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序章序章序章序章    研究の経緯と目的研究の経緯と目的研究の経緯と目的研究の経緯と目的    

 

本研究は、武蔵野市からの委託に基づき、同市の公共施設の再編の具体的な方法につい

て検討するものである。 

私たちの身の回りには多くの公共施設やインフラがある。学校、病院、公営住宅、公民

館、図書館、美術館、道路、橋、水道、下水道など、さまざまな機能を満たすためにさま

ざまな公共施設やインフラが作られた。これらは、1970 年代を中心に短期間に集中して整

備され、私たちの生活を急速に豊かにしてくれた。 

だが、今後これらはいっせいに老朽化する。東日本大震災では、震源地から遠く離れ、

震度 7 もしくは津波被害がなかった東京九段会館のホール天井が崩落し２名の方が亡くな

り、神奈川県藤沢市庁舎本館が全壊扱いとされ使用不能に陥るなど、深刻な被害例が報告

されている。2012 年 12 月の中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故、2013 年 2 月の

浜松市の吊り橋第一弁天橋のワイヤー破断事故のほか、道路の陥没や崩落などインフラに

関連する事故も相次いでいる。 

前述の東京九段会館の事故では、管理者が業務上過失致死傷罪で訴えられた。今や、老

朽化した公共施設を放置することは「罪」に問われる時代なのである。 

だが、古いものを作り変えようにも財源はない。近年の公共事業予算の削減の大きな要

因は、社会保障費の増加である。高齢化の進展でさらに社会保障費が増加することが見込

まれる以上、公共事業予算を大幅に拡大することは無理である。安易に借金に依存するこ

ともできない。現状でも先進国中最悪の負債依存度のわが国の財政では、到底こうした負

債負担には耐えられない。無理に借金を増やせば、世界から財政の信任を問われて国が破

たんする。 

このまま、公共施設やインフラの問題を放置すれば「物理的崩壊」か「財政破たん」か

の衝撃に見舞われるのである。 

もちろん、武蔵野市だけがこの衝撃から逃れられるものではない。市は、公共施設の見

直しという厳しい課題に取り組むため「武蔵野市公共施設再編に関する基本的な考え方」

を策定するとともに、詳細な分析と具体的な方法の検討を開始した。本センターは、市の

依頼を受けて公共施設・インフラマネジメント分野の専門機関として研究を行った。本報

告書はその研究の成果である。具体的には、以下の通り構成されている。 

 

 （１）公共施設、インフラ資産の現状把握と更新投資負担の予測 

市が所有する公共施設及びインフラの設置年度、物理量を基本として、各々の耐用年数

に応じた将来負担の見通しを立てた。相対的には施設数や規模が大きく、大幅な予算不足

が見込まれ、かなり思い切った対策が必要とされることを明らかにした。 

 （２）人口動向等社会分析の実施 

国勢調査による 5 歳年齢別人口動態分析、従業通学動向分析、人口予測等に基づく将来

の予想人口分析、施設の配置状況の分析などを行った。できるだけ地域の現状を踏まえた

対策を考えるためである。 
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 （３）市民の意識の確認 

公共施設老朽化への対応等に関する市民の意識を確認するために、市が行った無作為抽

出方式のアンケートの設問を設計し、得られた有効回答を分析した。土地活用、公民連携、

統廃合・多機能化、広域連携、民間施設利用補助など問題を解決するために例示されたさ

まざまな選択肢について市民の評価を明らかにするためである。 

（４）公共施設再編の検討 

上記（１）、（２）の検討を踏まえ、上記（３）で肯定的な回答の得られた施設統廃合、

長寿命化、公民連携、土地活用手法などについて検討提案を行った。予算不足は大きいも

のの、さまざまな方法を組み合わせることによって解決可能であることを示した。 

さまざまな対策を打てば解決可能であることは、そうした対策を打たない限り自然に解

決することはないことを意味する。本報告書は、今後の長い道筋の端緒にすぎない。市に

おかれては、速やかに次のステップをはじめていただくことを心から期待するものである。 

 

 

2013 年 10 月 

東洋大学 PPP 研究センター 

センター長  根本祐二 
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第１章第１章第１章第１章    武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市の公共施設更新投資に関する評価の公共施設更新投資に関する評価の公共施設更新投資に関する評価の公共施設更新投資に関する評価    

 

1-1 武蔵野市の歴史と公共施設整備に与える影響 

武蔵野市は、1889 年（明治 22 年）、吉祥寺、西窪、関前、境、井口新田飛地が合併した

武蔵野村に淵源を有する。もともとは農村であったが、甲武鉄道の新宿立川間が開通した

ことで駅周辺に賑わいが生まれ、後に国有化されたことで幹線としての機能も果たすよう

になり郊外の住宅地として発展していった。1923 年（大正 12 年）の関東大震災により都

心から多くの被災者が移り住んだことや、1924 年（大正 13 年）の成蹊学園移転により急

速に人口が増加した。 

その後、1928 年（昭和 3 年）の町制施行により武蔵野町が誕生した。農地面積の減少と

ともに、日本の戦時体制に伴い、横河電機製作所や中島飛行機株式会社武蔵野製作所など

の軍需工場の建設が相次ぎ、中でも、武蔵野製作所は日本の航空エンジンの約 3 割を生産

する巨大軍事工場となった。こうした軍需産業の集中を背景として、第 2 次世界大戦中、

町は 10 回以上に渡り空襲を受けた。 

戦後、1947 年には市政が施行された。この頃から、戦時に大きな打撃を受けた町を復興

するため、官公署や公団住宅等の誘致が積極的に行われ、人口も増加した。住宅が密集し、

衛生面の必要性が高まり 1954 年より水道事業が開始された。1955 年以降には、都市基盤

の整備が強く求められるようになり、上下水道の整備や小中学校の新増築など多くの公共

施設が集中的に整備された。この時期は、

人口増加に伴い必要量を確保する公共施

設整備であったと言える。 

人口は 1965 年に 13 万人台に乗り、そ

の後約 50 年間 13 万人台であり大幅に増

えている訳ではない。しかしながら、公

共施設は 1970 年代に大量に整備されて

いる。この時期の整備は、人口増加では

なく住民への公共サービスのレベル引上

げ（シビルミニマム

1

への政策転換）によ

るものである。 

図表 1-1 は、本市と国立市

2

の公共施設

建築年別延床面積（現存建築物のみ）を

比較したものである。1970 年代は両市ともほぼ同様の動きを示しており、こうした動きが

少なくとも東京市部において標準的な公共施設整備のパターンであることを示唆している。 

しかしながら、1980 年代以降では大きな差が生じている。武蔵野市は、1980 年代以降も

積極的に投資し近年まで続いている。一方、国立市は 1980 年代以降ほとんど公共施設の新

                                                   
1 都市生活上の基準。すべての国民に保障される最低限のレベル（ナショナルミニマム）を超えて、そ

の地域において求められるレベル。1970 年代に多くの自治体で取り入れられ、武蔵野市はその代表格と

言われている。 
2 2012 年に当センターが公共施設のあり方調査を実施した。 

図表 1-1 武蔵野市と国立市の公共施設建築年別延

床面積（現存建築物のみ） 
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増設・更新を行っていない。このことが、武蔵野市の公共施設は平均すると老朽化してい

ない一方、規模が非常に大きく、かつ施設によっては老朽化しているという結果をもたら

している。 

 

1-2 武蔵野市の公共施設に関する評価 

本節では、武蔵野市の公共施設に関連する客観的指標を算出し評価した。まず、近隣で

ある東京都市部との比較により規模・老朽化の評価を行い、次いで、東洋大ＰＰＰ研究セ

ンターが開発した試算ソフトを用いて、武蔵野市による試算との比較を通じて公共施設の

更新投資の予算確保可能性について評価した。 

 

1-2-1 公共施設の規模に関する評価 

第 1 に、公共施設規模を評価し

た。 

まず、「人口一人あたり公共施設

延床面積」を算出した

3

。これは、

「公共施設延床面積合計÷人口」

で算出される公共施設の規模に関

わる標準的な指標である。本指標

は人口規模に影響を受けるため、

全国の人口約 13 万人台の 12 市町

で比較した。これらの平均値（単

純平均）3.46 ㎡に対し、武蔵野市

は 2.365 ㎡であり、全国規模では

必ずしも多いとは言えない(図表

1−2)。 

しかし、人口集積の似通った本

市の近隣地区の中で比較すると、

かなり多い水準であることが明ら

かになった（図表 1-3）。 

さらに、この傾向を観察するた

めに「可住地面積あたり公共施設延床面積」を算出した。これは、「公共施設延床面積合計

÷可住地面積」で算出される指標である。人口一人あたり公共施設延床面積は、人口密度

によって左右されるので、人口密度の高い都市部ではこの数値を併用して評価する。東京

市部の場合は 15.3 千㎡/ｋ㎡が平均値である。 

                                                   
3 2012/1 東洋大学ＰＰＰ研究センター調査。同時点で把握できた全国自治体の公共施設延床面積が

2010/3 時点であったため、人口も同時点の住民基本台帳人口にそろえている。 

図表 1-2 人口 13 万人台規模自治体 

人口一人当たり公共施設延べ床面積比較 
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自治体 面積（k㎡） 人口（人）※ 人口密度（人/k㎡）市有総床面積（㎡）

住民１人当り

床面積（㎡）

武蔵野市 10.73 138,301 12,657 327,044 2.365

三鷹市 16.50 179,644 10,714 316,997 1.765

練馬区 48.16 708,500 14,711 1,167,299 1.648

西東京市 15.85 197,729 12,279 325,545 1.646

杉並区 34.02 539,482 15,858 827,457 1.534

小金井市 11.33 115,971 10,053 174,211 1.502

世田谷区 58.08 857,737 14,768 1,192,300 1.390

※人口は平成24年４月１日時点（外国人含む）

図表 1-3 周辺自治体人口一人当たり公共施設延べ床面積比

較 
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これに対して、武蔵野市は約 30

千㎡/ｋ㎡であり、東京市部自治

体の中では突出して高い水準で

あることが明らかになった（図

表 1-4）。 

以上より、公共施設規模に関

しては、「近隣地区と比較すると

極めて高い水準」であると評価

した。 

 

1-2-2 公共施設の老朽化に関

する評価 

第 2 に、老朽化の状況を評価

した。 

これは、「老朽化施設割合」、

すなわち、「建築後 30 年以上経過した建築物の延床面積合計÷公共施設延床面積合計」で

算出する。耐用年数をおおむね 50 年だと仮定し、毎年同じ規模を投資するとこの比率は

40%となる

4

。したがって、40%を超えている場合は、「老朽化している」と評価される。老

朽化の程度は 40%とのかい離の大きさによって判断される。 

一般的には、東京市部は都市化

の進行が早く老朽化が進んでいる

と言われている。公共施設マネジ

メント白書等により同数値を把握

できる東京市部の他の市の老朽化

施設割合は 50～60%台がほとんど

だが、その中で武蔵野市の老朽化

率は 51％であり、周辺の自治体の

中では低い部類である。しかしこ

れは近年も一定程度の投資が行わ

れてきていることが要因であり、

老朽化している施設が少ない訳ではない。 

以上より、老朽化に関しては「他市比較において平均的であるが、老朽化施設の絶対量

が少ない訳ではない」と評価した。（図表 1-5） 

 

