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首都圏における自治体公共施設再編計画の実現段階の取り組みの概観
–先進 8 自治体の分析を通じて–

Overview of Municipal Public Facility Reorganization Plans in the Implementation Stage in Tokyo Metropolitan Region
– Based on the Analysis of the Advanced 8 Municipalities –
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In recent years, aging of public facilities has been regarded as a serious problem. The purpose of this report is to clarify
the present situation and issues of the public facility reorganization plans of advanced municipalities at the
implementation stage. Main findings are as follows: (1) Public facility reorganization is led by an exclusive section
or a policy section and implemented by various sections that manage individual facilities. (2) Public facility
reorganization is managed at the "entrance" before implementation and at the "exit" after implementation. (3) There
is a collaboration between public facility management and urban planning including urban master plan and location
normalization plan. (4) Information about public facility is shared among citizens and collaboration of municipality
and citizens in the implementation stage is promoted.
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1.はじめに
1.1 研究の背景
高度経済成長期に急造された公共施設を中心に、全国的
に公共施設の老朽化が問題となっている。根本(2011)1)が指
摘するように、人口減少や高齢化の深刻化により自治体の
財政状況が悪化する一方で、大量に整備された公共施設の
更新費用は莫大である。こうした状況を受け、長期的な視
点をもって、公共施設の更新・統廃合・長寿命化などを計
画的かつ総合的に行う公共施設マネジメントの取り組みが
注目されている。この取り組みは 2014 年に総務省が全国
の自治体に対して「公共施設等総合管理計画」の策定を要
請したことで、全国的な取り組みへと進展している。公共
施設等総合管理計画は、総務省の調べ 1)によると、平成 29
年 9 月 30 日現在で全国市区町村 1721 団体中、1710 団体
(約 99.4%)にて策定が完了している。今後は、全国の自治体
において具体的な実施計画の策定及び実施段階に移行する
ことが見込まれる。
公共施設再編計画に限らずあらゆる計画は、必ずしも計
画通りに全てが実行されないことも多く、実際の状況に応
じた臨機応変な対応と軌道修正が必要となる。特に公共施
設マネジメントは「総論賛成・各論反対」と言われるよう
に、各論としての個々の事業を実施する際の合意形成は困
難であり、状況に応じた軌道修正の必要性が予想される。
1.2 既往研究と研究の目的
公共施設の老朽化問題に関する既往研究としては、イン
フラを中心に公共施設の老朽化状況を定量的に示し、減少
する予算の一方で増大が見込まれる公共施設への更新投資
費用を踏まえて、統廃合や長寿命化・広域連携などの方策
を体系化して提案した根本(2011)2)が代表的である。また公
共施設マネジメントについての既往研究は主に二つに分け

ることができる。一つ目は、公共施設の適正配置や評価手
法などといった観点から、公共施設マネジメントの在り方
について述べたものである。行政サービス維持と公共施設
最適
削減の両立方法について論じている中村ら(2015)3) や、
配置を考える際の世代間の差に着目した堀内ら(2008)4) 、
段階的な公共施設の総量化を実際の自治体のデータを用い
てシミュレーションすることで論じた大舘ら(2017)5) が挙
げられる。二つ目は公共施設マネジメントに関する諸計画
の内容や策定手法などに関するものである。全国の公共施
設マネジメントに関する計画を網羅的に調査し、住民生活
に与える影響を考察した永田ら(2014)6)や、先行自治体の公
共施設再編計画の構成と内容に着目した西野(2015)7)など
がこれに該当する。またこれらに近い研究として、瀬田
(2013)8)は都市計画マスタープランと公共施設再編計画な
どの公共施設マネジメントの関連性について論じている。
このように、公共施設の老朽化問題に関する論文や、公
共施設マネジメントの方法論や計画論についての研究の蓄
積が多くある一方で、計画を策定した後にどのようにその
計画を管理/推進していくか、という実現段階の取り組みに
着目した研究はない。このような背景を踏まえ、今後全国
的に本格化する公共施設マネジメントにおいて、公共施設
再編計画の実現段階における取り組みに着目することが重
要であると考える。
そこで本報告では、先進的な取り組みをしている首都圏
の自治体における、策定した公共施設再編計画の実施段階
の取り組みとその課題や今後の展望を概観することを目的
とする。本報告が、今後実現段階へと移行する自治体の取
り組みと関連する研究への一助となることを期待する。
1.3 研究の構成と方法
第 2 章では、取り組みが進展している首都圏における公
共施設再編計画の策定状況を調査した。首都圏全 202 市区
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町村について、各ホームページにて公開されている公共施
設再編計画を収集し、策定状況を整理した。
第 3 章では、公共施設マネジメントの先進自治体を 8 つ
抽出して、文献調査とヒアリング調査を行い、それぞれの
自治体計画策定後の実施段階における取り組みを整理した。
第 4 章では、実施段階の取り組みに関する４つのテーマ
について、8 つの自治体の横断的な比較をした。
2.首都圏における公共施設マネジメントの現状
永田ら(2014)により指摘されているように、
首都圏の1 都
3 県では公共施設マネジメントが早期に進展している。そ
こで首都圏の全 202 市区町村における公共施設再編計画
（施設白書、基本計画（基本方針）
、実施計画）の策定状況
の調査を行った。公共施設再編計画の呼称については、各
自治体によって様々であるが、本研究では、西野(2015)を一
部参考にし、以下のように呼称を定義する。
施設白書：現有施設の状況を整理したもの
基本方針：再編の全体方針を示したもの
基本計画：施設種別や地域毎の再編全体計画を示したもの
実施計画：個別施設の具体的な取り組み内容を示したもの
平成 29 年 12 月 10 日時点で、各自治体に公共施設再編
計画が策定されているかを各自治体ホームページより調査
をした結果が以下の図 1 である。

