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ＷＥＢアンケート 

 

日ごろから市政にご理解、ご協力をたまわり、厚く御礼申し上げます。 

可児市では、人口の急増、市民ニーズや社会的要請に応えるため、多くの公共施設やイ

ンフラ(道路や橋、上下水道などの社会基盤施設)を集中的に整備してきましたが、それら

が老朽化しはじめ、今後一斉に更新を迎えます。一方では人口減少及び少子高齢化の進展

に伴い、財政事情は厳しさを増し、公共施設の現状維持が困難な時代となってきます。 

 そこで、このたび公共施設等のあり方を検討するうえで、参考資料とするため、公共施

設について、市民の皆さまのご利用状況や、市の取組みについての考えをお尋ねするアン

ケート調査を実施することとしました。  

 皆さまからいただく回答は、統計的に処理しますので、個人が特定されるようなことは

ございません。 

 アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

《ご回答にあたってのお願い》 

●『可児市の公共施設のいまとこれから』をご覧いただいたうえでご回答ください。 

●設問に対して、あなた自身の思いや考え方に最も近いものを選んでください。 
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問１  あなたの性別をお聞かせください。 

・男性 

・女性 

 
問２  あなたの年齢をお聞かせください。 

・２０歳未満 

・２０歳代 

・３０歳代 

・４０歳代 

・５０歳代 

・６０歳代 

・７０歳以上 

 

問３  あなたのお住まいの地区をご入力ください。（例：可児市広見、可児市今渡） 

（                  ）※テキスト入力 

 
問４  あなたは、可児市にお住まいになられて何年になるかお聞かせください。 

・３年未満 

・３年～１０年   

・１１年～２０年  

・２１年以上 

 

問５ 下記の公共施設で定期的に（月に１回以上）利用している施設を次の中からすべてお選びく

ださい。（複数回答可） 

・図書館（本館・分館）  

・可児郷土歴史館・荒川豊蔵資料館・兼山歴史民俗資料館・陶芸苑 

・公民館・連絡所（兼山生き生きプラザ含む） 

・文化創造センター(アーラ) 

・スポーツ施設（体育館・グラウンド等） 

・多文化共生センター(フレビア) 

・児童センター(広見・帷子・桜ケ丘) 

・老人福祉センター（福寿苑・可児川苑・やすらぎ館） 

・福祉センター 

・Lポート可児 
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問６ 存在やサービス内容を知らない施設を次の中からすべてお選びください。（複数回答可） 

・図書館（本館・分館）  

・可児郷土歴史館・荒川豊蔵資料館・兼山歴史民俗資料館・陶芸苑 

・公民館・連絡所（兼山生き生きプラザ含む） 

・文化創造センター(アーラ) 

・スポーツ施設（体育館・グラウンド等） 

・多文化共生センター(フレビア) 

・児童センター(広見・帷子・桜ケ丘) 

・老人福祉センター（福寿苑・可児川苑・やすらぎ館） 

・福祉センター 

・Lポート可児 

 

問７ 利用する必要がない施設を次の中からすべてお選びください。（複数回答可） 

・図書館（本館・分館）  

・可児郷土歴史館・荒川豊蔵資料館・兼山歴史民俗資料館・陶芸苑 

・公民館・連絡所（兼山生き生きプラザ含む） 

・文化創造センター(アーラ) 

・スポーツ施設（体育館・グラウンド等） 

・多文化共生センター(フレビア) 

・児童センター(広見・帷子・桜ケ丘) 

・老人福祉センター（福寿苑・可児川苑・やすらぎ館） 

・福祉センター 

・Lポート可児 

 

 

問８ サービス・利用時間・利用料金などに不満がある施設を次の中からすべてお選びください。

（複数回答可） 

・図書館（本館・分館）  

・可児郷土歴史館・荒川豊蔵資料館・兼山歴史民俗資料館・陶芸苑 

・公民館・連絡所（兼山生き生きプラザ含む） 

・文化創造センター(アーラ) 

