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要　約
　インフラ老朽化および将来の更新投資予算の不足問題は全国の大半の自治体において深
刻な課題として認識されている。すでに政府はインフラ長寿命化基本計画を策定しこの問
題への取り組みを明確化するとともに，その地方版行動計画である公共施設等総合管理計
画の策定を全国自治体に求めている。
　しかし，公共施設等を横断的に整理し施設等の統廃合を含めた優先順位を付す作業を行
政自身が行うことは容易ではない。筆者は，こうした状況を背景として，標準的なモデルを
示すことで，自治体が容易に素案を策定できるよう整理した。公共施設では，施設の種類別
に公共サービスとしての必要性，行政が提供する必要性，施設の必要性，独立施設の必要
性の有無をそれぞれチェックすることで，統廃合，ソフト化，広域化，多機能化などの方策
を割り当てる。土木インフラは同様に廃止，分散処理，配達・IT 化を導入するほか，重要
度に応じて利用年数に差を付けるリスクベースメンテナンス（RBM）の考え方を導入する。
　標準モデルの有効性を検証するために，埼玉県川越市において行ったシミュレーション
では，小中一体化もしくは小中学校統廃合を行うとともに，学校施設に公民館等コミュニ
ティの小規模施設の機能を移転するなど積極的な統廃合や余剰地売却によりほぼ予算不足
が解消する一方，道路，橋りょう，下水道では近年確保されている予算が非常に小さいた
め，現状予算規模ではいかなる対策を講じても不足解消に至らないことが明らかになった。
　このような具体的に施設名や数字を入れた検討を行わない限り，個々の自治体の問題は
解決しない。その検討のために標準モデルが有用であることは示された。今後は，各自治
体において標準モデルを用いて総合管理計画の実行が進むとともに，国としては，予算不
足解消のために十分な努力を払う自治体を支援することを期待するものである。

　キーワード：社会資本，リスクベースメンテナンス（RBM），PPP （公民連携）
　JEL Classification：H54, L33

図 4　特定支出控除の見直し（平成 24年度改正）
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Ⅰ．はじめに

　本稿は，次章以降 4 つの章で構成される。Ⅱ
章では，「社会インフラ再検討に係る政策動向」
と題し，2010（平成 22）年に筆者（根本）が
内閣府 PFI 推進委員会に提出した試算額を機
に関係府省で検討が進められた政策動向を概説
する。Ⅲ章では，筆者の知見をもとに構成した

「標準モデル」について解説する。Ⅳ章では，
「標準モデル」を実在する地方公共団体（川越
市）に適用した結果について説明する。Ⅴ章で
は，本論文のまとめとして，今後政府及び地方
公共団体が取り組むべき社会資本老朽化対策の
在り方について提言する。

Ⅱ．社会インフラ再検討に係る政策動向

Ⅱ�－ 1．政府における公共施設 ･インフラ老朽
化に関する政策動向

Ⅱ－1－1．内閣府PFI推進委員会における試算
　わが国の公共施設・インフラ老朽化対策の必
要性については，かねてより議論はされてきた
ところであったが，更新投資の需要について網
羅的に把握されて整理されたデータが存在しな
かったことから，問題の重要性・緊急度につい
ての認識が十分に深まってこなかったというと
ころが実態であった。
　2010（平成 22）年 4 月 19 日に開催された内
閣府 PFI 推進委員会の会議資料として，委員
である根本が提出した資料「社会資本老朽化に
伴う更新投資財源不足問題と PFI／PPP の活
用の提案」1）では，その推計結果が示された。
　推計方法と結果は，以下の通りである。

・ まず，種類ごとに物理量を算出した。具
体的には，公共施設延床面積（m2），舗
装道路面積（m2），橋りょう本数（本），
水道（配管，km），下水道（配管，km）
である。

・ 次いで，一般的な市場相場や特定自治体
の実績単価等を参考に，それぞれごとの
更新単価を設定した。耐用年数は，それ
ぞれの代表的な構造の法定耐用年数を用
いた。

・ 以上により，物理量×単価÷耐用年数
により種類別の年間更新金額を算出し，
これらを合計することで更新投資金額合
計を算出した。

・ 金額は 8.1 兆円 / 年となった。

　本推計は，社会資本の更新問題の抱える問題
の大きさ（すなわち，財政へ与える影響の大き
さ）を数値で示した点，また，その算出を物理
量から積算する方式を用いた点に意義があっ
た。当時は民主党政権であり，前年の 2009（平
成 21）年に行われた総選挙で「コンクリート
から人へ」というキャッチフレーズと共に公共
事業から福祉への予算の組み替えを政権公約と
して掲げ，それを実践しようとした矢先に，「既
にある」社会資本の老朽化で巨額の財源不足が
内閣府の審議会で指摘された形となった訳で

１ ）内閣府 PFI 推進委員会ウェブサイト（http://www8.cao.go.jp/pfi/shiryo_a_23.html）の資料 8 を参照。
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あったが，民主党政権はこの指摘に敏感に反応
し，当時策定を進めていた成長戦略（後の『新
成長戦略』）及び関係各省の政策動向に社会資
本の老朽化対策が具体化されることとなった。
また，物理量ベースであるため，同じ方法を用
いて，個別自治体（ひいてはコミュニティ単位）
での将来更新投資金額を算出することが可能に
なった。この方法は，総務省の更新投資計算ソ
フトにも継承され現在全国自治体で広く導入さ
れている。

Ⅱ－ 1－ 2．『新成長戦略』における記述
　2010（平成 22）年 6 月 18 日に閣議決定され
た『新成長戦略』においては，「社会資本の戦
略的な新設・維持管理」が主要なテーマとして
位置づけられた。従来の考え方では，鉄道や道
路，港湾，空港といった社会資本を新設するこ
とによって成長戦略を実現することが意図され
てきたのだが，『新成長戦略』では，新設でな
く既存の維持管理が戦略的に行われること自体
が経済成長に繋がるとの考えのもとに盛り込ま
れたものと評価できる。
　『新成長戦略』においては，2011 年度に実施
すべき事項として「国及び地方自治体において
今後見込まれる社会資本の更新需要の洗い出
し」，2013 年度までに実施すべき事項として「国
及び地方自治体における社会資本の維持管理，
更新投資等マネジメントに係る計画の作成の促
進」を明記している。

Ⅱ�－ 1－ 3．『日 本 再 興 戦 略 ─ JAPAN� is�
BACK─』における記述

　新設でなく既存の維持管理が戦略的に行われ
ること自体が経済成長に繋がるとの考え方を盛
り込んだ姿勢は，2012（平成 24）年 12 月の自
民党への政権再交代後に策定された成長戦略で
ある『日本再興戦略─ JAPAN is BACK ─』（平
成 25 年 6 月 14 日閣議決定）においても引き継
がれている。経済成長の手段として取り組む姿
勢がより明確となっており，「3 つのアクショ
ンプラン」の 2 つ目のプランである「戦略市場