 

 

                                                   
4 過去 50 年間で毎年 1 億円の施設整備を行った場合、50 年間累計では 50 億円の施設を整備しているこ

とになる。この内 50 年前から 31 年前までの 20 年間分の投資分である「1 億円×20 年＝20 億円」が「30

年以上経過している」ことになる。この割合は、20 億円÷50 億円=40%となる。 
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可可可可住住住住地地地地ああああたたたたりりりり人人人人口口口口密密密密度度度度     

武武武武蔵蔵蔵蔵野野野野     

府府府府中中中中     

三三三三鷹鷹鷹鷹     

西西西西東東東東京京京京     

狛狛狛狛江江江江     

国国国国立立立立     

図表 1-4 人口密度と可住地面積当たり延べ床面積（東京市部）

図表 1-5 東京市部の老朽化率 
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1-2-3 公共施設の更新投資の予算確保可能性に関する評価 

第 3 に、「予算確保可能性」を試算した。予算確保可能性は、将来の更新投資所要額と予

算確保可能額の比率であらわされる。 

まず、「予算確保可能額」を算出した。これは、「最近 5 か年の普通建設事業費（武蔵野

市では、建替工事費、保全工事費、改修工事費に区分される）のうち公共施設の更新投資

（＝新増築・更新）に用いてきた額」である。最近 5 か年の実績を用いるのは、今後の予

算確保可能性は客観的に判断できず恣意が入る可能性があるためであり、総務省が推奨す

る計算方式でも取り入れられている。言い換えれば、「現在程度の予算は確保する」ことを

前提にしていると言える。「予算確保可能額」は、今後経常的に更新投資に用いる予算とし

確保すべきものであり、更新投資に用いることのできない維持補修費等の経常的支出は除

外する必要がある。 

個別に精査した結果、普通建設事業費の中には、維持補修費的な項目（例：外壁・内装

改修、供給設備改修等）が含まれていた。精査前の普通建設事業費（公共施設分）の 175.73

億円（35.15 億円／年）に対して、修正後「予算確保可能額」は 118.78 億円（23.75 億円

／年）であることが判明した。 

最近 5 カ年の普通建設事業費の建替工事費、保全工事費、改修工事費別の内訳、及び、

経常的支出（維持補修費）を控除した「予算確保可能額」の詳細は、図表 1-6 の通りであ

る。 

 

 

 

次に、将来更新投資計算ソフトを用いて将来の「更新投資必要額」を計算した。今回用

いた東洋大ＰＰＰ研究センターソフトと武蔵野市の試算の前提条件の差を以下に示す。 

更新投資必要額は、「予算確保可能額」の考え方と同様に、将来必要な建替工事費、保全

工事費、改修工事費から経常的支出を控除した額としている。 

東洋大学ソフトは、他自治体との比較が可能なように、いくつかの前提を置いている。

まず、更新投資必要額のうち、将来必要な建替工事費の計算にあたっては、恣意の入らな

い客観的数値を得るため、現状の施設が建築年から起算して耐用年数を迎えるたびに同規

図表 1-6 普通建設事業費の内訳、予算確保可能額 

（百万円）

更新投資費 更新投資費 維持補修費 更新投資費 維持補修費

H19 578 578 385 159 226 2,034 1,115 919 2,997

H20 1,022 1,022 244 47 197 1,715 840 875 2,981

H21 1,580 1,580 274 65 208 2,855 1,871 985 4,709

H22 2,763 2,763 250 102 148 931 205 726 3,944

H23 77 77 530 28 502 2,334 1,425 909 2,941

計 6,020 6,020 1,684 403 1,281 9,869 5,455 4,414 17,573

更新投資費比率 100.0% 23.9% 55.3%

(6,020/6,020) (403/1,684) (5,455/9,869)

11,878 百万円

2,3752,3752,3752,375 百万円百万円百万円百万円 （11,878百万円÷5年間）

　保全工事費 　改修工事費

計

5年間の更新投資費の合計

予算確保可能額予算確保可能額予算確保可能額予算確保可能額

年度

　建替工事費
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模（同面積）で建て替えることを前提にしている。この前提は、大規模改修により長寿命

化を図り、60 年後に建て替えるとしている武蔵野市の試算とは異なっている。また、更新

単価についても、東洋大学では施設種別ごとに一律の単価を設定しているが、武蔵野市の

試算では現施設建設時の単価を参考に施設個別に更新単価を設定している。算定条件の主

な違いは図表 1-7 の通りである。 

 

 

項目項目項目項目    東洋大学試算東洋大学試算東洋大学試算東洋大学試算    武蔵野市試算武蔵野市試算武蔵野市試算武蔵野市試算    

使 用 ソ フ

ト 

東洋大学ＰＰＰ研究センターソフト 施設管理システム ＦＭＡＸ 

のデータを元に試算 

試算年数 試算年度から 50 年度分 試算の翌年度から 60 年分 

耐用年数 

  

60 年（公共施設） 

考え方：大規模改修を行うことで、60 年間

利用が可能として試算。 

更新単価 

  

施設ごとに個別に設定 

考え方：現施設のグレードに見合った単価

を施設個別に設定 

 

東洋大学が試算した更新投資必要額のうち、将来必要な保全工事費については、武蔵野

市が作成した施設別の保全工事費の計画をもとに、更新投資費比率（経常的支出を控除し

た額の割合）を過去 5 年間の実績と同等（23.9％）として試算している。また、将来必要

な改修工事費については、過去 5 年の実績相当額が今後も継続して必要と考え、更新投資

費比率も過去 5 年間の実績と同等（55.3％）として試算している。（更新投資比率について

は図表 1-6 を参照） 

また、将来の更新面積のうち、学校施設（小中学校）は、建替時の規模（面積）につい

て、他の施設の算定条件である「現行面積」と、各学校の「平成 29 年度の児童生徒数推計

により算出した学級数に応じた文部科学省の国庫補助基準面積」とを比較した上で条件を

決定した。（図表 1-8 を参照） 

図表 1-8 の分析の結果は以下の通り整理される。 

・現行の小中学校の総面積は、平成 29 年度

5

の児童生徒数を元に算出した文部科学省の

国庫補助基準面積の約 1.36 倍の水準である。（H22 年度の小中学校の全国平均面積と

                                                   
5
 本センター試算の耐用年数の前提である 50 年を前提にすると、平成 29 年度から多くの小中学校の校

舎が一斉に更新時期を迎えるため、平成 29 年度の児童生徒数を元に建屋面積を検討したものである。 

構造構造構造構造 耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数

鉄骨造 38年

軽量鉄骨造、軽量鉄骨プレハブ造 22年

鉄筋RC 50年

鉄骨鉄筋RC 50年

木造 22年

コンクリートブロック造 38年

その他非木造 22年

用途用途用途用途 更新単価更新単価更新単価更新単価

市民文化系施設 400千円

社会教育系施設 400千円

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 360千円

産業系施設 400千円

学校教育系施設 330千円

子育て支援施設 330千円

保健・福祉施設 360千円

医療施設 400千円

行政系施設 400千円

公営住宅 280千円

公園 330千円

供給処理施設 360千円

その他 360千円

図表 1-7 建替工事費算定条件の比較 
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比べて約 1.54 倍の水準） 

・平成 16 年度に建て替えられ、特に充実している大野田小学校の面積は、平成 29 年度

の児童生徒数を元に算出した文部科学省の国庫補助基準面積の約 1.78 倍の水準であ

る。 

・以上より、武蔵野市の小中学校の総面積は、文部科学省の国庫補助基準や他の自治体

の実績と比べて非常に大きいと言える。 

 

 

 

今回の試算条件としては、 

①平成 29 年度の児童生徒数を元に計算した文部科学省の国庫補助基準面積による建替 

②現行の総面積を維持する水準での建替（①の 1.36 倍） 

③大野田小学校の面積水準での建替（①の 1.78 倍） 

の 3 案について検討を行った。その結果、①では現状規模を大幅に下回り市の従来の水準

を引き下げることになること、③では他の方法を組み合わせても実現・維持困難と考えら

れることから、両者の中間に位置する②の「現行の総面積を維持する水準での建替」によ

り試算することとした。（参考に、3 案の今後 50 年間の更新投資費、維持管理費の比較を

図表 1-9 に示す。） 

 

 

図表 1-8 小中学校建替時の建屋面積検討 

平成25年度 平成29年度

現行面積（㎡）

学級数

（1クラス35名で試算）

①補助基準

（㎡）

②補助基準×1.36

(総面積維持）

（㎡）

③補助基準×1.78

(大野田小基準)

（㎡）

全国平均（H22）

（㎡）

第一小学校 5,160 13 5,781 7,862 10,290 5,330

第二小学校 5,807 14 6,059 8,240 10,785 5,740

第三小学校 6,808 15 6,338 8,620 11,282 6,150

第四小学校 7,140 14 6,059 8,240 10,785 5,740

第五小学校 6,785 14 6,059 8,240 10,785 5,740

大野田小学校 13,418 20 7,523 10,231 13,391 8,200

境南小学校 8,817 19 7,319 9,954 13,028 7,790

本宿小学校 7,820 13 5,781 7,862 10,290 5,330

千川小学校 9,762 9 4,642 6,313 8,263 3,690

井之頭小学校 7,555 18 7,115 9,676 12,665 7,380

関前南小学校 4,383 7 4,085 5,556 7,271 2,870

桜野小学校 9,640 24 8,340 11,342 14,845 9,840

小学校　小計 93,095 180 75,101 102,137 133,680 73,800

第一中学校 10,619 13 6,982 9,496 12,428 5,330

第二中学校 9,213 13 6,982 9,496 12,428 5,330

第三中学校 8,771 10 6,085 8,276 10,831 4,100

第四中学校 15,882 10 6,085 8,276 10,831 4,100

第五中学校 6,398 8 5,369 7,302 9,557 3,280

第六中学校 7,972 7 5,011 6,815 8,920 2,870

中学校　小計 58,855 61 36,514 49,659 64,995 25,010

合計 151,950 241 111,615 151,796 198,675 98,810



                        武蔵野市公共施設再編に関する研究報告書 

- 9 - 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

以上の条件による将来コストの分析結果は、図表 1-10 の通りとなった。 

 

 

 