・スポーツ施設（体育館・グラウンド等） 

・多文化共生センター(フレビア) 

・児童センター(広見・帷子・桜ケ丘) 

・老人福祉センター（福寿苑・可児川苑・やすらぎ館） 

・福祉センター 

・Lポート可児 
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問９ 県・他市町村・民間施設を利用している施設を次の中からすべてお選びください。 

（複数回答可） 

・図書館（本館・分館）  

・可児郷土歴史館・荒川豊蔵資料館・兼山歴史民俗資料館・陶芸苑 

・公民館・連絡所（兼山生き生きプラザ含む） 

・文化創造センター(アーラ) 

・スポーツ施設（体育館・グラウンド等） 

・多文化共生センター(フレビア) 

・児童センター(広見・帷子・桜ケ丘) 

・老人福祉センター（福寿苑・可児川苑・やすらぎ館） 

・福祉センター 

・Lポート可児 

 

問10  あなたは『可児市公共施設等マネジメント基本方針』についてご存じですか。 

・知っている 

・聞いたことはあるが内容までは知らない 

・知らない 

 
問11  問10で「知っている」または「聞いたことはあるが内容までは知らない」と回答した方はそ

れを何から知りましたか。（複数回答可） 

・広報かに 

・可児市ホームページ 

・ケーブルテレビ可児 

・新聞記事 

・公民館等においてあるパンフレット 

・ＦＭらら 

・人から聞いた 

 

 

 

 

 

 

 
市では、現在と同規模で建替えた場合、今後５０年間に必要となる費用を総額で約１，

５０３億円と試算しました。それに対して財源シミュレーションをしたところ、累計で

約２８９億円不足する結果となりました。このため、さまざまな方策によって不足額の

解消、必要額の抑制及び施設総量の縮減をしていこうと考えています。 
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問１２  さまざまな方策のうち、賛成と思われる方策について次の中からすべてお選びください。

（複数回答可）  

【長寿命化】      ・現在ある施設を改修しながら少しでも長く使用し、建替え時 

期を遅らせる。 

【基金（貯金）の積立】 ・多額の費用が必要となるときに備え、計画的に基金（貯金） 

を蓄える 

【適正規模化】     ・施設で行う市民サービスの内容から利用者を想定しながら適 

正規模の施設とする  

【複合化】       ・複数のサービスを１つの施設にまとめながら施設数を減らす 

【集約・廃止】     ・同じサービスを提供している施設をまとめながら施設数を減 

らす 

【民間活力の導入】   ・施設の建替えや管理運営に民間のノウハウや資金を活用する 

 

問１３  さまざまな方策のうち、反対と思われる方策について次の中からすべてお選びください。

（複数回答可） 

【長寿命化】      ・現在ある施設を改修しながら少しでも長く使用し、建替え時 

期を遅らせる。 

【基金（貯金）の積立】 ・多額の費用が必要となるときに備え、計画的に基金（貯金） 

を蓄える 

【適正規模化】     ・施設で行う市民サービスの内容から利用者を想定しながら適 

正規模の施設とする  

【複合化】       ・複数のサービスを１つの施設にまとめながら施設数を減らす 

【集約・廃止】     ・同じサービスを提供している施設をまとめながら施設数を減 

らす 

【民間活力の導入】   ・施設の建替えや管理運営に民間のノウハウや資金を活用する 

 

問１４  コスト縮減や財源確保の面から必要と思う取組みについて次の中からすべてお選びくだ

さい。（複数回答可） 

・使用料金の見直しを行い、利用者負担を増やす 

・民間でできることは民間に任せ、運営コストを縮減する 

・企業等を誘致し、産業の振興を図り税収を増やす 

・人口増加政策により魅力あるまちづくりを形成し、税収を増やす 

・民間事業者に施設を貸す、売却する 

・人件費を縮減する 

・その他（                             ） 
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問１５  少ないので増やしたほうが良いと思われる施設はどれですか。（複数回答可） 