創造プラン」において，「安全・便利で経済的
な次世代インフラの構築」として記述されている。

Ⅱ－ 1－ 4．インフラ長寿命化基本計画の策定
　2013（平成 25）年 10 月に，内閣官房にイン
フラの老朽化対策に関し，関係府省庁が情報交
換及び意見交換を行い，連携を図るとともに，
必要な施策を検討・推進するため，インフラ老
朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議を設
置された。同年 11 月 25 日には，インフラ長寿
命化基本計画が決定された。インフラ長寿命化
基本計画は全てのインフラを対象にしており，
この基本計画を受けてインフラの管理者（国の
各府省，地方公共団体）が行動計画を策定し，
行動計画に基づいて施設ごとの計画を策定する
3 階層構造となっている。

Ⅱ�－ 1－ 5．公共施設等総合管理計画の策定要
請

　翌 2014（平成 26）年 4 月 22 日には，総務省
が全ての地方公共団体に対して「公共施設等総
合管理計画」（以下「総合管理計画」）の策定を
要請した。総合管理計画はインフラ長寿命化基
本計画の地方版行動計画に相当するものであ
り，平成 26 年度から 3 年以内に策定すること
が求められている。財政支援措置としては，当
初より除却債（充当率 75％，交付税措置なし）
が認められていたが，2015 年度予算では，公
共施設最適化事業債（充当率 90％，交付税算
入率 50％），地域活性化事業債への転用事業の
追加（充当率 90％，交付税算入率 30％）が開
始されている。
　公共施設等総合管理計画は，インフラ老朽化
問題に対する我が国初めての総合的政策であ
る。効果が確実に実現するよう，筆者はガイド
ラインを作成している（表 1）。
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Ⅱ－ 1－ 6．骨太の方針
　この問題に関しては，平成 27 年 6 月 30 日「経
済財政運営と改革の基本方針 2015」でも以下
のように重点として記載されている。
・ ストック適正化，維持管理・更新費の増加の

抑制に向けて，まずは地方公共団体における
固定資産台帳の整備，地方公会計の導入を進
め，行政コスト情報等を各地方公共団体や住
民自らが容易に比較できる形となるよう整備
する。

・ コストの公開，住民の意向把握，利用者負担

の検討等を行う。
・ 関係府省庁・地方公共団体が適切な連携を図

り，施設の集約・縮減にまで踏み込んだ同計
画の策定や，国公有財産の最適利用を加速す
るとともに，コンパクト・プラス・ネットワー
クによる集約・活性化や施設の効果的・効率
的な維持管理・更新を行う。

・ 生活密着型施設の統廃合や福祉拠点化など用
途転換を含む既存施設の最大限活用や，既存
資産の売却益の再投資の取組拡大を図るとと
もに，メンテナンス産業の育成・拡大等を進

表 1　総合管理計画のガイドライン

項　　目 内　　　　　容
必須項目
1）期間の長期性

今後 50 年程度の長期試算を行ったうえで，10 年以上の長期にわたる計画となってい
るか。

必須項目
2）対象の網羅性

ハコモノに限らず，地方公共団体が所有するすべての公共施設等を対象としているか。

必須項目
3）手段の総合性

施設等の種類ごとに更新・統廃合・長寿命化など基本的な考え方を記載しているか。
その際，想定できるすべての手段が検討されているか。

推奨項目
4）背景の客観性

課題の背景となった過去の投資行動や地勢等の特徴に言及し客観的に自己評価して
いるか。

推奨項目
5）分析の正確性

分析が正確に客観的に行われているか，政策としての目標を明確化するために客観
的な目標を設定しているか。

推奨項目
6）施設の具体性

実行に備えて，計画上も具体的な施設等ごとのイメージを持っているか。

推奨項目
7）空間の整合性

統廃合，多機能化等では当該土地・建物の面積要件上可能であることが確認されて
いるか。

推奨項目
8）行政推進体制の安定性

制度（条例を含む）的な工夫，組織の設置など必要な措置が検討されているか。

推奨項目
9 ）市民・企業との役割分
担の明確性

市民参加・市民自治，PPP などの推進のための検討が行われているか。

推奨項目
10）今後の計画性

次に何を行うかが順序良く整理されているか。

（出所）　筆者作成
・ 1）～3）は，総務省が求める必須項目であり，すべて満たす必要がある。
　（補注）　総務省の公表資料に記載されている公共施設等の除却のために必要となる地方債（いわゆる除却債）発行の許可要

件である。このうち，1）期間の長期性に関しては，総務省資料では「10 年以上」とされているが，全体として老朽
化していない場合，長寿命化改修投資を行った場合などは将来の更新投資のピークを見落とす可能性が高いため，試
算自体は 50 年程度の長期間で行い，その結果を踏まえて長期的に矛盾しない具体的な計画を少なくとも 10 年以上策
定する必要があるべきという指針と解釈している。

・ 4）～10）は，筆者が独自に提唱している推奨項目であり，総合管理計画としての要件ではない。しかし，これらの項目を満
たさない限り現実に実行することはできないため，総合管理計画をブラッシュアップする過程でこれらの諸点も充実させる
必要がある。
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める。

Ⅱ�－ 2．国土交通省における関連政策動向　立
地適正化計画制度

　2014（平成 26）年 8 月に施行された「都市
再生特別措置法等の一部を改正する法律」によ
り，立地適正化計画制度が設けられた。
　国土交通省が作成した「「都市再生特別措置
法」に基づく立地適正化計画概要パンフレット」
によると，法改正の背景は「我が国の都市にお
ける今後のまちづくりは，人口の急激な減少と
高齢化を背景として，高齢者や子育て世代に
とって，安心できる健康で快適な生活環境を実
現すること，財政面及び経済面において持続可
能な都市経営を可能とすることが，大きな課題
です。こうした中，医療・福祉施設，商業施設
や住居等がまとまって立地し，高齢者をはじめ
とする住民が公共交通によりこれらの生活利便
施設等にアクセスできるなど，福祉や交通など
も含めて都市全体の構造を見直し，『コンパク
トシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進
めていくことが重要です。」と説明されている。
また，立地適正化計画制度の意義と役割として，
①都市全体を見渡したマスタープラン，②都市
計画と公共交通の一体化，③まちづくりへの公
的不動産（PRE）の活用，④市街地空洞化防止
のための選択肢，⑤都市計画と民間施設誘導の
融合，⑥時間軸を持ったアクションプラン，⑦
市町村の主体性と都道府県の広域調整，が挙げ
られている。

Ⅱ－ 3．総務省における関連政策動向
Ⅱ－ 3－ 1．自治財政局における検討
　総務省の関連団体（自治総合センター）で行っ
ている研究事業として，地方自治体の社会資本
の維持更新問題についての具体的な対応策につ
いての検討を開始し，報告書「地方公共団体の
財政分析等に関する調査研究会報告書」及び社
会資本の更新費用の推計のための Excel ソフト
が公開される等の成果が公表された。
　また，2011（平成 23）年度に行った，市町

村が所有する学校，公民館などの公共施設や道
路，橋りょう，上水道，下水道のインフラ資産
に係る将来の更新費用の比較分析調査結果が
2012（平成 24）年 3 月に公表されている。