◆今後 50 年平均では、更新投資所要額は年間 35.4 億円となった。予算確保可能額（23.7

億円／年）は更新投資所要額に対して 33%不足している。 

◆さらに、更新投資所要額が50年平均を上回る平成49年度までの25年間について言えば、

予算確保可能額の更新投資所要額に対する不足率は 47%とさらに増加する。 

以上より、予算確保可能性に関しては「大幅に不足」と評価した。 

 

 

 

  

図表 1-9 今後 50 年間の更新投資費、維持管理費比較表     （単位百万円） 

図表 1-10 将来コスト分析結果 

経費種別

①文部科学省の国

庫補助基準面積に

よる建替

②現行の総面積を

維持する水準での

建替（今回採用）

③大野田小学校の

面積水準での建替

更新投資費 59,404 77,605 98,839

維持管理費 65,109 79,288 95,831

計 124,513 156,893 194,670
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1−3 インフラの位置づけ 

    

 序章で述べた公共施設の問題は、道路、橋梁、上水道、下水道、公園等のインフラにつ

いても同様に生じる。武蔵野市においては以下の通り総量が把握されている。武蔵野市に

おいては、橋梁等で既に実施されている予防保全型の長寿命化計画等を今後も推進してい

く必要がある。しかし、総額で今後 40 年間に年額 18.5 億円と計算される更新投資所要額

は、過去７年間(平成 17〜23 年度)のインフラ投資的経費(公園・緑化・植栽・災害を除く)

の年額 14.1 億円を上回るものであり、公共投資予算と同様大幅に不足することが予見され

る。 

 

1−3−1 武蔵野市インフラの現状について 

 武蔵野市の公共施設以外のインフラ概要は図表 1-11 の通りである。 

 

 

 

 インフラについて近隣他市との比較を行った。結果は図表 1-12 の通りである。なお、比

較において突出した数値の地域は、特異な状況が想定されるため対象から除外した。 

  

検証対象施設 分類 管理数量 単位 備考 

道路 

主要地方道 21,639 

m 出典：武蔵野市道路施設現況調査 

１級（幹線）市道 21,931 

２級（幹線）市道 29,443 

その他市道 72,864 

自転車歩行者道 102 

橋梁 

PC 橋 17 

橋 

出典：武蔵野市橋りょう長寿命化

計画、武蔵野市橋りょう台帳 

RC 橋 16 

鋼橋 9 

上水道 

導水管 16,569 

m 

出典：平成 23 年度 水道事業年報

より（耐震管の整備率 P.18・上水

道普及率は P.51）(武蔵野市) 

送水管 2,157 

配水管 276,109 

下水管 

コンクリート管延長 243,337 

m 出典：武蔵野市提供資料 

銅管延長 5,492 

図表 1-11 武蔵野市の公共施設以外のインフラ概要 
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出典：東京都「東京都区市町村年報 2011」(平成 24 年策定)  

東京都水道局「東京都水道の概要」(平成 24 年策定) 

 

 他市比較を行った結果、総じていえば、武蔵野市のインフラは人口規模に対して小規模

であるが、行政面積に対する道路面積比は比較的高いことが分かった。 

 

1−3−2 更新投資額試算 

 次に、武蔵野市のインフラの年度別整備状況を把握し、将来の更新投資額の試算を行っ

た。試算はふるさと財団の「公共施設更新費用試算ソフト(ver.1.11)」を使用しているが、

このソフトの概要を図表 1-13 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7  

11.4  

12.5  

12.3  

11.5  

10.4  

4.6  

9.3  

9.9  

10.4  

9.3  

0.0   2.0   4.0   6.0   8.0   10.0   12.0   14.0  

八王子市 

町田市 

府中市 

調布市 

三鷹市 

立川市 

青梅市 

小金井市 

昭島市 

武蔵野市 

平均 

※※※※国国国国道道道道・・・・都都都都道道道道をををを含含含含むむむむ　　　　((((%%%%))))     

道道道道路路路路率率率率((((道道道道路路路路面面面面積積積積////行行行行政政政政面面面面積積積積))))     

386 

671 

938 

488 

744 

422 

254 

203 

513 

0  200  400  600  800  1000 

八王子市 

町田市 

府中市 

調布市 

三鷹市 

立川市 

青梅市 

小金井市 

昭島市 

武蔵野市 

平均 

※※※※八八八八王王王王子子子子市市市市はははは9999,,,,333388884444mmmm　　　　青青青青梅梅梅梅市市市市はははは4444,,,,333333330000mmmm　　　　     

橋橋橋橋梁梁梁梁延延延延長長長長((((ｍｍｍｍ))))     

27,252,000 

19,550,000 

16,440,000 

21,719,000 

20,294,900 

11,330,000 

13,780,000 

10,730,000 

17,636,988 

0  5000000  10000000  15000000  20000000  25000000  30000000 

八王子市 

町田市 

府中市 

調布市 

三鷹市 

立川市 

青梅市 

小金井市 

昭島市 

武蔵野市 

平均 

※※※※八八八八王王王王子子子子市市市市はははは88883333,,,,666699990000,,,,000000000000㎥㎥㎥㎥　　　　町町町町田田田田市市市市はははは44446666,,,,888822222222,,,,777700000000㎥㎥㎥㎥　　　　     

下下下下水水水水道道道道現現現現在在在在排排排排水水水水区区区区域域域域面面面面積積積積((((㎥㎥㎥㎥))))     

0.51 

0.47 

0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6 

東京都 

武蔵野市 

※※※※東東東東京京京京都都都都のののの人人人人口口口口かかかかららららはははは武武武武蔵蔵蔵蔵野野野野市市市市、、、、羽羽羽羽村村村村市市市市、、、、昭昭昭昭島島島島市市市市はははは除除除除くくくく     

上上上上水水水水道道道道人人人人口口口口一一一一人人人人ああああたたたたりりりり配配配配水水水水管管管管((((mmmm))))     

図表 1-12 近隣他都市とのインフラ比較 
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項目 ふるさと財団 公共施設更新費用試算ソフト（ver.1.11） 

概要 「公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する方法に関する調査研

究」において全国公共団体が公共施設の更新費用を簡便に推計するためのフリーソフト

として作成された。 

対象施設 公共施設並びに道路、橋梁、上水道及び下水道のインフラ資産 

更新費用試

算方法 

■道路：整備面積を更新年数で割った面積を1年間の舗装部分の更新量と仮定し、更新

単価を乗じることにより更新費用を試算する。 

■橋りょう：面積に更新単価を乗じることにより、更新費用を試算する。 

■上水道・下水道：延長長さに更新単価を乗じ、更新費用を試算する。 

特徴 将来の公共施設等の更新費用を推計するに当たり、物価の変動、落札率、国庫補助制度

及び地方財政制度の変更等の様々な変動要因があるなかで、試算方法が複雑化するのを

避けて、地方公共団体の規模にかかわらず簡便に推計でき、かつ、その試算方法が理解

可能なもので、将来の財政運営の 参考にできるものとすることを重視したものとする。 

留意点 今後の公共施設等の更新に要する費用を試算し、地方公共団体の財政の将来推計を考え

る上で参考となるものとする。この将来推計については、試算結果については、基礎デ

ータの把握状況によって差が生じることが予想されるため、各地方公共団体は結果の数

字についてよく分析する必要がある。 

出典：株式会社ファインコラボレート研究所 

「公共施設及びインフラの更新費用推計ソフト仕様書」 (平成 24 年 12 月) 

 

1−3−3 インフラ将来の更新投資費用の予測 

 

インフラ(道路・橋梁・上水道・下水道)の更新投資費用を試算した。結果は図表 1-14

の通りである。 

 

 

検証対象

施設 

40 年間整備額…α

(億円) 

1 年当たり所要整備

額…β(億円) 

α…市民１人当たり

(円) 

β…市民１人当たり

(円) 

道路 140.2 3.5 101,057  2,523  

橋梁 4.7 0.1 3,388  72  

上水道 292.9 7.3 211,123  5,262  

下水管 302 7.6 217,683  5,478  

合計 739.8 18.5 533,251  13,335  

 

 道路、橋梁、上水道、下水道を耐用年数毎に更新すると仮定し、各年の更新投資費用を

算定した。40 年間の整備額は約 739.8 億円、1 年当たり所要整備額は約 18.5 億円の投資が

必要となり、人口 1 人当たりは 40 年間で約 53.3 万円の負担となる。武蔵野市における過

去 7 年間の投資的経費は図表 1-15 の通りである（最近 5 年間の中には大幅に抑制した年が

含まれており平準化のため 7 年とした）。 

 

 

 

図表 1-13 公共施設更新費用試算ソフト（ver.1.11）の概要 

図表 1-14 インフラの更新投資費用の試算結果 
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17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 7 年平均 

1,905,660 1,772,218 1,473,996 1,258,789 1,299,801 1,092,436 1,101,803 
1,414,958 

※公園整備工事費、緑化推進工事費、植栽剪定工事費、災害復旧事業費は除く 

  

これらをまとめると武蔵野市のインフラ(道路、橋りょう、上水道、下水道)における予算

の不足額および不足率は図表 1-16 の通りとなる。 

 

 

インフラ 1 年当た

り所要整備額 

予算確保可能額 予算確保  

可能率 

不足率 不足額 

18.5 億円 14.1 億円 76% 24% 4.4 億円 

 

1−3−4 今後のインフラ管理のあり方について 

 

 以上のようにインフラについても公共施設と同様に予算が不足する可能性があることが

わかった。インフラマネジメントにおいては以下の点に留意する必要がある。 

 

インフラマネジメントの留意事項 

(1) 公共施設と異なり3階層マネジメント(広域化、多機能化、ソフト化)が使えない。 

(2) 水道事業などの広域化は、それぞれの施設の存在を前提にした連携(公共施設で言えば

同種・同規模の相互利用)であり、効果は限定的 

図表 1-15 過去 7 年間の投資的経費（単位：円） 

図表 1-16 インフラにおける予算の不足額および不足率 
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(3) 技術系専門職員の不足という共通の課題あり 

(4) インフラの処方箋として一般的に想定される方法は①コンパクト化と分散化②間引き

③予防保全(長寿命化)の3つであり、現在もっとも有効と考えられているのが予防保全

を組み合わせた包括マネジメントである。包括的民間委託の先行例は以下の通りであ

る。 

 

● 北海道清里町・大空町の道路包括マネジメント 

● 米国サンディ・スプリングス市の公共サービス・道路工事・交通規制等包括委託 

● 府中市インフラ包括民間委託 

 

 包括民間委託とは道路施設

等において複数の委託案件(維

持・保守、清掃・ごみ回収、舗

装補修工事等)を地域単位等で

一案件に包括して民間に委託

することで、スケールメリット

や民間の技術を活用し経費削

減効果、付帯事業によるにぎわ

いの創出効果等を期待するも

のである。 (図表1−17参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 府中市は「府中市インフラマネジメント計画」に基づき、包括モデル事業の公募を開始

