる機能を有する施設を一
つの建物にまとめることです。また、集約化とは、
同一機能や類似機能を持つ複数の施設を一つに
まとめることです。これにより、人件費や維持費の
効率化を図ることができます。複合化では、小学校
の体育館と放課後児童クラブの機能を合わせるな
どの事例が挙げられます。

長寿命化

複合化・集約化

パブリックコメントを実施します

　公共施設は市民共有の大切な財産です。
一方で、皆さんの自宅と同じようにその維持
管理には費用もかかります。少子化が進む
中、これらの資産を、将来を担う世代に健全
な量・状態で引き継
いでいきたいと考え
ています。
　今後、市民の皆さ
んと情報共有を図り
ながら、公共施設の
総合的かつ計画的な
管理を進めていきま
すので、ご理解とご
協力をお願いします。

政策経営部長
樋口　幸人

今回の特集に関するご意見・ご感想は行政経営課
　382-9005　　382-9040
　gyoseikeiei@city.suzuka.lg.jp

AGF鈴鹿体育館AGF鈴鹿体育館

小学校体育館小学校体育館 放課後児童クラブ放課後児童クラブ