図１ 首都圏市区町村の年度別公共施設再編計画作成状
況
これより施設白書の作成数は 2014 年あたりでピークを
迎え、その後減少している一方で、基本計画の作成数は
年々増加し、2016 年、2017 年辺りで急激に増加している
ことが分かる。これは 2014 年 4 月総務省より、全ての地
方公共団体に対し 2 年以内に、
「公共施設等総合管理計
画」の策定に取り組むよう要請されたことが影響している
ものと思われる。総務省「公共施設等総合管理計画の策定
にあたっての指針の策定について」では「総合管理計画
は、必ずしも全ての公共施設等の点検を実施した上で策定
することを前提としたものではなく、まずは現段階におい
て把握可能な公共施設等の状態（建設年度、利用状況、耐
震化の状況、点検・診断の結果等）や現状における取り組
み状況（点検・診断、維持管理・修繕・更新等の履歴等）
を整理し策定されたいこと」とされており、2015 年以降
は、白書の作成よりも基本計画に当たる総合管理計画の作

成が優先的に進められていたことと考えられる。これよ
り、今後は改めて施設白書の整備と、実施計画 (個別施設
計画）の作成が進むことが推測される。
3.事例調査
3.1 事例調査の視点
先進的な取り組みが行なわれている自治体における公共
施設再編計画の実現段階の取り組みとその課題を分析する
ため、実現段階に関する視点として以下の 4 つの視点を設
定した。以下ではその理由についても説明する。
(1)実施体制：従来の行政の縦割り組織に基づいた各事業と
は異なり、公共施設マネジメントは多種の公共施設を総合
的に扱う部署の垣根を超えた政策である事業であるため、
どのような体制を構築し円滑な計画策定・実行を図ってい
るかに着目する。
(2)個別事業の管理/推進手法：実施計画にて示される各事業
を実施できないことには公共施設マネジメントは進まない。
個別の事業実施の円滑かつ確実な進行のために、どのよう
に計画した各事業を管理・推進しているのかという視点で
調査する。
(3)都市計画部門との連携：公共施設マネジメントは、公共
施設の統廃合や再配置、民間施設との複合化など都市空間
にフィジカルな影響を及ぼすものであり、都市計画とも密
接に関連するものだと考えられる。その実態として都市計
画部門と公共施設マネジメント部門でどのような連携が行
われているかを調査する。
(4)市民との情報共有・協働：公共施設マネジメントは「総
論賛成・各論反対」という事態に陥りやすい。合意形成を
図るために、事業実施に当たり、実際にどのような市民参
加の取り組みが行われているのかを中心に調査する。
3.2 事例調査の対象自治体
公共施設マネジメントに関して先進的な首都圏の自治体
を抽出して、公共施設マネジメントを主導する部署に対し
て、上記 4 つの視点を中心にヒアリング調査及びメール調
査を行った(1)。先進自治体の抽出方法は、西野(2015)を一部
参考にし、2013 年 9 月及び 2014 年 7 月の追加調査の段階
で、
「再編方針、基本計画、再編実施計画を策定済」及び「再
編方針、
再編実施計画を策定済み」
に該当する自治体の内、
首都圏に位置する 8 自治体を対象自治体として選出した。
その結果、本研究では、さいたま市、秦野市、習志野市、
宮代町、西東京市、狛江市、ふじみ野市、鎌ヶ谷市が先進
自治体として抽出された。この 8 自治体における取り組み
の概要を前述の 4 つの視点からまとめたものが表２である。
4.事例調査の分析と考察
4.1 実施体制
調査当時、体制を含めて検討中であった鎌ヶ谷市を除く
7 自治体では、①政策部門等の分野横断的な部署（さいた
ま市・宮代町・西東京市・狛江市・ふじみ野）
、もしくは②
公共施設マネジメント専管部署（秦野市・習志野市）によ
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表２ 各自治体の取り組みの概要