した。概要は図表1−18の通りである。 

 

 

府中市「けやき並木通り周辺地区道路等包括管理委託」公募型プロポーザル概要 

《期間》 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの 3 年間 

《事業方式》 

市が管理する道路等の施設を対象とし、行政行為に係る業務は引続き市が担い、その他の維持管理や補

出典：府中市「府中市インフラマネジメント計画」 

(平成 25 年 3 月策定) 

図表 1-17 包括的委託のイメージ 

図表 1-18 府中市包括マネジメントモデル事業公募概要 
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修等にかかる業務の一部を一括して受託事業者に委託する「包括的管理」とする 

《募集及び選定方法》 

公募型プロポーザル方式 

《委託料》 

平成 24 年度実績(本業務の対象範囲相当の委託費、人件費及び諸経費の合計)を上限とする 

《対象施設》 

車道舗装、歩道舗装、道路排水施設、橋梁(立体横断施設含)、街路樹、街路灯、案内標識 

《対象業務》 

巡回業務、維持(清掃・植栽・街路灯管理)業務、補修・修繕業務、事故対応業務、災害対応業務、苦情・

要望対応業務、占有物件管理業務、法定外公共物管理業務 

《付帯事業》 

中心市街地としてのにぎわいの創出や「馬場大門のケヤキ並木(国指定天然記念物)」の景観、参道とし

ての環境維持 
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1-4 まとめと対応の方向性 

以上より、公共施設、インフラともに更新投資必要金額が「大幅に不足」していること

があきらかになった。このことは、以下を意味している。 

第 1 に、現在ある公共施設やインフラをすべて現状（以上）の規模で作り替えることは

不可能であることである。すべての公共施設やインフラには利用者がいる。もし、利用者

が必要だと考える公共施設やインフラはそのまま維持するべきだと考えると、この問題を

解決するすべはなくなる。今までとは全く異なる発想をしなければならない。 

第 2 に、住民の安全に直結し、かつ、統廃合等の対策を行いにくいインフラも大幅に不

足している以上、公共施設を優先させることはできないということである。得てして、わ

れわれはインフラはあたりまえに存在するものと考えがちであるが、公共施設同様、税金

や利用料によって賄われている以上、財政が厳しければインフラを維持することも難しく

なる。笹子トンネル天井板崩落事故、浜松市の吊り橋のワイヤー破断事故、東京都北区の

道路陥没事故等ここ 1 年以内に起きている事故は、メンテナンスが不十分なインフラは生

命にかかわる重大事故を引き起こしうることを示している。 

第 3 に、公共施設に関しては、今までのように施設自体を建設維持することを目的とす

べきではない。施設ではなく、施設によって提供されるサービス・機能を重視する方向に

切り替える必要がある。以下、本研究では、「施設の機能の分離」によって、「できるだけ

サービスを維持しながら、予算不足を解消する方法」を検討する。 
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第２章第２章第２章第２章    武蔵野市の社会分析武蔵野市の社会分析武蔵野市の社会分析武蔵野市の社会分析    

2-1 武蔵野市の人口動態 

第 2 章では、今後、公共施設の更新投資負担の不足を解消するための検討材料として、

武蔵野市の社会的評価を行った。本節では、まず、武蔵野市のおかれた社会環境を、東洋

大学ＰＰＰ研究センターが開発した標準分析手法に基づいて評価した。 

 

2-1-1 人口コーホート分析 

まず、年代毎の社会移動の傾向を見るために、国勢調査を用いて人口コーホート分析を

行った。人口コーホート分析とは、５年前の５歳下の人口を差し引くことによって、その

５年間の間に何歳世代の人口がどの程度増減したかをみる手法である。７０歳未満では自

然減（死亡）は人口比でさほど多くないため、事実上社会移動を表していると言える。 

これによって、以下のことが明らかになった。（図表２－１） 

・2005~2010 年、2000~2005 年の間での変化はほ

とんどなく、これが武蔵野市の構造的特徴

であること。 

・15～19 歳及び 20～24 歳の高校生・大学生

世代で大きく増加していること。 

・大学卒業後の就職期である 25～29 歳世代で

は大きく減少していること。 

・30 歳代、40 歳代の子育て世代でも、減少傾

向にあること。 

この背景には、以下の傾向が示唆される。 

(1)市内もしくは市内から通勤通学できる範囲に、競争力の高い高校・大学が存在し、学生

が流入する。 

(2)大学卒業後は雇用機会を求めて市外へ流出する。 

(3)子育て世代を呼び込めておらず、5～9 歳、10～14 歳の子ども世代も横ばいとなってい

る。 

 

2-1-2 昼夜間人口・流出入分析 

次いで、国勢調査によって昼間人口・流出入分析を行った。人口コーホート分析が常住

人口を年齢別構成で分析する手法である一方、昼間人口・流出入分析は、通勤通学の動向

を把握するものである。 

武蔵野市は昼夜間人口比率 110.5%と近隣他市と比較して唯一昼間人口の方が多く、周辺

地域の拠点都市であることを示している。武蔵野市は、近隣市区と比較しても流入比率が

高く、流入が流出を上回っている（図表 2-2、2-3 参照） 

流出先、流入元を見ると、通勤先は千代田区、新宿区、港区などの都心が圧倒的に多い。

また、流入については、都心よりも近隣市区が多い（図表 2-4、2-5 参照）。 

図表 2-1 武蔵野市人口コーホート分析 
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2-1-3 その他の指標 

人口以外の武蔵野市に関するデータを収集・整理した。データ収集項目は、下記アンケ

ートに基づき市民の居住理由として選択された項目を参考にした。 

 

アンケート調査 

  実施時期：2013 年 6 月 対象：市に在住する 18 歳以上の 3000 名を無作為に抽出 

  回答数：963 名  回答率：32.1％ 

 

この中で、「居住理由」の質問をおこない、以下の通りの回答を得ている。 

図表 2-2 武蔵野市従業通学分析（他市比較） 

図表 2-3 武蔵野市流出・流入人口合計（他市比較）

図表 2-4 武蔵野市流出人口他都市比較（上位９

地域） 

図表 2-5 武蔵野市流入人口他都市比較（上位９

地域） 

市区町村市区町村市区町村市区町村

流出（総数）流出（総数）流出（総数）流出（総数）

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

流出（通勤）流出（通勤）流出（通勤）流出（通勤） 流出（通学）流出（通学）流出（通学）流出（通学） 流入（総数）流入（総数）流入（総数）流入（総数）

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

流入（通勤）流入（通勤）流入（通勤）流入（通勤） 流入（通学）流入（通学）流入（通学）流入（通学） 流入・流出比率流入・流出比率流入・流出比率流入・流出比率

（Ａ/Ｂ）（Ａ/Ｂ）（Ａ/Ｂ）（Ａ/Ｂ）

武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市 47,405 40,986 6,419 58,365 45,373 12,992 81%

三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 60,671 52,030 8,641 36,989 31,987 5,002 164%

小金井市小金井市小金井市小金井市 43,819 37,572 6,247 24,193 15,211 8,982 181%

西東京市西東京市西東京市西東京市 69,402 59,172 10,230 26,194 21,706 4,488 265%

世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 259,903 227,914 31,989 172,588 121,423 51,165 151%

杉並区杉並区杉並区杉並区 173,460 152,812 20,648 93,485 71,908 21,577 186%

練馬区練馬区練馬区練馬区 219,102 188,812 30,290 74,593 65,751 8,842 294%

区市町村区市町村区市町村区市町村 流入（総数）流入（総数）流入（総数）流入（総数）

流入全体流入全体流入全体流入全体

に占めるに占めるに占めるに占める

割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）

流入（通勤）流入（通勤）流入（通勤）流入（通勤）流入（通学）流入（通学）流入（通学）流入（通学）

三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 5,348 9% 4,840 508

杉並区杉並区杉並区杉並区 4,195 7% 3,376 819

西東京市西東京市西東京市西東京市 4,077 7% 3,584 493

練馬区練馬区練馬区練馬区 3,401 6% 2,636 765

小金井市小金井市小金井市小金井市 3,199 5% 2,781 418

小平市小平市小平市小平市 2,175 4% 1,870 305

八王子市八王子市八王子市八王子市 1,925 3% 1,598 327

府中市府中市府中市府中市 1,906 3% 1,627 279

世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 1,605 3% 1,152 453

市区町村市区町村市区町村市区町村 流出（総数）流出（総数）流出（総数）流出（総数）

流出全体流出全体流出全体流出全体

に占めるに占めるに占めるに占める

割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）

流出（通勤）流出（通勤）流出（通勤）流出（通勤）流出（通学）流出（通学）流出（通学）流出（通学）

千代田区千代田区千代田区千代田区 5,725 12% 5,262 463

新宿区新宿区新宿区新宿区 4,416 9% 3,923 493

港区港区港区港区 4,022 8% 3,894 128

杉並区杉並区杉並区杉並区 2,917 6% 2,313 604

渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 2,905 6% 2,587 318

中央区中央区中央区中央区 2,757 6% 2,747 10

三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 2,701 6% 2,495 206

中野区中野区中野区中野区 1,110 2% 925 185

世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 1,090 2% 784 306

常住人常住人常住人常住人

口口口口

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

昼間人昼間人昼間人昼間人

口口口口

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

昼夜間昼夜間昼夜間昼夜間

人口比人口比人口比人口比

率率率率

（Ｂ/Ａ）（Ｂ/Ａ）（Ｂ/Ａ）（Ｂ/Ａ）

常住人常住人常住人常住人

口中従口中従口中従口中従

業通学業通学業通学業通学

者数者数者数者数

（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）

従業通従業通従業通従業通

学者比学者比学者比学者比

率率率率

（Ｃ/Ａ）（Ｃ/Ａ）（Ｃ/Ａ）（Ｃ/Ａ）

他地域他地域他地域他地域

への従への従への従への従

業通学業通学業通学業通学

者数者数者数者数

（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）

流出比流出比流出比流出比

率率率率

（Ｄ/Ｃ）（Ｄ/Ｃ）（Ｄ/Ｃ）（Ｄ/Ｃ）

当地で当地で当地で当地で

の従業の従業の従業の従業

通学者通学者通学者通学者

数数数数

（Ｅ）（Ｅ）（Ｅ）（Ｅ）

当地へ当地へ当地へ当地へ

の従業の従業の従業の従業

通学者通学者通学者通学者

数数数数

（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）

流入比率流入比率流入比率流入比率

（Ｆ/Ｅ）（Ｆ/Ｅ）（Ｆ/Ｅ）（Ｆ/Ｅ）

武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市 138,734 153,267 110.5% 73,190 52.8% 47,405 64.8% 86,038 58,365 67.8%