・義務教育施設（小・中学校） 

・その他の教育施設（図書館・郷土歴史館・荒川豊蔵資料館等） 

・公民館等（兼山生き生きプラザ含む） 

・文化創造センター（アーラ） 

・スポーツ施設 

・その他の庁舎施設（多文化共生センター・エコドーム等） 

・保育子育て施設（保育園・幼稚園・児童センター・キッズクラブ等） 

・高齢者用施設（老人福祉センター等） 

・その他の福祉施設（福祉センター・Lポート可児等） 

・市営住宅 

 

問１６  多いので減らしたほうが良いと思われる施設はどれですか。（複数回答可） 

・義務教育施設（小・中学校） 

・その他の教育施設（図書館・郷土歴史館・荒川豊蔵資料館等） 

・公民館等（兼山生き生きプラザ含む） 

・文化創造センター（アーラ） 

・スポーツ施設 

・その他の庁舎施設（多文化共生センター・エコドーム等） 

・保育子育て施設（保育園・幼稚園・児童センター・キッズクラブ等） 

・高齢者用施設（老人福祉センター等） 

・その他の福祉施設（福祉センター・Lポート可児等） 

・市営住宅 

 

問１７  どのような状況の施設であれば規模の縮小や集約をしても良いとお考えですか。次の中

からすべてお選びください。（複数回答可） 

・利用者、稼働率が少ない施設 

・一部の個人・団体に利用が集中している施設 

・老朽化が著しい施設 

・運営費が高い施設 

・民間で同様のサービスを行っている施設 

・近隣市町村で同様のサービスを行っている施設  

・その他（                             ） 
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問１８  市では、インフラ（道路や橋、上下水道など）は社会基盤を形成しているものであり、基本

的に量を縮減することができないと考えています。この考え方についてどう思いますか。 

・インフラも縮減する 

・インフラは縮減できない 

・わからない 

・その他（                      ） 

 
問１９ 公共施設について、ご意見がございましたら自由にご入力ください。 

（                            ） 



5　広報かに  2015.5.1

　可児市は、昭和 40年代から始まった大型団地の開発により人口が急増しました。
　これまで、市民ニーズや社会的要請に応え、多くの公共施設（小中学校、公民館など）
やインフラを集中的に整備してきましたが、それらが老朽化し始め、今後一斉に建て替
えなどの時期を迎えることから、多額の費用が必要になってきます。
　一方で人口減少による税収の減少が予想されるなど、財政事情は厳しさを増し、公共
施設の維持が困難な時代を迎えつつあります。
　このような中で、子どもたちが郷土の人・自然の温もりに愛着を持ち、可児の未来を
担ってくれることを願い、将来にわたり必要な市民サービスを提供していくために、公
共施設の効率的な管理運営や、安全・安心に向けた計画づくりを定めた公共施設マネジ
メント基本方針を策定しましたので、お知らせします。

可児市の公共施設のいまとこれから
可児市公共施設等マネジメント基本方針を策定
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広報かに  2015.5.1　4

　可児市が現在保有している施設数は 129 施設（259 棟）、延べ床面積で約 24 万 5,000㎡（※１）です。

　人口が急速に増加し、都市化が進展していた時期に集中して建設してきました。

　※１  市役所庁舎の約 20 棟分

　平成 22 年には約 10 万人であった可児市の人口は、平成 52 年には約８万人になると推計されています。

　年齢構成別にみると、15 歳未満の人口は約 33％減少、15 歳から 64 歳の人口は約 29％減少する一方で、

65 歳以上の高齢者人口は平成 37 年まで増加し、その後も横ばい状態が続き、平成 22 年に比べ約 38％

増になると推計されています。

　人口が減少することにより、公共施設の利用者も減少するため、将来的に余剰施設が出てくることも

懸念されます。

　平成 26 年現在で築 30 年以上の施設は、140 棟（延床面積約 12 万 2,000㎡）と全体の約半数となります。

　施設の老朽化が進み、10 年後には全体の約８割となる 205 棟（延床面積約 18 万 9,000㎡）が築 30

年以上となる見込みです。なお、インフラ（※２）についても同様に老朽化が進むと見込まれています。

　※２  道路や橋、上下水道などの社会基盤施設。
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7　広報かに  2015.5.1