3

って公共施設マネジメントが主導されていた。
図２の通り、
これらの部署が中心となって公共施設再編計画が策定され、
実際に施設ごとの事業を担う所管課との連携を図っている。
例えば習志野市では、資産管理課と施設再生課からなる資
産管理室が公共施設マネジメントを主導する体制となって
いる。こうした専管部署を設置するメリットについて、習
志野市からは、組織上に位置付けられることで公共施設マ
ネジメントの重要性が全庁的に認識されるとともに、デー
タの一元的な管理が可能になり組織横断的に効率的に事業
計画の立案が可能になることなどが挙げられた。
また、各種の懸案事項を議論する全庁的な組織が設置さ
れている点も共通していた。全庁的な組織は三つの型に分
けられる。
（図２の①②③）

図２ 実施体制モデル図

①「計画段階型」公共施設再編計画を策定するに当たり、
計画の内容を議論する。
②「全庁的課題検討型」公共施設マネジメントに限らず、
自治体経営に関する事項を広く議論する。
③「個別課題検討型」公共施設マネジメントについての個
別の懸案事項を、関係する部署を交えて議論する。
こういった実施体制についての課題として、公共施設マ
ネジメントを主導する部署と、各事業を管理する所管との
間の意識の差がある点が指摘された。
意識の差というのは、
公共施設マネジメントについての当事者意識やノウハウに
おけるものである。人口が増加し経済が成長している時代
においては、
公共施設は基本的に整備を進めるものであり、
各施設の所管課はそれを担ってきた。一方で現在求められ
ている公共施設マネジメントは公共施設を削減する方向性
であり、従来とは異なる政策であるため所管にそのノウハ
ウが不足していることが推測できる。また所管課は住民と
の直接の窓口になる部署であり、廃止や統廃合といった住
民の生活に大きな影響を与える事業に抵抗感があるのでは
ないかという点も指摘された。こうした課題に対して、全
庁的な検討組織にて懸案事項が議論・共有されることが、
当事者意識の育成やノウハウの共有という点で一定の効果
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を果たすものであると推察される。特に③の「個別課題検
討型」は、多様な部署・年次・役職の職員が議論に参加す
ることになるため、効果的であると考えられる。実際に、
③に該当する秦野市では、公共施設マネジメントにおける
特定の事業に対し、部署横断的なプロジェクトチーム及び
ワーキンググループを結成し検討を行っているが、これら
の組織に各所管の職員が構成員として組み込まれることで、
当事者意識が育まれる面があるという回答が得られた。
4.2 個別施設更新の管理・推進手法
公共施設再編計画で示される個々の施設の更新事業は、
それぞれの施設を管理する所管により主導されることとな
る。そのため、公共施設マネジメント主導部署としては、
計画通りに事業が進んでいるのかを管理する仕組みを構築
する必要がある。表 3 は公共施設再編計画の中に具体的な
事業の工程表を有するそれぞれの自治体における、工程表
の管理・推進手法をまとめたものである(2)。
表 3 個別事業の管理・推進手法