三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 186,083 166,284 89.4% 97,677 52.5% 60,671 62.1% 78,320 36,989 47.2%

小金井市小金井市小金井市小金井市 118,852 102,683 86.4% 62,319 52.4% 43,819 70.3% 45,135 24,193 53.6%

西東京市西東京市西東京市西東京市 196,511 157,250 80.0% 101,742 51.8% 69,402 68.2% 63,394 26,194 41.3%

世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 877,138 812,810 92.7% 445,622 50.8% 259,903 58.3% 379,937 172,588 45.4%

杉並区杉並区杉並区杉並区 549,569 480,172 87.4% 262,783 47.8% 173,460 66.0% 193,691 93,485 48.3%

練馬区練馬区練馬区練馬区 716,124 588,243 82.1% 361,124 50.4% 219,102 60.7% 235,329 74,593 31.7%

全国平均全国平均全国平均全国平均 100.0% 51.7% 43.8% 43.8%
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問 10「あなたが武蔵野市に住む理由は次のうちどれですか。最大３つまで、強く当

てはまる理由順に①②③をご記入ください（1 つまたは２つだけでも構いません）。」 

    

図表 2-6 居住理由の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本アンケート調査結果を踏まえ、上位にランクされた項目のうち、『自然環境がよい（以

下「自然環境」）』、『買物・食事・娯楽の場所が多い（以下「買物・食事・娯楽」）』、『全体

としてイメージがよい（以下「全体イメージ」）』について、指標に基づいて検証する。 

 

１ 自然環境（図表 2-7,2-8 参照） 

  「自然環境がよい」という理由を、図表 2-7「土地利用面積（緑化面積）」及び図表 2-8

「土地利用比率（緑化率）」指標により検証する。緑化対象の「農用地」「森林」「原野」

の武蔵野市における土地利用比率は各々3.4％、0.2％、0.0％と近隣 7 市中最下位であ

る。これに、「公園・運動場等」を加えても、土地全体利用比率の 6.1％で近隣 7 市中

3 位と平均的水準に過ぎない。このことから、「自然環境がよい」との回答は、客観的

指標から検証できるものではなく、緑を基軸とした市のまちづくりにより形成された

イメージに基づくものであることが示唆された。 

 

    

    

    

図表 2-7 平成１９年土地利用面積（多摩都市部市町別） 

単位（ha）単位（ha）単位（ha）単位（ha）

合計合計合計合計 宅地宅地宅地宅地 その他その他その他その他

屋外利用屋外利用屋外利用屋外利用

地地地地

公園・運公園・運公園・運公園・運

動場等動場等動場等動場等

未利用地未利用地未利用地未利用地

等等等等

道路等道路等道路等道路等 道路道路道路道路 農用地農用地農用地農用地

水面・河水面・河水面・河水面・河

川・水路川・水路川・水路川・水路

森林森林森林森林 原野原野原野原野

武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市 1076.51076 .51076 .51076 .5 724 .4724 .4724 .4724 .4 44 .744 .744 .744 .7 44.744.744.744.7 66.166.166.166.1 21 .321 .321 .321 .3 176 .2176 .2176 .2176 .2 164 .9164 .9164 .9164 .9 36.236.236.236.2 5.85.85.85.8 1 .71 .71 .71 .7 0.00.00.00.0

三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 1645.51645 .51645 .51645 .5 1013 .41013 .41013 .41013 .4 69.069.069.069.0 68.568.568.568.5 77.277.277.277.2 28 .928 .928 .928 .9 249249249249 239 .2239 .2239 .2239 .2 174.9174.9174.9174.9 19.519.519.519.5 11 .611 .611 .611 .6 1 .91 .91 .91 .9

小金井市小金井市小金井市小金井市 1132.21132 .21132 .21132 .2 685 .1685 .1685 .1685 .1 36 .736 .736 .736 .7 36.436.436.436.4 97.697.697.697.6 16 .616 .616 .616 .6 180 .7180 .7180 .7180 .7 165 .5165 .5165 .5165 .5 85.985.985.985.9 12.712.712.712.7 12 .312 .312 .312 .3 4 .74 .74 .74 .7

西東京市西東京市西東京市西東京市 1590.81590 .81590 .81590 .8 931.0931.0931.0931.0 82 .982 .982 .982 .9 82.582.582.582.5 73.473.473.473.4 39 .039 .039 .039 .0 256.0256.0256.0256.0 245 .1245 .1245 .1245 .1 186.2186.2186.2186.2 3.83.83.83.8 16 .216 .216 .216 .2 2 .42 .42 .42 .4

立川市立川市立川市立川市 2433.52433 .52433 .52433 .5 1120 .41120 .41120 .41120 .4 273 .3273 .3273 .3273 .3 134.8134.8134.8134.8 177.4177.4177.4177.4 119 .4119 .4119 .4119 .4 364 .7364 .7364 .7364 .7 343 .3343 .3343 .3343 .3 291.7291.7291.7291.7 19.319.319.319.3 41 .841 .841 .841 .8 25 .525 .525 .525 .5

国立市国立市国立市国立市 815.8815 .8815 .8815 .8 488 .2488 .2488 .2488 .2 43 .843 .843 .843 .8 42.242.242.242.2 22.822.822.822.8 7 .97 .97 .97 .9 148 .4148 .4148 .4148 .4 141 .6141 .6141 .6141 .6 70.770.770.770.7 8.98.98.98.9 7 .47 .47 .47 .4 17 .717 .717 .717 .7

国分寺市国分寺市国分寺市国分寺市 1153.91153 .91153 .91153 .9 670.0670.0670.0670.0 55 .755 .755 .755 .7 55.455.455.455.4 31.231.231.231.2 11 .611 .611 .611 .6 178 .2178 .2178 .2178 .2 166 .5166 .5166 .5166 .5 170.8170.8170.8170.8 2.32.32.32.3 30303030 4.04.04.04.0

(注）緑色の合計を緑地面積とする(注）緑色の合計を緑地面積とする(注）緑色の合計を緑地面積とする(注）緑色の合計を緑地面積とする

出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」
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２ 買物・食事・娯楽（図表 2-9 参照） 

        「買物・食事・娯楽の場所が多い」という理由については、図表 2-8「人口 10,000 人

当り大規模小売店数等比較」における①「10,000 人当り大規模小売店舗数（件）」 と

②「10,000 人当り大規模小売店舗内事業数（件）」の指標により分析した。 

  上記 2 指標は、武蔵野市が 7 近隣市の中で最も高い数値を示しており、客観的指標か

ら検証されたと言える。 

 

 

３ 全体イメージ（図表 2-10,2-11 参照） 

            「全体としてイメージがよい」という理由については、図表 2-10「住みたい街行政

市区別・街（駅）別ランキング 2013（関東エリア）」で検証する。これによると、武

蔵野市は行政区別ランキングで第 5 位であり、街（駅）・性別ランキングでは、男女

とも吉祥寺が第 1 位となっており、「イメージがよい」ことが検証される。 

   同様に、吉祥寺は、「買物・生活に便利な街」で第 2 位、「交通アクセスのよい街」

で第 2 位、「子育て環境のよい街」で第 1 位、「自然あふれている街」で第 1 位、「落ち

着いて暮らせる街」で第 1 位と、すべてのテーマ別指標において第 1 位または第 2 位

にランクされている。 

 

単位（％）単位（％）単位（％）単位（％）

合計合計合計合計 宅地宅地宅地宅地 その他その他その他その他

屋外利用屋外利用屋外利用屋外利用

地地地地

公園・運公園・運公園・運公園・運

動場等動場等動場等動場等

未利用地未利用地未利用地未利用地

等等等等

道路等道路等道路等道路等 道路道路道路道路 農用地農用地農用地農用地

水面・河水面・河水面・河水面・河

川・水路川・水路川・水路川・水路

森林森林森林森林 原野原野原野原野

武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市 100.0100 .0100 .0100 .0 67 .367 .367 .367 .3 4 .24 .24 .24 .2 ーーーー 6.16 .16 .16 .1 2 .02 .02 .02 .0 16.416.416.416.4 ーーーー 3.43 .43 .43 .4 0 .50 .50 .50 .5 0 .20 .20 .20 .2 0000

三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 100.0100 .0100 .0100 .0 61 .661 .661 .661 .6 4 .24 .24 .24 .2 ーーーー 4.74 .74 .74 .7 1 .81 .81 .81 .8 15.115.115.115.1 ーーーー 10.610 .610 .610 .6 1 .21 .21 .21 .2 0 .70 .70 .70 .7 0.10.10.10.1

小金井市小金井市小金井市小金井市 100.0100 .0100 .0100 .0 60 .560 .560 .560 .5 3 .23 .23 .23 .2 ーーーー 8.68 .68 .68 .6 1 .51 .51 .51 .5 16 .016 .016 .016 .0 ーーーー 7.67 .67 .67 .6 1 .11 .11 .11 .1 1 .11 .11 .11 .1 0.40.40.40.4

西東京市西東京市西東京市西東京市 100.0100 .0100 .0100 .0 58 .558 .558 .558 .5 5 .25 .25 .25 .2 ーーーー 4.64 .64 .64 .6 2 .52 .52 .52 .5 16.116.116.116.1 ーーーー 11.711 .711 .711 .7 0 .20 .20 .20 .2 1.01.01.01.0 0.20.20.20.2

立川市立川市立川市立川市 100.0100 .0100 .0100 .0 46 .046 .046 .046 .0 11 .211 .211 .211 .2 ーーーー 7.37 .37 .37 .3 4 .94 .94 .94 .9 15 .015 .015 .015 .0 ーーーー 12.012 .012 .012 .0 0 .80 .80 .80 .8 1 .71 .71 .71 .7 1 .01 .01 .01 .0

国立市国立市国立市国立市 100.0100 .0100 .0100 .0 59 .959 .959 .959 .9 5 .45 .45 .45 .4 ーーーー 2.82 .82 .82 .8 1 .01 .01 .01 .0 18.218.218.218.2 ーーーー 8.78 .78 .78 .7 1 .11 .11 .11 .1 0 .90 .90 .90 .9 2.22.22.22.2

国分寺市国分寺市国分寺市国分寺市 100.0100 .0100 .0100 .0 58 .158 .158 .158 .1 4 .84 .84 .84 .8 ーーーー 2.72 .72 .72 .7 1 .01 .01 .01 .0 15.415.415.415.4 ーーーー 14.814 .814 .814 .8 0 .20 .20 .20 .2 2 .62 .62 .62 .6 0.30.30.30.3

(注）緑色の合計を緑地率とする(注）緑色の合計を緑地率とする(注）緑色の合計を緑地率とする(注）緑色の合計を緑地率とする

出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」出典：東京都「平成19年度土地利用現況調査結果の概要（多摩・島しょ地域）」