Ⅱ－ 3－ 2．新地方公会計改革の推進
　2014（平成 26）年 4 月 30 日に取り纏められ
た「今後の新地方公会計の推進に関する研究会
報告書」受けて「今後の地方公会計について」
（平成 26 年 5 月 23 日付総務大臣通知）を発出
した。同通知には，「各地方公共団体における
財務書類の作成は着実に進んでおりますが，多
くの地方公共団体において既存の決算統計デー
タを活用した簡便な作成方式である総務省方式
改訂モデルが採用されており，本格的な複式簿
記を導入していないことから，事業別や施設別
の分析ができていないのではないか，また，公
共施設等のマネジメントにも資する固定資産台
帳の整備が十分でないのではないか，といった
課題があります。」と記されており，公共施設
等のマネジメント推進策として，従来のモデル
（基準モデル，総務省方式改訂モデル）に代わ
る統一的な基準による財務書類の作成を推進す
ることが明らかにされている。
　これを受けて，2015（平成 27）年 1 月 23 日
には，「統一的な基準による地方公会計マニュ
アル」が公表されるとともに，「統一的な基準
による地方公会計の整備促進について」（総務
大臣通知）が発出された。同文書では，「当該
マニュアルも参考にして，統一的な基準による
財務書類等を原則として平成 27 年度から平成
29 年度までの 3 年間で全ての地方公共団体に
おいて作成し，予算編成等に積極的に活用され
るよう特段のご配慮をお願いします。特に，公
共施設等の老朽化対策にも活用可能である固定
資産台帳が未整備である地方公共団体において
は，早期に同台帳を整備することが望まれま
す。」と，固定資産台帳の整備を強く求めると
ともに，「標準的なソフトウェアの無償提供も
行う予定です。また，固定資産台帳の整備等に
要する一定の経費については，今年度から特別
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交付税措置を講じることとしております。」と
国としての支援を明らかにしている。

Ⅱ－ 3－ 3．公営企業会計の適用拡大
　総務省は，公営企業課長・公営企業経営室長・
準公営企業室長の連名で通知「公営企業の経営
に当たっての留意事項について」（平成 26 年 8
月 26 日付）を発出し，あわせて今後の公営企
業会計の適用拡大についての総務省の取組の考
え方を取りまとめた「公営企業会計の適用拡大

に向けたロードマップ」を実務上の参考資料と
して地方公共団体に対して送付した。
　「公営企業会計の適用拡大に向けたロード
マップ」には，地方公会計の整備促進と並行し
て，下水道事業及び簡易水道事業を重点事業と
して指定し，集中取組期間（平成 27 年度から
平成 31 年度）の間に，それらの人口 3 万人以
上の団体は期限内に公営企業会計に移行するこ
と，人口 3 万人未満の団体についてもできる限
り移行することが記されている。

Ⅲ．標準モデル

　前章で述べたとおり，国の政策は大きく舵が
切られている。しかしながら，公共施設や土木
インフラの大半を保有する自治体においてはそ
う簡単ではない。なぜならば，公共施設や土木
インフラには，それぞれ必要とされた理由があ
り，必要とする利用者がいる。そうした声にも
耳を傾けることが地方行政の仕事だとすれば
（事実そうなのだが），行政職員自身がこの問
題に対する解決案を策定することは極めて困難
である。名ばかりの計画はできても，結局のと
ころ実行できず問題は先送りされるだろう。
　筆者は，こうした問題意識に基づき，自治体
職員が容易に素案を策定できるよう標準的な考
え方を考案し，東洋大学 PPP 研究センター版
標準モデル（以下「標準モデル」）として示した。
　標準モデルが政府の公式見解ではないことは
言うまでもない。しかし，筆者および東洋大学
PPP 研究センターの過去の研究成果に立脚し
たものであり，自治体が素案を制作する際の基
礎として十分に活用できるものと考えている。
標準モデルは，公共施設に関するモデルと土木
インフラ（道路，橋りょう，上下水道ほか）に
関するモデルから構成される。

Ⅲ－ 1．公共施設に関するモデル
　まず，公共施設に関するモデルについて解説
する。
　公共施設に関するモデルとは，①種類別基準
（学校，公民館，図書館など特定の施設種類ご
とに提供されている公共サービスの必要性，民
間や市民での代替可能性，利用者の範囲などを
考慮して，ソフト化，広域化，多機能化等の対
策を割り当てる），②横断的基準（今後とも維
持すると判断した施設に対して，長寿命化，
PFI／指定管理者等共通に活用できる対策を設
定する）の 2 つである。

Ⅲ－ 1－ 1．公共施設の種類別基準（表 2）
（１�）そもそも公共サービスとしての必要性に
乏しい施設＝廃止

　まず，必要性の乏しい公共サービスは，単純
に施設・機能ともに廃止することが必要である。
すでに，自治体において廃止済み，もしくは廃
止を決定している施設はもちろん，総合管理計
画策定にあたり自治体内で検討して廃止する施
設を設定することが望ましい。
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（２�）公共サービスとしては必要であるが，公
共施設は必要ない施設＝ソフト化

　民間や市民が所有する施設を利用する，もし
くは，施設そのものを（極力）使わなくて済む
サービスに切り替えられるものである。この場
合は，自治体は自分で施設を所有しないのでソ
フト化と呼ぶ。

Ａ　ソフト化（民間移管）
　施設の所有権を民間に譲渡し以降の維持管理
運営も民間に委ねる，または，市民に類似のサー
ビスを提供している民間施設を利用してもらい
必要に応じて利用料を補助することを指す。対
象となる施設種類としては，幼稚園・保育所，
学童保育室，高齢者福祉施設（介護保険対象施
設等），公営住宅，小規模スポーツ施設，公立
病院などが想定される。常にどの地域でも民間
事業者が提供できるわけではないので，地域の
実情に応じて，対象とする施設種類を変更する
が，代替可能な民間事業者がいない場合でも，
単純維持ではなく，廃止，広域化もしくは多機
能化する。公営住宅は，公営住宅自体を民営化
することもありうるが，住民が民間住宅の空室
に入居し賃料を補助する方法もある。他の種類
を含めて，補助率は自治体の政策を反映する。
補助が必要ない場合（補助率 0％），利用者負
担を従前通りとし全額補助する場合（100％），
利用者負担は従前通りとするが国や都道府県の
補助が見込めるので基礎自治体負担は減少する
（30～70％）等が考えられる。いずれを割り当
てるかは自治体の補助制度によるので個々に自
治体ごとに設定する。仮に，100％補助とした
場合でも，将来の利用者数減少に応じて負担は
減少するのでメリットはある。

Ｂ　ソフト化（市民移管）
　施設を市民（町内会など）に譲渡する方法で
ある。通常は無償であることが多い。譲渡以降
の維持管理は市民が自ら行うので維持管理費，
運営費負担はゼロとなる。対象施設種類として
は，地区内に設置された集会所などを想定する。

将来更新する場合は，原則自治体負担はしない
ものとするが，自治体が助成する（50％程度）
制度がある場合はそれを織り込む。ソフト化（市
民移管）を選択しない場合は，他の集会会議施
設と合わせて規模を削減の上，学校等に機能移
転する（後述多機能化）。

Ｃ　ソフト化（代替サービス）
　配達や IT を用いた全く別の方法により，同
種の公共サービスを提供する方法である。図書
館における移動図書館や電子図書館，医療にお
ける遠隔医療などが相当する。全く異なるサー
ビス形態であるので，現存する施設のすべてを
変更するという仮定は現実的ではないので標準
モデルとしては織り込まないが，限界集落向け
のサービスを移動図書館へ切り替えなど部分的
に織り込むことは可能であるとともに推進すべ
きであろう。