このように、公共施設マネジメント主導部署による、各
所管が計画に倣った事業を行うための仕組みが設けられて
いることが分かった。また、数年間隔での施設白書の更新
や、所管への進捗状況の照会といった方法を用いて、実施
された事業の把握が行われていることも分かった。事業実
施前段階での「入り口」チェックだけでは、実施する事業
についての管理はできるものの、実施されない事業につい
ての管理ができないため、こうした「出口」での進捗管理
の手法が必要なのだと考えられる。
このように個別事業の実施を推進・管理する仕組みが設
けられているが、その課題としては、①事業費高騰などの
外部要因による事業の順延に伴い工期が歪む、②事業その
ものは工程表に従い概ね順調に実施されても実際は総面積
縮減に繋がらないことがある、といった点が確認された(3)。
4.3 都市計画部門との連携
4.3.1 都市計画マスタープランとの連携
さいたま市と習志野市では改訂した都市計画マスタープ
ラン（以下都市マス）に公共施設マネジメントの内容が反映
されていることが確認された。
さいたま市では、都市マスの中で地域別構想を記載する
代わりに、地域別にまちづくり構想を作成することが定め
られている。与野本町地区周辺まちづくりマスタープラン
(5)
では、その策定段階からさいたま市役所のまちづくり推
進部やまちづくり総務課に加えて、公共施設マネジメント
主導部署が参画し、検討が行われた。与野本町駅周辺地区
まちづくりマスタープランでは、
三つの基本的な考え方 の
一つに「今あるストックを上手に使う」という公共施設再

編に関わる考え方が位置付けられている。また現状分析の
段階では、浸水や延焼リスク、歩道や緑被率の分布状況、
小地域単位の人口変化率などの分析とともに公共施設の建
築年と分布状況が把握されている。まちづくりマスタープ
ランは方針を示すものであり、具体的な内容はこれからの
検討事項だが、このように交通や防災、景観、土地利用に
ついての分析・方針と並ぶ形で公共施設についての分析・
方針が示されていることは、今後の具体にまつわる検討の
中でも、公共施設について交通や土地利用も交えた総合的
な観点から検討が行われることを示している(6)。このよう
に、公共施設再編を主要な方針の一つとして取り上げ、交
通や土地利用などとともに検討している本事例は、永田ら
(2014)でも指摘されているような「複合化などの公共施設
再編が、公共交通との関連性や、病院等の公共施設以外の
市街地整備との関連性の面からの検討に乏しい」という点
について、対応する萌芽的な事例と考えられる。

図３ 与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン
計画図
習志野市では、公共施設再生計画にてモデルケースとし
て事業が進められている大久保地区の複合化事業(4)に関し
て、改訂後の都市マスにて「大久保公民館・市民会館等に
ついては、公共施設再生計画に基づく複合型多目的施設と
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して、 老朽化の進む公共施設の機能充実・集約化を図るこ
とから、新たに生涯学習拠点として位置づけます」との記
載がある。一方で今後、公共施設の集約化を通じ当該地区
の拠点性を高める計画は他にも存在するが、これらの内容
は都市マスには反映されていない。また、都市計画審議会
において情報共有は図られたものの、都市マス改訂の会議
には公共施設マネジメント主導部署は参加していない。こ
れらのことから習志野市では、都市マスが公共施設再生計
画と連動した将来都市像を描いているというよりも、既に
公共施設再生計画で進められている事項について齟齬がな
いよう調整が行われたという意味合いが強いと考えられる。
4.3.2 立地適正化計画との連携
秦野市では都市政策部を中心に立地適正化計画を現在作
成中であり、
公共施設マネジメント課も検討会議に参加し、
区域設定に関しての調整が図られている。公共施設再編計
画の中では、
小中学校を中心とした公共施設の再編を進め、
地域コミュニティの核とすることが構想されている。
だが、
立地適正化計画においては、法制度等の都合を受けて(7)、地
域コミュニティの核とされている学校が誘導区域から除外
されてしまった地域がある。このことは、立地適正化計画
はコンパクトシティ政策のような都市圏レベルでの将来像
を描き実現することには一定程度寄与できるが、地域の実
情に見合った生活圏レベルの将来像を描くのに必ずしも適
していないのではない可能性を示している。一方で、立地
適正化計画の区域設定と公共施設の再配置の方針が合致し
ている地域については、立地適正化計画に関する交付金等
の投入が可能となり、先述したような事業費の高騰などの
問題に対しての解決策となる可能性を秘めている。
4.4 市民との情報共有・協働
4.4.1 市民との情報共有
8 自治体に共通して、個別施設の事業実施に際してワー
クショップや説明会の実施が行なわれている。例えば宮代
町では事業実施の際に必ず説明会が行われる一方で、秦野
市やふじみ野市では、住民生活に影響を及ぼす事業に対し
ては説明会を行うという形となっている。公共施設再編は
市民生活に大きな影響を与えるものであるため、各個別の
事業実施に対しては反対の声が上がることも多い。秦野市
やふじみ野市のように、住民や利用者の利用に大きな影響
を及ぼす事業に対しては、必ず説明会やワークショップ等
を行うというような基準となっているのは、そのためだと
考えられる。こういった点に関する問題として、庁内には
ワークショップ等を運営するノウハウが十分に蓄積されて
いないことが指摘された。さいたま市はこの問題への対応
として、過去の複合化モデル事業を通じた蓄積から、市の
職員向けに
「さいたま市公共施設再編検討の進め方手引き」
を作成し、ノウハウの共有を図っている。また、各論につ
いては、このように市民参加の手続きが全ての自治体で行
なわれている一方で、総論についての積極的な取り組みは
さいたま市・秦野市・習志野市でしか見られなかった。
4.4.2 市民との協働の方向性