図表 2-8 平成１９年土地利用率（多摩都市部市町別） 

図表 2-9 人口 10,000 人当り大規模小売店数等比較 

単位（人、件）単位（人、件）単位（人、件）単位（人、件）

常住人口(人）常住人口(人）常住人口(人）常住人口(人）

大規模小売大規模小売大規模小売大規模小売

店舗数（件）店舗数（件）店舗数（件）店舗数（件）

大規模小売大規模小売大規模小売大規模小売

店舗内事業店舗内事業店舗内事業店舗内事業

数(件）数(件）数(件）数(件）

10,000人当10,000人当10,000人当10,000人当

り大規模小り大規模小り大規模小り大規模小

売店舗数売店舗数売店舗数売店舗数

（件）（件）（件）（件）

10,000人当り10,000人当り10,000人当り10,000人当り

大規模小売店大規模小売店大規模小売店大規模小売店

舗内事業数舗内事業数舗内事業数舗内事業数

（件）（件）（件）（件）

武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市 138,734138,734138,734138,734 18181818 400400400400 1 .291 .291 .291 .29 28 .828 .828 .828 .8

三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 186,083186,083186,083186,083 10101010 59595959 0 .540 .540 .540 .54 3 .23 .23 .23 .2

小金井市小金井市小金井市小金井市 118,852118,852118,852118,852 5555 23232323 0 .420 .420 .420 .42 1 .91 .91 .91 .9

西東京市西東京市西東京市西東京市 196,511196,511196,511196,511 4444 147147147147 0.20.20.20.2 7 .57 .57 .57 .5

立川市立川市立川市立川市 179,668179,668179,668179,668 13131313 281281281281 0 .720 .720 .720 .72 15 .615 .615 .615 .6

国立市国立市国立市国立市 75,51075,51075,51075,510 4444 8888 0 .530 .530 .530 .53 1 .11 .11 .11 .1

国分寺市国分寺市国分寺市国分寺市 120,650120,650120,650120,650 6666 56565656 0.50.50.50.5 4 .64 .64 .64 .6

出典：「平成16年商業統計調査、立地環境特性別統計」出典：「平成16年商業統計調査、立地環境特性別統計」出典：「平成16年商業統計調査、立地環境特性別統計」出典：「平成16年商業統計調査、立地環境特性別統計」
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４ 所得ランキング（図表 2-12 参照） 

 「イメージの良さ」に関連する指標として想定される「経済的な豊かさ」、「所得の高さ」

を見ると多摩地区の市の中では最も上位であり、特別区も含めたランキングでも上位であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-12 一人当たり課税対象所得額（多摩都市比較）

図表 2-10 住みたい街行政市区別・街（駅）別ランキング 2013（関東エリア） 

2013年2013年2013年2013年 市区名市区名市区名市区名 2013年2013年2013年2013年 男性男性男性男性 女性女性女性女性

1位1位1位1位 世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 1位1位1位1位 吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺 吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺

2位2位2位2位 港区港区港区港区 2位2位2位2位 恵比寿恵比寿恵比寿恵比寿 恵比寿恵比寿恵比寿恵比寿

3位3位3位3位 目黒区目黒区目黒区目黒区 3位3位3位3位 横浜横浜横浜横浜 横浜横浜横浜横浜

4位4位4位4位 鎌倉市鎌倉市鎌倉市鎌倉市 4位4位4位4位 目黒目黒目黒目黒 自由が丘自由が丘自由が丘自由が丘

5位5位5位5位 武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市 5位5位5位5位 新宿新宿新宿新宿 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉

6位6位6位6位 杉並区杉並区杉並区杉並区 6位6位6位6位 池袋池袋池袋池袋 目黒目黒目黒目黒

7位7位7位7位 文京区文京区文京区文京区 7位7位7位7位 秋葉原秋葉原秋葉原秋葉原 表参道表参道表参道表参道

8位8位8位8位 品川区品川区品川区品川区 8位8位8位8位 品川品川品川品川 中目黒中目黒中目黒中目黒

9位9位9位9位 渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 9位9位9位9位 渋谷渋谷渋谷渋谷 品川品川品川品川

10位10位10位10位 横浜市中区横浜市中区横浜市中区横浜市中区 10位10位10位10位 中野中野中野中野 武蔵小杉武蔵小杉武蔵小杉武蔵小杉

出典：SUUMO出典：SUUMO出典：SUUMO出典：SUUMO

行政区別ランキング行政区別ランキング行政区別ランキング行政区別ランキング 街（駅）・性別ランキング街（駅）・性別ランキング街（駅）・性別ランキング街（駅）・性別ランキング

出典：SUUMO出典：SUUMO出典：SUUMO出典：SUUMO

買い物・生活買い物・生活買い物・生活買い物・生活

に便利な街に便利な街に便利な街に便利な街

交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス

の良い街の良い街の良い街の良い街

子育て環境子育て環境子育て環境子育て環境

のよい街のよい街のよい街のよい街

自然があふ自然があふ自然があふ自然があふ

れている街れている街れている街れている街

落ち着いて落ち着いて落ち着いて落ち着いて

暮らせる街暮らせる街暮らせる街暮らせる街

1位1位1位1位 横浜横浜横浜横浜 横浜横浜横浜横浜 吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺 吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺 吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺

２位２位２位２位 吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺 吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺 荻窪荻窪荻窪荻窪 横浜横浜横浜横浜 国立国立国立国立

3位3位3位3位 町田町田町田町田 中野中野中野中野 国立国立国立国立 調布調布調布調布 横浜横浜横浜横浜

4位4位4位4位 荻窪荻窪荻窪荻窪 三鷹三鷹三鷹三鷹 町田町田町田町田 府中府中府中府中 つくばつくばつくばつくば

5位5位5位5位 中野中野中野中野 荻窪荻窪荻窪荻窪 調布調布調布調布 荻窪荻窪荻窪荻窪 府中府中府中府中

6位6位6位6位 府中府中府中府中 町田町田町田町田 横浜横浜横浜横浜 町田町田町田町田 浦和浦和浦和浦和

7位7位7位7位 立川立川立川立川 阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷 浦和浦和浦和浦和 阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷 調布調布調布調布

8位8位8位8位 浦和浦和浦和浦和 調布調布調布調布 湘南台湘南台湘南台湘南台 辻堂辻堂辻堂辻堂 阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷

9位9位9位9位 自由が丘自由が丘自由が丘自由が丘 大船大船大船大船 立川立川立川立川 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎 桜新町桜新町桜新町桜新町

10位10位10位10位 高円寺高円寺高円寺高円寺 武蔵小杉武蔵小杉武蔵小杉武蔵小杉 阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷 国立国立国立国立 町田町田町田町田

＊武蔵野市は、吉祥寺や三鷹を擁する東京都下の人気エリア。＊武蔵野市は、吉祥寺や三鷹を擁する東京都下の人気エリア。＊武蔵野市は、吉祥寺や三鷹を擁する東京都下の人気エリア。＊武蔵野市は、吉祥寺や三鷹を擁する東京都下の人気エリア。

　都市機能と田舎っぽさが程よく融合。市の財政も安定し、行政サービスも充実。　都市機能と田舎っぽさが程よく融合。市の財政も安定し、行政サービスも充実。　都市機能と田舎っぽさが程よく融合。市の財政も安定し、行政サービスも充実。　都市機能と田舎っぽさが程よく融合。市の財政も安定し、行政サービスも充実。

出典：SUUMO出典：SUUMO出典：SUUMO出典：SUUMO

図表 2-11 住みたい街テーマ別ランキング 2012（関東エリア） 

1人当たり課税対象所得額

（千円）

都内市区町村順位

武蔵野市　　　 4,850 8

三鷹市　　　　 4,186 13

小金井市　　　 4,118 15

西東京市　　　 3,767 26

立川市　　　　 3,522 33

国立市　　　　 4,282 11

国分寺市　　　 4,163 14
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2-2 公共施設配置に関する分析 

 本節では、現状の公共施設の配置を評価した。 

 まず、3 圏域（吉祥寺・中央・武蔵境）レベル、11 のコミュニティ（吉祥寺東・吉祥寺

南・吉祥寺北・吉祥寺西・中央東・中央北・西久保・関前・境・境南・桜堤）レベルごと

に、現状の公共施設等の配置を分析した。図のコミュニティごとの色分けは「武蔵野市公

共施設白書」P9～10 に示された今後（平成 42 年まで）の人口推移により行っており、凡

例は以下のとおりである。 

 

 

2-2-1（１） 小学校 

 公立小学校は市内に 12 あり、通学区域は図の破線で示すとおりである。今後、人口や児

童が大幅に減少していくことが考えられる地区もあり、校舎の老朽化対策とあわせて学区

再編の検討をする必要がある。 

 また、市内には私立小学校が 3 校立地している。 

 

図表 2-13 小学校の分布 

 

2-2-1（２） 中学校 

 公立中学校は市内に 6 あり、通学区域は図の破線で示すとおりである。学校間の距離や

学区の広さ（指定の学校への距離）にばらつきがある。小学校同様、生徒数・学級数の減

少が目立つ地区もあり、統廃合の必要性も示唆される。効率性と同様に教育内容の充実を

図るための小中一貫化も検討に値する。 

 また、市内には私立中学校が 4 校立地している。 
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図表 2-14 中学校の分布 

 

    

2-2-2 コミュニティセンター 

 コミュニティセンターは 19 あり、11 のコミュニティの中には複数存在するケースもあ

る。コミュニティセンターは、コミュニティが主体で管理、運営する施設として、従前か

ら武蔵野市において独創的な活動を続けているが、小中学校の建て替え、統廃合に併せて、

多機能化施設の対象として再編を検討していく必要がある。 

 

図表 2-15 コミュニティセンターの分布 
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2-2-3（１） 子育て支援施設 

 主に未就学児を対象としたこども園、児童館、0123 施設（0 歳から 3 歳まで主に乳幼児

を対象とした子育て支援施設）の分布にはかなり偏りが見られる。たとえば、3 圏域（太

い実線）で見ると、武蔵境地区において、0123 施設がない一方、市内唯一の児童館やこど

も園が設置されている。規模縮小や児童館の 0123 施設への変更などを考慮しながら学校を

中核とした多機能化施設への機能統合等を検討していく必要がある。 

 

図表 2-16 子育て支援施設の分布 

 

 

2-2-3（２） 認可保育園 

 子育て支援施設の中でも需要の高い認可保育園については、近年、武蔵野市の基本方針

により、市内 3 圏域に計 4 園（武蔵境地区のみ駅の南北それぞれに設置）を市直営の認可

保育園として配置し、それ以外の園は公設民営（運営は市の外郭団体）に移行している。 

 そのほか、私立（民設民営）の認可保育園が中央地区に 6 園立地している。 

 

  