（３�）公共サービスとしても公共施設としても
必要だが，独立施設である必要のない施設
＝広域化・多機能化

Ａ　地域外の住民も利用可能な施設＝広域化
　当該自治体住民だけでなく，他の自治体住民
も利用することが一般的な施設は，各々の自治
体ごとに類似施設を持つのではなく，自治体同
士で共同所有もしくは役割分担を行うことで負
担を削減する方法である。このカテゴリーには，
大型ホール，総合運動施設（グラウンド・体育
館等），廃棄物処理施設，公立病院，中央図書
館などが想定される。基礎自治体同士だけでは
なく，都道府県や国の同種施設も含めることが
妥当である。

Ｂ�　単機能で独立している必要のない施設＝多
機能化

　公共施設同士で多機能化する方法である。
各々の施設を独立して建設すると，玄関，廊下，
階段，トイレ，給湯室等の共用施設もそれぞれ
別々に作らなければならないが，多機能化施設
ではこれらを共用できるのでその分削減するこ
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とができる。多機能化では，拠点施設と，当該
拠点施設に機能移転する機能移転施設に分けて
考える必要がある。拠点施設としては，規模が
大きく，かつ，公共サービスとしての必要性が
高い学校，本庁舎が適当である。拠点としての
学校施設に対して，地区公民館，地区図書館，
保育所，学童保育室，高齢者福祉施設等その他
の比較的小規模の施設を機能移転施設として位
置づけ，拠点施設に機能移転する。

（４�）公共サービスとしても公共施設としても
必要だが，量を削減する必要のある施設＝
統廃合

Ａ　学校統廃合
　児童生徒数の大幅な減少が予想されている
中，学校施設を現状のまま維持することは，本
来，児童生徒に提供されるべき公平な教育環境
に支障をきたす。文部科学省では，2015 年 1
月の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配
置等に関する手引」により，「（最小でも）必要
な水準」（小学校：1 学年 1 学級以上（6 学級以
上），中学校：1 学年 2 学級以上（6 学級以上）
「望ましい水準」：（小学校：1 学年 2 学級以上
（12 学級以上），中学校：9 学級以上）とする
指針を発表したところである。標準モデルでも
この指針を取り入れる。1 学級の標準児童数の
目安（小 1，2 年 35 人，小 3～6 年・中学 40 人）
および上記の目安に基づいて以下の通りとする。
・ 小学校の統廃合対象基準は，全校児童数が

235 人以下とする。
　「小学校児童数 235 人」は，文部科学省の基
準に基づく学級配置を行ったうえで「単学級の
発生を回避する水準」である。
　中学校の場合，上記文科省の基準としては 9
学級であるが，多くの自治体の実情が「小学校
2 学校⇒中学校 1 学校」であり，これによりコ

ミュニティが形成されているという事情もある
ので，小学校同様の人数と設定する。
・ 中学校の統廃合対象基準は，全校生徒数が

235 人以下とする。
　一方，中山間地域等この水準を適用すること
が現実的に困難な場合は，上記基準の半分とな
る 117 人を例外的な基準として採用することも
可とする。小学校について言えば，この水準は
「複式学級の発生を回避する水準」と言い換え
ることができる。この水準以下の小規模校を維
持することは，児童生徒に，小規模な環境での
教育環境を強いることになるので望ましくな
く，長期的には地域内での移転集住の促進（コ
ンパクトシティ）など人の住まい方の見直しに
より解消していくべきものと考える。
　具体的な検討にあたっては，将来の学校別の
児童生徒数の予測値をもとに，目安の 235 人を
下回った学校を統廃合対象とする。
　統廃合によって，統廃合対象校の校区の児童
生徒は存続校まで通学しなければならなくな
る。ちなみに，現行の文部科学省の基準による
と，小学校の通学距離は 4km，中学校は 6km
であり，また，前記の手引きによると，これを
上回る場合は「通学時間について，おおむね 1
時間以内」とすることとされている。その場合
はスクールバス2）等の代替手段を想定しその費
用を織り込むことになる。

Ｂ　小中一貫化
　小中学校が比較的近隣にある，もしくは校区
に一体性がある場合，小中学校同士を一貫校化
する方法がある。一貫化した場合，図書室，音
楽室，美術室，体育館などを最大限共用する3）。
一体化後の余剰部分に対しては，地区内の学校
以外の施設の機能を移転することに用いる（後
述多機能化参照）。小中学校自体は残り，かつ，

２ ）専用車両やドライバーを確保するかどうかによっても異なるが，一般的には年間 5～10 百万円が必要とさ
れている。

３ ）2014 年秋に東洋大学理工学部建築学科が埼玉県川越市で行った社会実験プロジェクトでは，3 年生による
小中一貫校の設計コンペを実施した。このコンペでは，小中学校の延床面積合計の概ね 2 割削減を前提とし
ていた。
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一貫校への小規模施設の機能移転により，地区
の拠点としての機能が充実する効果が期待でき
るので，地区住民にとっては受け入れやすい方
法である。欠点としては，統廃合に比べると限
定的であり大幅に予算が不足している自治体で
は決め手にならないこと，そもそもの問題で
あった小規模校の欠点は解消しないことである。

Ｃ　類似機能共用化
　公共施設には名称は異なっても同様の機能を
有する施設は少なくない。たとえば，集会・会
議室は，公民館，集会所，コミュニティセンター
などのほか庁舎，学校，図書館などにも存在す
る。また，音楽室，調理室，図書室，図工室等
は，小学校，中学校，公民館，図書館などで同
種の機能を有している。これらを全体して必要
な量に削減する方法である。削減の目安は，地
域内の平均的稼働率を参考にする。たとえば，
適正稼働率（80％程度）との差を削減するとい
う考え方である。

Ⅲ－ 1－ 2．公共施設の横断的基準
（１）長寿命化
　種類別基準で広域化，多機能化により維持す
るとした施設に対して長寿命化改修を行う方法
である。くれぐれも，必要性が明確でない施設

を，とりあえず長寿命化することは避けるべき
である。長寿命化にあたっては，文科省の学校
施設長寿命化改修の手引きなどを参考にして，
30 年目に長寿命化改修し 60 年目に改築するも
のとする。

（２）予防保全包括委託
　公共施設の維持管理を，現状の事後保全から
予防保全に切り替える方法である。予防保全に
よる長寿命化効果は，前記の長寿命化改修によ
り織り込み済みであるため，予防保全単独での
効果は織り込まない。しかし，予防保全を多数
の施設を包括的に予防保全することによってス
ケールメリットを期待できる。包括委託を受け
た民間はさまざまな工夫を加えて，費用対効果
を改善することができるからである。経験値に
基づいて 10％削減を標準とする。

（３）公的不動産
　種類別基準の廃止，ソフト化，広域化，多機
能化により余剰不動産が生じる。これらの土地・
建物を売却・賃貸する方法が公的不動産である。
対象土地を具体的に定めて，その公示価格など
により積算する。