全国的に見ると公共施設の整備が最も行われたのは
1970 年代である。財務省の「減価償却資産の耐用年数に関
する省令」10)に基づくと、耐用年数は鉄筋コンクリート造
建物で 50 年(8)とされており、2020 年代にはそれらの建物
は築後50年が経過することとなる。
つまり2020年代以降、
建替えや大規模更新といったような規模の大きい事業が本
格化すると言っていい。
先述したワークショップ実施のノウハウが自治体行政の
内部には不足している問題に加え、今後公共施設の更新数
が増えた際には、ワークショップ実施に際して、人員的・
時間的な効率化の必要性が生じると推測される。この点に
ついての一つの方向性として、地域住民との協働による公
共施設再編という考え方がある。さいたま市では、与野本
町駅周辺地区まちづくりマスタープランの中で、中央区役
所周辺の公共施設再編が位置づけられている。こうしたプ
ロジェクトの推進を担うのは市役所職員に加えて、まちづ
くりマスタープランの検討を機に発足した、地元住民等か
ら成るまちづくり推進協議会となっている。その取り組み
の一つとしてワークショップの運営なども彼らが行う見込
みである。この事例は地域住民と連携して公共施設マネジ
メントの実現を目指す萌芽的な取り組みだと考えている。
地域住民と連携して公共施設再編を進めていくという方向
性は、今回対象とした各自治体において、実現はしておら
ずとも、一つの理想的な形であるとの声が確認された。一
方で地縁組織は高齢化が深刻化し、世代交代も滞っている
ことも多く、さらに人口の出入りの激しい首都圏において
はそもそもの地域コミュニティが希薄化しているという問
題点も挙げられる。習志野市はこの問題に対して、大久保
地区の複合化モデル事業の中で「フューチャーセンター」
という、地域の課題を住民が議論し、解決まで実行してい
く場を構想している。これにより若い世代も交え、公共施
設再編の議論が促進される可能性がある。
5. まとめ
以下に、本研究の成果を 4 つの視点別にまとめる。
5.1 実施体制
公共施設マネジメントの実施は、公共施設マネジメント
専管部署もしくは政策部門等が主導し、実際の事業実施や
住民説明会等は各施設を管理する所管によって行われる形
が多い。こうした体制の問題意識としては、所管における
事業実施のノウハウ不足や当事者意識の欠如といった点が
挙げられている。この点について秦野市のように公共施設
マネジメントに関する個々の案件ごとに部署横断的に集め
たチームを作り、議論を行う体制を構築することが、ノウ
ハウや問題意識の共有に役立つことが確認された。
5.2 個別事業の管理/推進手法
実現段階において、計画通りに事業を進めるために、事
業実施前の「入口」における管理と、実施した事業を把握
する「出口」における実績把握の二つで個別事業の管理・
推進を行っていることが分かった。一方で、こうした手法
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を持ってしても、材料費や事業費の高騰などの様々な課題
が発生し、計画通りには実行することが困難であることが
確認された。こうした外部要因による事業費等の高騰は今
後も避けられないものであり、こうした状況を鑑み、今後
はより一層、PFI・PPP・跡地活用等の財源確保の手法や市
民や民間事業者との連携、広域連携、可能であれば立地適
正化等との連携による交付金利用などのソフト面の施策も
組み合わせる必要があると考えられる。
5.3 都市計画部門との連携
都市計画部門との連携について、都市マスや立地適正化
計画と公共施設再編計画との連携が確認された。さいたま
市の事例では、与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープ
ラン作成の際に、公共施設再編計画にて取り組みが進めら
れていた小学校の複合化事業の内容の反映が契機となり、
両計画の連携が行われた。結果として、具体的な事業にま
では至っていないが、交通や土地利用等の視点も含めた総
合的な公共施設再編の検討が行われている。また秦野市で
は公共施設再編計画における学校施設を中心にした公共施
設の集約化の計画を、立地適正化計画での区域設定の考え
方に反映をしている。だが公共施設再編計画においては地