　可児市の普通会計の決算額自体は増加傾向に

ありますが、その内訳には変化が見られます。

　財政規模がほぼ同規模であった平成 12 年度

（約 268 億 9,000 万円）と平成 23 年度（約

269 億 4,000 万円）を比較すると、公共施設

の建設やインフラ整備のための投資的経費は

96 億 7,000 万円から 29 億円と 70％減少し

ました。

　公共施設を現在と同じ規模で建て替えた場合、大規模な改修工事も含めると、平成 75 年までのおよそ

50 年間に要する費用は約 1,500 億円、年平均では約 30 億円が必要になります（水道事業は企業会計の

ため、試算に含めていません）。

　直近５年間の公共施設などの更新にかかった費用の年平均額、約 24 億 3,000 万円（充当可能額）と

比較して試算してみます。費用に余裕が出る年はその分を積み立て、不足する年にはその分を取り崩す

とした場合、平成 51 年以降は財源が不足し始め、平成 75 年には累積で約 289 億円が不足します。施

設を減らして不足分を解消する場合、50 年後の施設延床面積を約 35％縮減する必要があります。

　一方で、福祉的な経費である扶助費などを含

む消費的経費は、120 億 7,000 万円から 171

億円へと 40％増大、その他経費も 25 億 5,000

万円から46億7,000万円へと83％増大となっ

ています。増大の主な要因は、これらの経費に

含まれている社会保障費の増加によるものです。

　高齢化の進展により社会保障費がさらに増大

すると見込まれる一方で、15 歳から 64 歳ま

での生産年齢人口の減少により税収が減少する

と考えられることから、財政状況はますます厳

しくなることが予想されます。
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広報かに  2015.5.1　6

① 予防保全の徹底と耐震化の推進
不具合箇所を早めに修繕すること

で、施設寿命を延ばし、施設の建て替

え集中時期を分散させ、かかる費用の

平準化を図ります。また安全安心の観

点から、施設の耐震化を推進します。

② 計画的な基金の積み立て
建て替えや大規模改修には多額の費用がかかり、その時期も集中することから、計画的に基金を積

み立てることが大切です。

① ３つの方向性
   （適正規模化、複合化、集約・廃止）の検討

建て替えの際には、施設利用者数の想定を基

に適正な施設の大きさを検討します。また、用

途の異なる施設をまとめたり、用途の同じ施設

で利用者が少ない施設や、当初の目的と異なる

利用をされている施設の集約・廃止を検討し、

施設面積の縮減を図ります。

② 民間活力導入の検討
サービスの質の向上や、建設や維持管理などの運営費用の最適化を図るため、民間活力導入を検討

します。

　厳しい財政状況が予想される中にあっても、時代とともに変化する市民ニーズに応え、魅力あるまち

づくりのために、戦略的な新規事業の導入に取り組む必要があります。

　ただし、取り組みの際には、関連する施設やサービスについて「Ⅱ 建て替え時の３つの方向性」を検

討します。

今後の取り組み
　可児市の現状や課題を踏まえ、マネジメント推進について基本的な考え方を下記のとおり整理します。

　



公共施設一覧表

教 育 施 設

生涯学習施設

庁 舎 等

福 祉 施 設

公 営 住 宅

イ ン フ ラ

義務教育施設（16）

その他の教育施設(12)

公民館等（17）

文化芸術施設（1）

スポーツ施設(14)

本支庁舎（4）

消防施設（21）

その他の庁舎施設(4)

保育子育て施設(20)

高齢者用施設(6)

その他の福祉施設(4)