表 2　公共施設の種類別基準

評　　　　　価 対　策 対象となる施設
公共サービスとしての必要性に乏しい施設 廃止

公共サービスとしては必要であるが，公
共施設は必要ない施設

ソフト化（民間
移管）

幼稚園・保育所，学童保育室，高齢者福祉施設，公
営住宅，小規模スポーツ施設等

ソフト化（市民
移管）

集会所等

ソフト化（代替
サービス）

移動図書館・電子図書館，遠隔医療等

公共サービスとしても公共施設としても
必要だが，量を削減する必要のある施設

学校統廃合 学校（統廃合，小中一貫化）
類似機能共用化 集会・会議室，音楽室，調理室，図書室，図工室等

公共サービスとしても公共施設としても必
要だが，独立施設である必要のない施設

広域化 大型ホール，総合運動施設，中央図書館等

多機能化
保育所，学童保育室，高齢者福祉施設，地区図書館，
地区公民館等

（出所）　筆者作成
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（４）�PFI／指定管理者
　狭義の PPP（公共サービス型）を適用する。
更新する場合は PFI を活用する4）。既存施設に
関しては，指定管理者を導入する5）。スペースマ
ネジメント　庁舎等のスペースを効率化する方
法である6）。一般的に，庁舎は，会議室が分散
している，執務スペースに文書保管が多いなど
運営の非効率さをもたらす点が指摘されている。

（５）エネルギーマネジメント
　使用エネルギーを効率化して削減する方法で
ある。いわゆる ESCO はこれに該当する。施
設ごとの光熱水費が不明の場合は全体としての
大まかな割合を決めたうえで，維持管理費をそ
の分削減する7）。

（６）市民負担引き上げ
　料金の引き上げの方法である。個々の施設ご
とに料金を引き上げる場合は，維持管理費の
何％をカバーするかを決めて，その分維持管理
費を削減する。個々の施設の市民負担を見直さ
ない場合は，最終不足額を世帯数で割り算して
算出する。これにより，統廃合等が不十分な場
合は市民負担が相当程度残るという現実を，市
民に理解してもらうことができる。

Ⅲ－ 2．土木インフラに関するモデル（表 3）
　土木インフラに関しても，公共施設同様に，
種類別基準と横断的基準を用いる。

Ⅲ－ 2－ 1．土木インフラの種類別基準
（１）そもそも必要性に乏しいインフラ＝廃止
　まず，必要性に乏しいインフラは，単純に施
設・機能ともに廃止することが必要である。す

でに，自治体において廃止済み，もしくは廃止
を決定しているインフラはもちろん，総合管理
計画策定にあたり自治体内で検討して廃止する
施設を設定することは望ましいことである。た
だし，一般的に想定されるものではないためモ
デルとしては織り込まない。

（２�）土木インフラとしては必要だが代替サー
ビスが存在するインフラ＝分散処理，ソフ
ト化，コンパクト化

　土木インフラとしての機能を別サービスで代
替する方法であり，分散処理，デリバリー・バー
チャル化，コンパクト化の 3 つに分かれる。

Ａ　分散処理
　ネットワーク型から地域ごとに処理する方法
に変えることである。水道⇒地下水専用水道，
公共下水道⇒合併浄化槽，電気，ガス⇒再生可
能エネルギーなどが例である。

Ｂ　ソフト化（配達，IT）
　サービスを配達または IT を活用する方法で
ある。水道管⇒給水車などが該当する。

Ｃ　コンパクト化
　人口の集住を促す方法である。そもそも，現
在の日本の土木インフラは人が住んでいる場所
を前提にしてネットワークインフラでつなぐと
いう考え方を用いている。この考え方では，今
後，人口が減少するにつれて一人当たりの負担
が増えていくことになる。これに対して，人を
動かすことを前提にするのが移転の考え方であ
る。コンパクトシティ，高台移転等が該当する。

４ ）内閣府が開示している VFM 実績を参考として平均的に 5％削減と見込み全費用から一律 5％削減する方法
を提案する。適用する施設に関しては 10％程度の VFM は見込めるが，全施設に導入できるものでもないの
で押しなべて 5％としたものである。

５ ）指定管理者は施設を所有しないので，運営費を 10％削減する方法を提案する。実際には維持管理も受託し
ている例が多いが，維持管理に関しては前述長寿命化改修もしくは予防保全包括委託にて織り込むと考える。

６ ）実績を勘案して，庁舎等延床面積を 10％削減できるものとする。将来的に人口に応じて庁舎面積も削減す
る必要もある。

７ ）たとえば，光熱水費が維持管理費の 1 割だとすると，削減率は維持管理費×1 割×10％とする。

- 104 -

公共施設等総合管理計画のための標準モデルの制作とモデル事例



（３）必要だが量が過剰なインフラ＝間引き
　錯綜，過剰感のあるインフラを一部廃止する
方法である。水道，下水道は普及率が概ね現状
水準となった過去の時点を適切とみてその人口
一人当たり水準まで引き下げる方法もある。

（４�）必要であり代替サービスも存在しないイ
ンフラ＝RBM

　大半の土木インフラは必要性が高く，代替
サービスも存在しない。これらに対しては，リ
スクベース・メンテナンス（RBM）を導入する。
具体的には，以下のような考え方を採用する。
　道路，橋，水道，下水道等インフラ種類ごと
に，劣化が進みやすい部分，機能が損なわれた
際の社会的被害（重要度）の大小から【クラス
Ａ】，【クラスＢ】，【クラスＣ】に 3 分類する。
　【クラスＡ】とは，重要性の高いものであり，
障害は最小化されるべきなので耐用年数通りに
更新する。たとえば，一般道路であれば，幹線
道路のうち特に大型車の往来の激しい主要幹線
道路の舗装を 15 年ごとに打ち替えるものであ
る。【クラスＢ】とは，クラスＡより重要度を

落とし多少の障害は許容されるものであり，標
準耐用年数の 50％増しした期間利用する。一
般道路であれば，主要幹線道路以外の幹線道路
の舗装を 23 年ごとに打ち替えるものである。
【クラスＣ】とは，クラスＢよりもさらに重要
度を落とし，利用者の生命や財産に対する大き
な被害が出ない程度で最小限の維持管理を行え
ば足りると考え，耐用年数の 2 倍の耐用年数を
想定する。一般道路であれば生活道路の舗装を
30 年ごとに打ち替えるものである。
　RBM の効果は耐用年数のみに対して及ぶと
仮定する8）。
　3 分類は，自治体において定める。【クラスＡ】
のウェイトを高くした場合，インフラの安全性
が損なわれる可能性がある。逆に，【クラスＣ】
のウェイトを大きくした場合，予算不足が容易
に解消せず，結果的に廃止が増えるという問題
がある。どのように定めたとしても，すべてを
【クラスＡ】として計算する現在の前提よりは
相当の減額が可能となる。逆に削減額の目安を
定めたうえで，合理的な 3 分類の組み合わせを
設定する方法もあろう。

８ ）厳密には，耐用年数の延長に効果をもたらすもの，維持管理費の縮減に効果をもたらすもの，大規模修繕
費の縮減に効果をもたらすもの等多岐にわたるが，現時点ではこれらを体系的に表現する科学的な知見が十
分に蓄積されていないためにこうした仮定を置くこととした。今後，知見が蓄積されれば順次反映させてい
くこととする。