＜直営の認可保育園＞    ＜公設民営の認可保育園へ移行＞ 

 ○境南保育園        ○境南第 2 保育園 

 ○境保育園         ○桜堤保育園 

 ○吉祥寺保育園       ○千川保育園 

 ○南保育園         ○北町保育園 

               ○東保育園 
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図表 2-17 認可保育園の分布

 

    

2-2-3（３） 子育て支援施設（市有施設以外） 

 グループ保育室（戸建住宅またはマンションの 1 室を利用して、保育士などの資格を持

つもの数名が保育を行う）や家庭福祉員（保育ママ：保育士や教員などの育児に関する資

格と経験を持っている保育者が、自宅の育児専用室で、保育が必要な 3 歳未満の乳幼児を

預かる）といった小規模な公営の施設は、認可保育園の隙間を埋めるような形で存在して

いる。また、認証・認可外を含む私立保育園や、私立幼稚園が多く存在していることがわ

かる。武蔵野市では子育て支援という公共性の高いサービスを広く民間が担っているとい

える。 

 

図表 2-18 子育て支援施設（市有施設以外）の分布 
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2-2-4（１） 福祉施設 

 高齢者施設は、公営施設、テンミリオンハウス（地域の福祉団体や地域住民等が、年間

1,000 万円(テンミリオン)を上限とした市の補助を得て、デイサービスやショートステイ

など各施設ごとに特色ある事業を展開する）によって構成される。障害者（児）施設は、

中央北・桜堤エリアに設置されている。図中の網掛けの施設名は地域包括支援センターの

ブランチ（支所）機能を担う施設である。 

 

図表 2-19 福祉施設の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-4（２） 福祉施設（市有施設以外） 

 民間高齢者施設は 3 圏域の各地区に設置されている。民間障害者（児）施設は、中央東

エリアを中心に相当数が設置されており、公共サービスを担っている。図中の網掛けの施

設名は地域包括支援センターのブランチ（支所）機能を担う施設である。 

図表 2-20 福祉施設（市有施設以外）の分布 
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2-2-5 文化・集会施設等（市内、広域） 

 文化・集会施設等は主に 3 つの駅付近に集中している。交通利便性が高いため、市民以

外の利用もかなりの程度存在すると考えられる。特に、音楽や演劇鑑賞のためのホール機

能を持つ施設は 5 カ所あり、座席数と人口からみると周辺自治体よりかなり多いと言える。

統廃合等による「選択と集中」や近隣自治体と連携した広域化の必要があると考えられる。 

 

図表 2-21 文化・集会施設等の分布（市内） 

図表 2-22 文化・集会施設等の分布（広域） 

※各自治体の住民のみならず広域からの利用が想定される、大規模な施設および特殊性の高い施設をプ

ロットした。 
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2-2-6 スポーツ施設（広域） 

 市内のスポーツ施設の配置は中央地区北側の市役所周辺に集中している。武蔵野陸上競

技場、武蔵野総合体育館は、周辺自治体の同様な施設と比較しても最も充実したスポーツ

施設であり、また近隣自治体からの利用も十分考えられることから、広域化を検討する必

要がある。その際、同様に大規模施設である大沢総合グラウンド（三鷹市）、市民総合体育

館（三鷹市）、上井草スポーツセンター（杉並区）についても対象に含めることで、圏域全

体の広域化を関係自治体と協議する必要がある。 

 

図表 2-23 スポーツ施設の分布（広域） 

 

※各自治体の住民のみならず広域からの利用が想定される、大規模な施設および特殊性の高い施設をプ

ロットした。特に規模の大きい施設については、各室の名称と規模を表記した。 

  

・屋外プール（50m×11 コース） 

・屋内プール（25m×7 コース、 

 15m×4 コース、幼児用） 

【第一体育館】 

・競技場（756 ㎡） ・会議室（52 ㎡） ・ロッククライミング 

【第二体育館】 

・競技場（526 ㎡） ・屋内プール（25m×7 コース） 

・弓道場（180 ㎡） ・トレーニング室（72 ㎡） ・相撲場（420 ㎡） 

・大体育館（1,344 ㎡） ・小体育館（360 ㎡） 

・屋内プール（25m×6 コース、幼児用） 

・柔道場（267 ㎡） ・剣道場（267 ㎡） 

・トレーニング室 ・会議室（3 室） ほか 

・体育館（1,056 ㎡） ・小体育室（321 ㎡） 

・屋内プール（25m×6 コース、幼児用） 

・トレーニング（250 ㎡） ・弓道場 ・会議室 

・グラウンド（24,945 ㎡） ・テニスコート（4 面） 

・小運動場（1,574 ㎡） 

・競技場（952 ㎡） 

・屋内プール（25m×6 コース、幼児用） 

・第一武道場（141 ㎡） ・第二武道場（137 ㎡） 

・トレーニング室（136 ㎡） ・会議室（62 ㎡） 

・メインアリーナ（1,730 ㎡） ・サブアリーナ（847 ㎡） 

・ダンス室（369 ㎡） ・卓球室（320 ㎡） 

・柔道場（228 ㎡） ・剣道場（228 ㎡） ・弓道場（102 ㎡） 

・トレーニング室（420 ㎡） ・会議室（4 室） ほか 
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2-3 市民の評価（アンケート結果） 

2-3-1 目的  

今回、公共施設再編についての市民の理解度や再編方法に対する優先順位の選好を

把握することを目的としてアンケートを実施した。手法は、年齢、性別層別に無作為

抽出した市民に対して、趣旨・背景を解説した資料を添付して郵送し回答を返送して

もらう方法を採用した。無作為抽出法を採用した理由は、利用者ではなく納税者（未

成年の場合は将来の納税者）としての意識を把握するためである。調査主体は市であ

るが、設問の監修および分析は東洋大学 PPP 研究センターが行った。 

 

武蔵野市公共施設再編に関するアンケート調査 

実施時期：2013 年 6 月 

アンケート発出：武蔵野市に在住の 18 歳以上の 3000 名を無作為に抽出 

回答数：963 名  回答率：32.1％ 

 

2-3-2 回答者属性（グラフ図は「別添８ アンケート分析」参照） 

①回答者における男女構成比について 

■男性 385 名（40％）、■女性 573 名（59％）、■無回答 5 名（1％） 

②回答者における世代間構成比について 

■10 歳代 16 名（2％）、■20 歳代 64 名（7％）、■30 歳代 183 名（19％）、 

■40 歳代 193 名（20％）、■50 歳代 137 名（14％）、■60 歳代 176 名（18％）、 

■70 歳代 124 名（13％）、■80 歳代以上 69 名（7％） 

③回答者における職業別構成比について 

■正規社員・職員 282 名（29％）、■家 事 専 業  213 名（22％）、 

■無     職 159 名（17％）、■非正規社員・職員 122 名（13％）、 

■自 営 業 主 86 名（9％）、■会 社 役 員  52 名（5％）、 

■学     生 33 名（3％）、■そ  の  他  9 名（1％）、 

■無  回  答 7 名（1％）、 

④回答者における既婚率について 

■結婚している 701 名（73％）、■結婚していない 258 名（27％）、 

■無 回 答  4 名（0.4％） 

⑤回答者における居住エリア構成比について 

■関   前 62 名（6％）、■吉祥寺東町 84 名（9％）、■吉祥寺南町 93 名（10％）、

■吉祥寺北町126名（13％）、■吉祥寺本町83名（9％）、■  境  94名（10％）、

■境 南 町 99 名（10％）、■御 殿 山 15 名（2％）、■西 久 保 71 名（8％）、

■中   町 86 名（9％）、■桜   堤 59 名（6％）、■八 幡 町 31 名（3％）、

■緑   町 56 名（6％）、■無 回 答 4 名（0.4％） 

⑥回答者における武蔵野市への通勤通学者率について 

■市内の会社・学校  117 名（12％）、■市外の会社・学校 356 名（37％）、 

■通勤・通学していない 438 名（46％）、■無回答     52 名（5％） 
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⑦回答者における武蔵野市での居住年数について 

■5 年未満  202 名（21％）、■5 年以上～20 年未満 315 名（33％）、 

■20 年以上  444 名（46％）、■無回答          2 名（0.2％） 

⑧回答者における「公共施設再編」への関心率について 

■強い関心を持っている     132 名（14％）、 

■関心を持っている  594 名（62％） 

■どちらかといえば関心はない 203 名（21％）、 

■関心はない    22 名（2％） 

■無回答                12 名（1％） 

⑨回答者における「武蔵野市公共施設白書」の認知率について 

■読んだ      60 名（6％） 

■知っていたが読んではいなかった 164 名（17％） 

■知らなかった   732 名（76％） 

■無回答      7 名（1％） 

⑩回答者における「武蔵野市公共施設再編に関する基本的考え方」の認知率につい

て 

■読んだ      51 名（5％） 

■知っていたが読んではいなかった 159 名（17％） 

■知らなかった   745 名（77％） 

■無回答       8 名（1％） 

 

 回答者属性からは以下の点を得ることができた。 

（１）①~⑦の性別、年齢別、居住地区別等の属性については、おおむね万遍なく回答が得

られており、市民全体の意識を把握できたと考えて良い。 

（２）「公共施設再編」への関心は「関心あり」が 76%と全体の 4 分の 3 を占め、認識の共

有には役立ったと言える。 

（３）白書および基本的考え方に関しては「知らなかった」が全体の 4 分の 3 の 76%、77%

を占め、今後の広報活動の必要性が浮かび上がった。 
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2-3-3 公共施設再編に対する関心 

公共施設再編への関心率に性別、世代別など、その関心率に特徴がみられるかどうかを

検討した。 

 

① 性別による関心率 

性別において、男女問わず

高い関心を示しており、性

別差異は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 世代別による関心率 

世代別においては、高齢に

なればなるほど、公共施設

再編への関心率が高まって

いる。 

 

 

 

 

 

 

③ 職業別による関心率 

職種に限らず高い関心率を

示している。 
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【【【【図図図図2222----26262626】】】】職業別職業別職業別職業別による関心率による関心率による関心率による関心率

強い関心を持っている 関心を持っている

関心はない どちらかといえば関心はない
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④ 居住年数別による関心率 

すべての分類で高い関心率

を示しているが、居住年数

が長いほど関心率が高い傾

向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「武蔵野市公共施設白書」

の既読による関心率 

公共施設白書を読んだとい

う人だけでなく、読んでい

ない人でも公共施設再編へ

の関心率が高いことが示さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「武蔵野市公共施設再編に

関する基本的考え方」の既

読による関心率 

読んでいないという人でも

公共施設再編への関心率が

高いことが示されている。 
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【【【【図図図図2222----27272727】】】】居住年数別による関心率居住年数別による関心率居住年数別による関心率居住年数別による関心率