道路施設（168）

農業用施設（165）

上水道施設

下水道施設

小学校（今渡南、土田、帷子、春里、東明、旭、広見、南帷子、桜ケ

丘、今渡北、兼山）

中学校（蘇南、中部、西可児、東可児、広陵）

図書館（本館、帷子分館、桜ケ丘分館）、可児郷土歴史館、

陶芸苑、三階倉、兼山歴史民俗資料館、荒川豊蔵資料館、

学校給食センター、ばら教室KANI、学校職員住宅（今渡、兼山）

公民館（今渡、川合、下恵土、土田、帷子、春里、春里分館・倉庫、

姫治、平牧、桜ケ丘、久々利、広見東、中恵土、広見ゆとりピア、兼

山）、兼山生き生きプラザ

文化創造センター（ａｌａ）

Ｂ＆Ｇ海洋センター(体育館、プール)、ウエイトリフティング場、KYB

スタジアム、馬事公苑、グラウンド(運動公園、広見、姫治、塩河公園、

坊主山)、弓道場（第１・第２）、テニスコート(KYB、鳴子近隣公園)

市庁舎、総合会館、総合会館分室、水道庁舎

消防団車庫（広見、広見東、中恵土、姫治、今渡、下恵土、川合、

土田、春里、塩河、西帷子、東帷子、久々利、平牧、大森、兼山）、

倉庫（広見、中恵土、下恵土、土田、塩河・清水ケ丘）

エコドーム、多文化共生センター(フレビア)、

水防センター、(仮称)駅前拠点施設

保育園(久々利、めぐみ、土田、兼山)、幼稚園(瀬田)、児童センター(広

見、帷子、桜ケ丘、兼山)、こども発達支援センターくれよん、キッズ

クラブ(今渡北、今渡南、土田、帷子、南帷子、春里、旭、桜ケ丘、東

明、広見)

老人福祉センター(福寿苑、可児川苑、やすらぎ館)

デイサービスセンター(福寿苑、可児川苑、やすらぎ館)

福祉センター、勤労者総合福祉センター(Ｌポート可児)、

ふれあいの里可児、国民健康保険診療所

東野、桃塚、広見ケ丘、広眺ケ丘、清水、下切、瀬田、新兼山口、霞、

城山、柳栄

橋りょう（160）、トンネル（2）、歩道橋（6）、

道路（694km）

ため池（134）、頭首工（31）

受水施設(5)、配水池(16)、ポンプ場(8)、管路(667km)

処理場（3）、管路（617km）

市営住宅（11）

※施設名称は略称で表記しています。



5　広報かに  2015.5.1

　可児市は、昭和 40年代から始まった大型団地の開発により人口が急増しました。
　これまで、市民ニーズや社会的要請に応え、多くの公共施設（小中学校、公民館など）
やインフラを集中的に整備してきましたが、それらが老朽化し始め、今後一斉に建て替
えなどの時期を迎えることから、多額の費用が必要になってきます。
　一方で人口減少による税収の減少が予想されるなど、財政事情は厳しさを増し、公共
施設の維持が困難な時代を迎えつつあります。
　このような中で、子どもたちが郷土の人・自然の温もりに愛着を持ち、可児の未来を
担ってくれることを願い、将来にわたり必要な市民サービスを提供していくために、公
共施設の効率的な管理運営や、安全・安心に向けた計画づくりを定めた公共施設マネジ
メント基本方針を策定しましたので、お知らせします。

可児市の公共施設のいまとこれから
可児市公共施設等マネジメント基本方針を策定
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広報かに  2015.5.1　4