表 3　土木インフラの標準モデル

評　　価 対　　策 対象となる施設
必要性に乏しいイ
ンフラ

廃止

必要だが代替サー
ビスが存在するイ
ンフラ

分散処理
水道⇒地下水専用水道，公共下水道⇒合併浄化槽，電気，
ガス⇒再生可能エネルギー

ソフト化（配達・IT） 水道管⇒給水車など
移転 コンパクトシティ，高台移転

必要だが量が過剰
なインフラ

間引き 錯綜，過剰感のあるインフラを一部廃止

必要で量も削減で
きないインフラ

リスクベースメンテナンス（RBM）
重要度に応じて状態基準保全，事
後保全などを組み合わせる

一般の道路，橋りょう，水道，下水道。
クラスＡ（耐用年数通り更新），クラスＢ（耐用年数の 1.5
倍で更新），クラスＣ（耐用年数の 2 倍で更新）に分類。

（出所）　筆者作成
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Ⅲ－ 2－ 2．土木インフラの横断的基準（表 4）
（１）長寿命化
　一般的な長寿命化は RBM および下記包括委
託の中に織り込んでいるものと考える。ここで
いう長寿命化は，更新の際に長寿命化品に切り
替える場合にその耐用年数，価格に変更する趣
旨である。たとえば水道管の場合，既存管は耐
用年数 40 年が一般的であるがこれを 80 年に変
更する場合である。

（２）PFI／指定管理者
　公共施設同様に，更新施設では PFI を導入
し，VFM（全費目）を見込む。既存施設の場合
は指定管理者を導入できるが維持管理主体であ
り，その効果は下記包括委託で把握する。改正

PFI 法により上下水道はコンセッションの対象
になったが，VFM には影響を与えないものと
仮定する。

（３）予防保全包括委託
　公共施設同様に維持管理費を削減するものと
する。

（４）エネルギーマネジメント
　公共施設同様，光熱水費を削減する。

（５）市民負担の引き上げ
　上下水道の料金を引き上げる。最終不足額を
世帯数で割り算する。

Ⅳ．標準モデルの適用事例（埼玉県川越市）

　東洋大学 PPP 研究センターでは，2014 年度，
一般社団法人地域総合整備財団の支援を得て，
埼玉県川越市での標準モデルの適用を検討した。

Ⅳ－ 1．川越市モデルの設定
Ⅳ－ 1－ 1．将来更新投資予算不足率の計算
　まず，将来更新投資予算不足率を計算した。
将来更新投資予算不足率とは，予算確保可能額
÷将来更新投資予算必要額で算出される。社

表 4　公共施設と土木インフラの横断的基準

基　準 公　共　施　設 土木インフラ

長寿命化
機能を維持するために必要と考える（30 年目
に更新費用の 6 割かけて改修し 60 年目に更新）

具体的な長寿命化計画がある場合はそれを織
り込む。

公的不動産 学校統廃合跡地等を民間に売却・賃貸する。
PFI／指定管理者 更新施設は PFI，既存施設は指定管理者を導入。
包括民間委託 施設等の維持管理を包括的に民間委託する。
スペースマネジメ
ント

事務スペース等の非効率なスペース使用を見直し。

エネルギーマネジ
メント

ESCO 等によりエネルギーの利用効率の引き上げ
同左

利用料引き上げ 有償施設，上下水道，有料道路の利用料を引き上げる。
市民負担見直し 最終的な資金過不足に応じて世帯当たり負担を明示する。

（出所）　筆者作成
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会資本老朽化問題をミクロ的にとらえるための
手法として開発したものであり，総務省が提供
するソフトにおいても取り入れられている。
　将来更新投資予算必要額とは，「現在の公共
施設・インフラを，それぞれの耐用年数到来時
点で同物理量で更新するために必要な予算のこ
と」である。計算に用いる物理量とは，公共施
設・道路・橋りょうが面積，水道管・下水道管
が距離であり，それぞれ自治体が把握している
データを用いる。同様に取得年も自治体データ
を用いて，法定耐用年数到来時点で同物理量を
更新すると仮定する。金額への換算単価は，前
述総務省ソフトにおいて採用されている標準単
価を用いている。建築年，規模（公共施設，道
路，橋りょうは面積，水道管，下水道管は距離），
更新単価がそれぞれ一通りに定まるため，結果
も一通りで算出されるという特徴がある。実際
には，さまざまな対策を講じるが，一切対策を

講じない自然体の状況を想定する。対策の効果
は，後述通り対策を具体的に定めた後計算する。
　予算確保可能額は，将来の更新投資に使える
予算のことである。将来の予算確保可能額を予
測するのは困難であるので，過去の実績が今後
も持続すると仮定する。総務省ソフトでは過去
5 年間の実績を使うとされている。将来の人口
減少を考えると，過去の実績が今後も持続する
という仮定は一般的には強すぎるが，人口減少
の影響も別途把握すべきものと考える。実際の
投資的経費の中には，維持管理費など今後も経
常的に支出する必要のある費目が含まれている
ことが多く，これらは更新投資には使えないの
で，自治体の支出リストにある個別の支出項目
を精査して，将来の更新投資に充当できると考
えられる項目に限定して積算した。
　上記の手順にそって計算を行ったところ，将
来更新投資予算不足率は，公共施設で 62.2％，

図 1　川越市の小中学校の立地状況

（出所）　筆者作成
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土木インフラを含めた社会資本全体では 55.7％
と試算された。これは，現在ある公共施設のう
ち 62.2％，社会資本全体の 55.7％しか更新する
ことができないことを意味している。

Ⅳ－ 1－ 2．川越市モデルの設定
　上記の結論は，「何もせずに単純に同規模を
更新する」という前提に基づいている。大幅な
予算不足が生じる以上，何らかの対策を講じる
べきことは言うまでもない。川越市において講
じるべき対策を前述の標準モデルを参考にして
設定した。参考までに川越市の小中学校の立地
状況を図 1 に示した。
　公共施設では，もっとも面積の大きい小中学
校の種類別方針を定めた。具体的には以下の 2
案である。
Ａ 案：小中一体化（同一地区内で 1km 以内に

立地する小中学校を一体化する）
　本市の特徴は小中学校が近接している例が非
常に多いことである。小中学校計 54 校中 38 校
がお互いに道のり 1km 以内に立地している。
これは，本市（および合併前の町村）が小中学
校をセットで地域の拠点にしてきた歴史がある
ためである。Ａ案はこの事実を尊重して，一体
化後の小中学校を拠点にするために，小中学校
の延床面積を 20％削減する前提を置くととも
に，周辺の小規模施設を機能移転することとし
た。全学校施設の 7 割以上の施設において相応
の負担が見込まれること，小中学校が維持され
るという点がＡ案の利点である。なお，Ａ案に
よっても小中一体化対象とならない学校は統廃
合対象とした（1 施設のみ）。
Ｂ案：小中統廃合（235 人ルール）
　235 人ルールに従って統廃合を行うものであ
る。統廃合によって 235 人以上の規模が確保さ
れ小規模校が解消することがＢ案の利点であ
る。このルールによって統廃合の対象となる学
校は 5 校であった。統廃合非対象の学校の中で