域の拠点とされた学校施設が、立地適正化計画においては
誘導区域内に含められないケースも発生している。個々の
施設の配置計画を含む公共施設再編計画は地区スケールの
計画とも言え、地区スケールのまちづくりマスタープラン
との親和性が高い一方で、都市スケールの立地適正化計画
との親和性は必ずしも高くないと考えられる。
5.4 市民との情報共有・協働
市民との情報共有については、全 8 自治体において最低
でも住民生活への影響の大きい事業実施に際しては、市民
説明会を行っていることが確認された。また今後の公共施
設更新の本格化に際しては、公共施設の再編に人員的・時
間的な効率化が重要で、特に公共施設の保有量が多く、削
減量も必然的に多い自治体においては、市民自らが公共施
設再編を進める協働の体制が重要となる。先述した都市計
画部門との綿密な連携は、市民との協働を促すことにも繋
がると考えられる。実際に与野本町駅周辺地区ではまちづ
くりマスタープランの策定を機に、まちづくり推進協議会
が発足し、行政と市民の公共施設マネジメントの推進に関
する連携も始まった。一方で、こうした住民組織は高齢化
が深刻でおり、
若い世代を巻き込む工夫が今後求められる。
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(2)実施計画の中に工程表を作成していないふじみ野市や宮代町においても、
総合計画や行財政経営戦略プランなどの別の計画の中で進捗管理は行わ
れていることが分かった。鎌ヶ谷市においても、現在は公共施設等総合
管理計画の策定中であり、実施段階にないが、行財政改革として行った
公共施設再編計画実施当時は、毎年度作成する個表と行財政改革推進本
部による半期ごとの進捗状況の管理で進捗管理が行われていた。
(3)公共施設再編計画の工程表の特徴として、人員や予算の関係上、公共施
設の更新の時期が一部に偏らないように平準化するという点があるが、
実際には事業費高騰などの外部要因によって、どうしても工期のずれな
どが発生し、結果的に一部の時期に工事が集中するという事態が発生し
ている。また計画されている事業自体としては、実行されているものの、
法制度の改変などにより当初の予定より必要床面積が増加することや、
学校等を中心とした複合化が構想されていても、実際には周辺に複合化
できる施設が少ないことや、更新のタイミングが合わないために複合化
ができないといった問題点が挙げられた。
(4) 大久保地区に立地する老朽化した大久保公民館や市民会館、大久保図書
館、勤労会館、中央公園を一体的に再生する事業が進められている。
(5)さいたま市中央区においては、区役所等の公共施設が集積し、歴史的な
特徴を有している拠点である与野本町駅周辺地区のまちづくりマスター
プランが策定されることとなった。この与野本町駅周辺地区では、公共
施設マネジメントの取り組みとして、老朽化が進んでいる与野本町小学
校を複合化のモデル事業とし、先行的に市民を交えて検討を行っていた。
そのため、まちづくりマスタープランを作成することとなった際に与野
本町小学校の複合化についての検討内容を反映させることとなった。
(6)例えば方針の一つである「暮らしを支える各種施設の利便性を向上させ
ます」の取り組みの例としても、
「中央区役所や与野本町小学校の複合化
の際には、アクセス性を向上するための施設敷地内や周辺道路の移動環
境の改善を図ること」や、
「中央区役所周辺の公共施設の再編にあたり、
施設や敷地を有効活用したカフェ等の店舗を設置して官民一体のサービ
スを創出すること」
、また「子育て世代や高齢者を支援する環境づくりに
努める」ことなどが述べられている。
(7)市街化調整区域に位置する学校は、都市機能誘導区域として設定できな
いため除外されている。また、市街化区域内の学校のうち、駅圏域から
相当離れた学校も除外され、第一種低層住居専用地域内にある学校（用
途が限定）は、他の用途への転用に一部制約があることから、都市機能
誘導区域から除外する検討が行われた。
(8)長寿命化の取り組みが進められているため実際は50 年以上の使用が見込
まれている場合がある。
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