　可児市が現在保有している施設数は 129 施設（259 棟）、延べ床面積で約 24 万 5,000㎡（※１）です。

　人口が急速に増加し、都市化が進展していた時期に集中して建設してきました。

　※１  市役所庁舎の約 20 棟分

　平成 22 年には約 10 万人であった可児市の人口は、平成 52 年には約８万人になると推計されています。

　年齢構成別にみると、15 歳未満の人口は約 33％減少、15 歳から 64 歳の人口は約 29％減少する一方で、

65 歳以上の高齢者人口は平成 37 年まで増加し、その後も横ばい状態が続き、平成 22 年に比べ約 38％

増になると推計されています。

　人口が減少することにより、公共施設の利用者も減少するため、将来的に余剰施設が出てくることも

懸念されます。

　平成 26 年現在で築 30 年以上の施設は、140 棟（延床面積約 12 万 2,000㎡）と全体の約半数となります。

　施設の老朽化が進み、10 年後には全体の約８割となる 205 棟（延床面積約 18 万 9,000㎡）が築 30

年以上となる見込みです。なお、インフラ（※２）についても同様に老朽化が進むと見込まれています。

　※２  道路や橋、上下水道などの社会基盤施設。
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7　広報かに  2015.5.1

　可児市の普通会計の決算額自体は増加傾向に

ありますが、その内訳には変化が見られます。

　財政規模がほぼ同規模であった平成 12 年度

（約 268 億 9,000 万円）と平成 23 年度（約

269 億 4,000 万円）を比較すると、公共施設

の建設やインフラ整備のための投資的経費は

96 億 7,000 万円から 29 億円と 70％減少し

ました。

　公共施設を現在と同じ規模で建て替えた場合、大規模な改修工事も含めると、平成 75 年までのおよそ

50 年間に要する費用は約 1,500 億円、年平均では約 30 億円が必要になります（水道事業は企業会計の

ため、試算に含めていません）。

　直近５年間の公共施設などの更新にかかった費用の年平均額、約 24 億 3,000 万円（充当可能額）と

比較して試算してみます。費用に余裕が出る年はその分を積み立て、不足する年にはその分を取り崩す

とした場合、平成 51 年以降は財源が不足し始め、平成 75 年には累積で約 289 億円が不足します。施

設を減らして不足分を解消する場合、50 年後の施設延床面積を約 35％縮減する必要があります。

　一方で、福祉的な経費である扶助費などを含

む消費的経費は、120 億 7,000 万円から 171

億円へと 40％増大、その他経費も 25 億 5,000

万円から46億7,000万円へと83％増大となっ

ています。増大の主な要因は、これらの経費に

含まれている社会保障費の増加によるものです。

　高齢化の進展により社会保障費がさらに増大

すると見込まれる一方で、15 歳から 64 歳ま

での生産年齢人口の減少により税収が減少する

と考えられることから、財政状況はますます厳

しくなることが予想されます。



建て替えまでの２つの取り組みⅠ

建て替え時の３つの方向性と民間活力導入の検討Ⅱ

戦略的な新規事業の導入Ⅲ
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① 予防保全の徹底と耐震化の推進
不具合箇所を早めに修繕すること

で、施設寿命を延ばし、施設の建て替

え集中時期を分散させ、かかる費用の

平準化を図ります。また安全安心の観

点から、施設の耐震化を推進します。

② 計画的な基金の積み立て
建て替えや大規模改修には多額の費用がかかり、その時期も集中することから、計画的に基金を積

み立てることが大切です。

① ３つの方向性
   （適正規模化、複合化、集約・廃止）の検討

建て替えの際には、施設利用者数の想定を基

に適正な施設の大きさを検討します。また、用

途の異なる施設をまとめたり、用途の同じ施設

で利用者が少ない施設や、当初の目的と異なる

利用をされている施設の集約・廃止を検討し、

施設面積の縮減を図ります。

② 民間活力導入の検討
サービスの質の向上や、建設や維持管理などの運営費用の最適化を図るため、民間活力導入を検討

します。

　厳しい財政状況が予想される中にあっても、時代とともに変化する市民ニーズに応え、魅力あるまち

づくりのために、戦略的な新規事業の導入に取り組む必要があります。

　ただし、取り組みの際には、関連する施設やサービスについて「Ⅱ 建て替え時の３つの方向性」を検

討します。

今後の取り組み
　可児市の現状や課題を踏まえ、マネジメント推進について基本的な考え方を下記のとおり整理します。

　