道のり 1km 以内に立地する場合は一体化する
こととした。
　上記の通り，Ａ案は「小中一体化を優先し，
次に統廃合する」ものであり，Ｂ案は「統廃合
を優先し次に小中一体化する」ものである。い
ずれの場合も，地区内の小規模施設の機能を移
転し地区の拠点施設とするとともに，移転した
もの施設は廃止・売却する点は変わらない。
　その他の主要な前提は以下のとおりである。
① 　学校を含め，すべての施設の改築時は PFI

を採用するものとし，VFM9）5％を織り込む。
② 　小中一体化，統廃合，機能移転により生じ

た余剰土地は公示地価で売却する。ただし，
実際に土地と建物の面積の容量が都市計画上
の条件を満たす必要があるため，児童生徒数
から文部科学省補助基準による学校所要面積
を算出し，一体化，統廃合によって容積率が
一定を超える場合は売却予定土地を留保して
施設建設に使う（つまり土地の売却を減らす）
ことによって，より現実に近いものになるよ
うに検証を行った。

③ 　保育所，公営住宅はソフト化（民間移管）
対象とし，当面利用者負担を維持するために
財政支出は従前通り必要なものの，将来的に
は人口減少に応じて負担が減るものとした。

④ 　総合運動施設，大型ホールなどは広域化対
象とし，近隣都市からの流入人口分は，他都
市に負担を求めて軽減を図るべきという考え
方に基づいて削減した（17％）。

⑤ 　庁舎等は別途検討が必要なため本研究では
具体案は検討していないが，将来の人口減少
に応じて負担も削減されるとみた。

⑥ 　土木インフラは，橋りょう（15m 以上）
に関しては長寿命化修繕計画を策定済みで，
かつ，技術的な知見に裏付けられていると評
価し，同計画が見込んでいる LCC10％減を
織り込んだ。

⑦ 　それ以外の橋りょう，道路，水道，下水道

９ ） Value For Money（すべてを公共事業で実施した際の費用（PSC）に対して PFI 事業者が実施する際の費用
（PFI-LCC）の削減率
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に関しては，RBM を採用した。具体的には，
道路においては主要幹線道路をクラスＡ，そ
の他幹線道路をクラスＢ，生活道路をクラス
Ｃとした。橋りょうは，橋長（15m 以下）
はクラスＢ，水道管は導水管をクラスＡ，送
水管・配水管等をクラスＢ，下水道管は，幹
線をクラスＡ，枝線をクラスＢとした。橋りょ
う，水道，下水道は破損した場合の影響が大
きいとみてクラスＣを設けていない。

Ⅳ－ 2．シミュレーション結果
　表 5 がシミュレーション結果である。順にコ
メントする。
① 　公共施設に関しては，Ａ案，Ｂ案ともに大

幅に改善され，予算不足はＢ案では解消，Ａ
案でもほぼ解消する。この理由は，小中一体
化，統廃合，多機能化（機能移転），広域化，
ソフト化，改築施設への PFI 導入，余剰土
地売却など，想定できるすべての選択肢を取
り入れたためであり，公共施設に関しては標
準モデルが非常に有効であることが示された
といえる。

② 　言い換えると，もともと人口減少の程度が
小さく，土地売却単価の高い川越市において
も，ようやく予算不足が解消できるというこ
とであり，他の自治体においても格段の対応
が必要であると言えよう。

③ 　Ａ案とＢ案の比較ではほぼ拮抗しており差
がない。直感的には施設廃止を含む統廃合の
方が効果が大きいと推測されるが，結果とし
ては差がなかった。これは，川越市では近隣
に立地する小中学校の組み合わせが多い（54
校中 38 校）一方，統廃合対象になる学校が
少ない（5 校）ことが理由である。この点は
特殊事情であり，一般的に小中一貫化が統廃
合と同程度の効果を持つわけではないことは
注意する必要がある。

④ 　道路，橋りょう，下水道は長寿命化修繕計
画，RBM 後でも大幅な予算不足が残る。道
路，橋りょうに関しては，近年，新設を含め
た投資がほとんど行われておらず予算確保可
能額が非常に少ないことが理由である。仮に，
RBM ですべてをクラスＣにしても不足は解消
しない。つまり，同じ普通会計の対象である

表 5　川越市のシミュレーション結果

種　　類
単純更新費用

（a）
将来予算確保
可能額（b）

対策前予算過不足額（率）
（c）＝（b）－（a）

対策効果額
（d）

対策後予算過不足額（率）
（e）＝（d）－（c）

公共施設 79.39 億円 30.00 億円
▲ 49.39 億円
（▲ 62.2％）

Ａ案
45.60 億円

▲ 3.79 億円
（▲ 11.2％）

Ｂ案
50.40 億円

1.01 億円
（3.5％）

道　　路 24.67 億円 7.98 億円
▲ 16.69 億円
（▲ 67.7％）

10.84 億円
▲ 5.85 億円
（▲ 42.3％）

橋　　梁 2.94 億円 0.6 億円
▲  2.34 億円
（▲ 79.6％）

0.38 億円
▲ 1.96 億円
（▲ 76.6％）

上 水 道 35.34 億円 23.25 億円
▲ 12.09 億円
（▲ 34.2％）

15.36 億円
3.27 億円

（－ 16.30％）

下 水 道 39.08 億円 18.46 億円
▲ 20.62 億円
（▲ 52.8％）

8.59 億円
▲ 12.03 億円
（▲ 39.5％）

合　　計 181.43 億円 80.29 億円
▲ 101.14 億円

（▲ 55.7％）

80.77 億円
Ａ案▲ 20.37 億円

（▲ 20.2％）

85.58 億円
Ｂ案▲ 15.56 億円

（▲ 16.2％）

（出所）　東洋大学 PPP 研究センターシミュレーションソフトに基づくシミュレーション結果
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公共施設の削減をさらに踏み込むことによっ
て道路，橋りょうの予算を確保するという方
法がもっとも有効であることが示唆される。

⑤ 　上水道は，逆に RBM の効果が大きく予算
不足は解消する。水道の予算不足が解消する
理由は，過去の投資が他の種類と異なりピラ
ミッド型ではなく平準型で行われてきたこと
である。近年でも相応の予算が確保されてき
たため今後の更新投資予算も確保されている
のである。

Ⅳ－ 3．市民アンケート
　川越市の調査においては，広く市民の意見を
徴するために無作為抽出アンケートを実施して
いる。回答に当たっては，市の公共施設が置か
れた老朽化の状況や，財政的な困難さを示す資
料を同封し，読んだ上での回答を求めている。
実施時期：2014 年 8～9 月
ア ンケート発出：川越市在住の満 18 歳以上の

3,000 名を無作為に抽出
回収数：1,542 名　回答率：51.4％
　表 6 は，公共施設の対策別に賛成・反対を問
うたものである。
　これによると，「類似施設を統廃合する」，「学

校等に多機能化して統廃合する」という方法は
85％前後の賛成を得ていることがわかる。この
ほか，広域化，PPP，長寿命化，民間施設利用
補助，土地活用に関してはいずれも 4 分の 3 以
上の賛成を得ている。一方，利用料金引き上げ，
特別課税の方法に関しては過半数が反対してい
る。この結果を見る限り，市民は統廃合を含め
た多くの手段に賛意を示し，逆に，負担が増え
る方向での手段には反対することがわかった。
　この結果は，男女別，年齢別，居住地域別（市
街地と周辺部）に分けてクロス集計してもほぼ
同じである。また，本市以外に，これまで同様
なアンケートを実施してきた他都市（武蔵野市，
松江市，習志野市，深谷市，高萩市，上里町（埼
玉県））でもほぼ同様の結果が得られている。
　また，公共施設と土木インフラの優先順位に
ついての質問に対しては，「土木インフラを優
先すべき」が 66.7％と全体の 3 分の 2 を占め，
「公共施設を優先すべき」の 6.7％の 10 倍以上
と圧倒的多数の支持を得ている。自由回答を見
ても，「インフラが危険であることは知らなかっ
た」，「住民の生命にかかわるものを優先すべ
き」，「ハコモノはあればあったで良いが，なく
てもかまわない」，「実態を知れば普通の市民は

表 6　川越市民アンケート結果（公共施設再編手段に対する賛否）

実施すべき
でない

どうちらか
といえば実
施すべきで

ない

どちらかと
言えば実施

すべき

積極的に 
実施すべき

賛成率
積極的賛成
／反対比率

類似施設統廃合 2.8％ 11.9％ 41.1％ 44.2％ 85.3％ 5.8
多機能化・統廃合 3.0％ 12.1％ 42.7％ 42.1％ 84.8％ 5.6
広域化 4.9％ 19.4％ 45.3％ 30.5％ 75.7％ 3.1
PPP 4.5％ 13.3％ 41.9％ 40.3％ 82.2％ 4.6
地域移管 8.5％ 31.7％ 41.3％ 18.6％ 59.9％ 1.5
長寿命化 4.9％ 14.8％ 49.9％ 30.5％ 80.3％ 4.1
民間施設利用補助 7.7％ 20.1％ 43.6％ 28.6％ 72.2％ 2.6
土地活用 2.2％ 5.9％ 31.7％ 60.3％ 92.0％ 11.4
サービス水準引き下げ 18.4％ 45.7％ 24.7％ 11.3％ 35.9％ 0.6
利用料金引上げ 15.8％ 40.5％ 30.6％ 13.0％ 43.7％ 0.8
特別課税 36.9％ 40.5％ 17.2％ 5.5％ 22.6％ 0.3

（出所）　筆者作成
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納得するのではないか」という意見が多数みら
れた。
　この結果は，市民は公共施設統廃合には反対
するという傾向は，それが正しいとしても，「当
該施設を維持するか，廃止するか」というきわ
めて部分的な問題提起に対して導かれる結果に
すぎず，すべての施設を維持することはできな

いという全体的な情報を与えた上で判断を求め
れば結論は全く変わるであろうことを示してい
るといえよう。つまり，誰かが財政負担してく
れればあった方が良いが，自分が負担してでも
維持したいとは思わないというのが，多くの国
民の理解であることが示唆されている。

Ⅴ．おわりに

　最後に，結論をまとめる。
　第 1 に，インフラ老朽化問題及び更新投資予
算不足問題に関する現在の国の政策当局の認識
および具体的な政策は当を得ている。ただし，
本来は，バブル経済崩壊期の景気対策でストッ
クを増加させるのではなく，既存ストックのメ
ンテナンスや用途転換を通じてストックを増加
させずに公共サービスの質を高める方向に政策
を転換すべきだったという点は率直に反省すべ
きである。現時点でストック増加を目的とする政
策を講じるべきではないことは言うまでもない。
　第 2 に，自治体の現場においても，国主導の
政策である公共施設等総合管理計画が動き出
し，本格化しつつある。この点も評価できる。
ただし，すでに公表されている総合管理計画の
中には，本稿で取り上げたガイドラインの観点
からは不十分な点が多く，実行に移せない，も
しくは実行しても問題を解決できないであろう
ことが予測される。総合管理計画を作文に終わ
らせず実行可能にするためには何らかの目安に
基づき具体的に検討しておくことが必要であ
る。その点，今回開発した標準モデルやガイド
ラインを大いに役立てていただくことを期待し
ている。
　第 3 に，この問題に対する国の自治体に対す
る支援は，具体的かつ客観的に総合管理計画を
策定し，実行に移すことを条件（本文で触れた
ガイドラインを満たすなど）とするべきである。

この点では，別の政策目的を立てれば新規の公
共事業に対して国の支援が受けられるというよ
うな事態は避けるべきであろう。
　第 4 に，行政のみならず市民の責任も大きい
ということである。公共施設やインフラを肥大
化させ更新投資の必要性に気付くことを遅らせ
た責任は，財政的な状況を軽視して公共施設や
インフラの拡大を促した市民にもある。今後は，
市民自らが自分にとっての最適性ではない，地
域全体および次世代を含めた最適化の意識を持
つべきである。本稿で紹介した無作為抽出の市
民アンケートはその有力な機会となろう。
　第 5 に，民間企業の役割も大きい。公共施設
やインフラが多ければ多いほど豊かであると思
う市民の錯覚は，公共施設やインフラが少なく
ても豊かであるという社会を提示していない民
間企業の責任もある。石油危機の時に日本経済
は高騰した原油を購入するために努力したので
はない。原油を買わずにすむように努力したの
である。これが省エネルギーである。今後は建
設，不動産，サービス，IT，ロボット，セン
シングなどの技術を総動員して，公共施設や土
木インフラの物理量が少なくても生活の質を維
持できる方法を考える必要がある。これが省イ
ンフラである。（１）ソフト化（例：民営化，
民間施設利用，集会所の地域移管），（２）広域
化（例：文化ホール・総合運動施設・病院・消
防等の広域連携），（３）多機能化（例：複合化，

- 111 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成 27 年第４号（通巻第 124 号）2015 年 10 月〉



参　考　文　献

根本祐二（2011）『朽ちるインフラ』日本経済
新聞出版社

既存施設の用途転換），（４）統廃合（例：学校
統廃合，小中一貫化，学校・公民館などの類似
機能の統合），（５）分散処理（例：下水道にお
ける合併浄化槽，水道における地下水専用水道，
再生可能エネルギー），（６）配達・IT（例：給
水車，移動図書館，遠隔医療），（７）コンパク
ト化（例：コンパクトシティ，高台移転）─な
ど，具体的な方法論が確立されつつある。東洋
大学では 2013 年度より省インフラを進めるた
めに，民間企業を会員とする省インフラ研究

会10）を組織して産業横断的に検討している。
　もし，今，従来型の発想で単純に公共施設や
インフラ更新に着手したら途中で財源が尽きて
しまい，多くの公共施設やインフラは物理的な
危険を抱えたまま残されることになる。ピカピ
カのホールや体育館の隣に，古びた市役所や崩
れかけた橋が残る地域に胸を張れるだろうか。
　公共施設等総合管理計画の策定と実行は，人
口減少時代に日本人が生き残るための最後の機
会なのである。

10 ）省インフラ研究会　http://www.toyo.ac.jp/site/pppc/sho-infra.html
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