強い関心を持っている 関心を持っている
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【【【【図図図図2222----28282828】】】】白書認識度別関心率白書認識度別関心率白書認識度別関心率白書認識度別関心率
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【【【【図図図図2222----29292929】】】】基本的考え方認識別関心率基本的考え方認識別関心率基本的考え方認識別関心率基本的考え方認識別関心率

強い関心を持っている 関心を持っている

関心はない どちらかといえば関心はない
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以上を総合すると、性別、職業別など様々な区分にかかわらず、総じて公共施設再編へ

の関心が高いこと、年齢別、居住年数別では「高い」「長い」層に正の相関（年齢が高いほ

ど、居住年数が長いほど関心が高い）こと、白書、基本的考え方に関しては知らなかった

人でも関心が高いことが分かった。 

 

2-3-4 公共施設再編の対処方法への総括的評価 

アンケートでは、一般的に負担削減に有効と考えられる以下の 10 の選択肢について、それ

ぞれ賛成、反対を問うている。 

 

〇負担削減のための 10 の選択肢 

（カッコ内は分析上付けた略称でアンケートには記載していない） 

現在ある施設の統廃合や機能の複合化・多機能化によって施設数を減らす。（統

廃合・多機能化） 

近隣自治体と共同で施設を建設・運営する。（広域化） 

施設の更新（建替え）や管理運営に民間のノウハウや資金を活用する。（PPP） 

施設をコミュニティ（地域住民）に移管する。（地域移管） 

施設を補強し長持ちするようにして（長寿命化）、しばらくの間建替えないでお

く。（長寿命化） 

施設を減らす代わりに民間施設（会議室スポーツ施設等）の利用に対して助成す

る。（民間施設利用補助） 

利用していない市の土地を売却・賃貸して収入を得る。（土地活用） 

施設におけるサービスの水準を引き下げる。（サービス水準引き下げ） 

利用料を徴収できる施設の料金を引き上げる。（利用料引き上げ） 

特別な税金等の徴収など市民全体で負担する。（特別課税） 

 

〇賛成・反対の別 

（カッコ内は分析上付けた略称でアンケートには記載していない） 

・積極的に実施すべき（積極的賛成） 

・どちらかといえば実施すべき（消極的賛成） 

・どちらかといえば実施すべきではない（消極的反対）    

・実施すべきではない（積極的反対） 

このうち、積極的賛成と消極的賛成の合計のウエイトを「賛成率」、積極的賛成と積極的

反対の比率を「積極的賛成/反対比率」として算出した。「賛成率」は多数決の観点からの

賛成、反対を示したもので、50%以上なら賛成多数、以下なら反対多数となる。「積極的賛

成/反対比率」は、特に強い意志を持つ人だけを対象にその大きさを見たもので、1 以上な

ら積極的賛成多数、1 以下なら積極的反対多数である。同じ賛成意見でも消極的賛成が多

い場合は、賛成率が 50％を超えていても積極的賛成/反対比率は１を下回ることがありう

る。反対意見の場合も同様である。 

結果を次表に示す。 
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「土地活用」が賛成率および積極的賛

成/反対比率においてもっとも高く評価

されており、次いで、施設の更新（建替

え）や管理運営に民間のノウハウや資金

を活用するという「ＰＰＰ」、「統廃合・

多機能化」や施設の「長寿命化」、施設

利用の「広域化」、「民間施設の利用への

補助」などが肯定的な評価を得ている。 

一方で負担増となるような「特別課税」

や「地域移管」、「利用料引上げ」には抵

抗感が強く、全体としては反対が上回っ

た。 

賛成率と積極的賛成/反対比率に関し

てはまったく同様の結果となり、結果的

には、賛成・反対とも、積極性には差がないことが明らかになった。 

以上の通り、「土地活用」、「PPP」という施設・サービス自体に影響を及ぼさない選択肢

はもちろん、「統廃合・多機能化」、「長寿命化」、「広域化」、「民間施設利用補助」のように

施設に一定の影響を及ぼす選択肢も賛成が上回った。一方、「地域移管」、「利用料引き上げ」、

「サービス水準引き下げ」、「特別課税」といった負担増に結びつく選択肢は反対が上回っ

た。特に、一般的には抵抗感が強いと予測された「統廃合・多機能化」でも賛成率 76%、

積極的賛成/反対比率 7.45 となったことは特筆すべきことである。4 人に 3 人は賛成して

いること、また、積極的反対者 1 人につき積極的賛成者が 7~8 人存在するということであ

り、市が、基本的考え方（P40）で示した方向は多数の市民の共感を得られたものと評価し

てよいだろう。 

以下、「統廃合・多機能化」に絞って、回答者属性別に傾向を把握した。その結果、属性

によらずに賛成傾向が示されていることが分かった。特に、施設の利用頻度が高い人でも

賛成が多数を占めていることは注目すべきである。このことは、利用者は施設の「統廃合・

多機能化」に反対しがちであるという認識は思い込みにすぎず、逆に、施設を利用するが

ゆえに、持続的な公共サービスとして維持するための「統廃合・多機能化」に賛成意見を

持っている人も多いことを示唆している。 

  

図表 2-30 対処方法への賛成・反対状況 
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【【【【図図図図2222----31313131】】】】性別回答分析性別回答分析性別回答分析性別回答分析

1、実施すべきではない 2、どちらかといえば実践すべきではない

3、どちらかといえば実施すべき 4、積極的に実施すべき
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【【【【図図図図2222----32323232】】】】年代別回答分析年代別回答分析年代別回答分析年代別回答分析
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【【【【図図図図2222----33333333】】】】居住年数別回答分析居住年数別回答分析居住年数別回答分析居住年数別回答分析

1、実施すべきではない 2、どちらかといえば実践すべきではない
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(空白)
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【【【【図図図図2222----34343434】】】】職業別回答分析職業別回答分析職業別回答分析職業別回答分析

1、実施すべきではない 2、どちらかといえば実践すべきではない

3、どちらかといえば実施すべき 4、積極的に実施すべき

(空白)
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【【【【図図図図2222----35353535】】】】白書の認識度別回答分析白書の認識度別回答分析白書の認識度別回答分析白書の認識度別回答分析
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【【【【図図図図2222----36363636】】】】基本的考え方の認識度別基本的考え方の認識度別基本的考え方の認識度別基本的考え方の認識度別
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(空白)
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図表 2-37 施設利用頻度別の「統廃合・多機能化」に関する結果 
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2-4 まとめと対応の方向性 

１ 武蔵野市人口動態 

 （１）人口コーホート分析：：：：高校、大学世代で大きく増加した後、就職期世代で大きく

減少。その後、子育て世代～高齢者世代まで減少傾向が続く。 

 （２）昼夜間人口、流出入分析：：：：昼間人口が常住人口を上回ること及び流入比率が流出

比率を上回っていることから近隣の拠点都市であると認識できる。 

 （３）その他指標：：：：居住理由に対するアンケート結果の上位にランクされた「自然環境

がよい」「買物・食事・娯楽場所が多い」「全体イメージがよい」について、その

他指標に基づいて検証した。 

    「自然環境」については、緑を基軸とする市のまちづくりにより形成されたイメ

ージによる部分が大きいと推測される。 

    「買物・食事・娯楽」｢全体イメージ｣については指標から検証された。 

２ 公共施設配置に関する分析 

 （１）小中学校：：：：人口や児童数の減少が見込まれる地区及び地区毎のばらつきがみられ 

る。学区再編及び統廃合が必要である。 

 （２）コミュニティセンター：：：：11 地区に複数存在するケースもあり、公共サービス提供 

の面でも隔たりがある。 

小中学校をコミュニティの核として多機能化施設再編が必要である。 

 （３）子育て支援施設：：：：三圏域間の隔たり及び民間施設が中心等の特徴がみられる。 

    小中学校への施設の移設及び公立、民間のバランス、役割分担の検討が必要であ

る。 

 （４）文化・集会施設文化：：：：集会施設は主に三つの駅に集中している。 

    文化・集会施設の統廃合等による「選択と集中」と広域化が必要である。 

 （５）スポーツ施設：：：：武蔵野市陸上競技場、総合体育館は、近隣都市において最も充実

したスポーツ施設であり広域化が必要である。 

３ 住民の評価（アンケート結果） 

 （１）対処方法への総括的評価では、賛成率上位は「土地活用」｢民間活用（PPP）｣「統

廃合・多機能化」「長寿命化」「広域化」「民間施設利用補助」となっている。 

    一方、「サービス水準引き下げ」「特別課税」は賛成率が低い。 

 （２）公共施設再編関心率は高い。 

    世代別では、年齢が高いほど関心が高い傾向がある。 

    また、施設白書、基本的な考え方を知らない人の関心も高い。 

 （３）「統廃合・多機能化」は 76％が賛成と回答している。 

    世代別では、年齢が高いほど実施すべきとの比率が高い。施設利用頻度が高い層

でも賛成率が高いことが特徴的である。 

 

3 章では、以上のまとめを受けて具体的な選択肢を検討する。 
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第３章第３章第３章第３章    公共施設公共施設公共施設公共施設再編再編再編再編のオプションの検討のオプションの検討のオプションの検討のオプションの検討    

3-1 公共施設再編の方法のマクロ的検討 

本章では、第 1，2 章を受けて公共施設再編を具体的に行う上での原則を設定し、具体的

な選択肢（オプション）を検討していくこととしたい。原則を設定する理由は、財源不足

があるからと言って、やみくもに個々の施設の統廃合を提案されても納得できないという

のが率直な市民感情であるためである。具体的な計画に展開する際に有効な原則として東

洋大学 PPP 研究センターが一般的に推奨しているものが「3 階層マネジメント」である。 

3 階層マネジメントでは、

公共施設を利用者の範囲の大

小に応じて 3 階層に区分する

考え方である。 

第 1 層の【全域】とは自治

体の全域に受益者がいる施設

であり、公立病院、中央図書

館、文化ホール、総合運動施

設などが該当する。これらは、

近隣都市にも便益をもたらす

ので、自分の町だけでなく隣町と共用する【広域化】を進める。隣町にあれば自分の町に

もほしいというワンセット主義を隣町と一緒に使うという意識に切り変える。法令上の制

約はないので、本来は最も進めやすい方法である。 

第 2 層の【校区】とは小中学校区単位の施設である。学校、児童館、学童クラブ、保育

所、幼稚園、デイケアセンター、地区図書館、公民館などが該当する。これらの中でもっ

とも規模が大きく老朽化しているのが学校である。少子化が進めば学校数の見直しは不可

避であるが、残すべき学校は逆にしっかりと作り直すことが必要である。その際、学校単

独ではなく、校区内の他の施設が持っていた機能も果たせるように【多機能化】する。多

機能化することによって、会議室、音楽室、調理室など同じ機能を持つスペース、玄関、

事務室、階段、廊下などのサブスペースは共用できるので、全体の面積は大幅に削減され

る。単なる複合化ではなく、将来の地域の人口構造やニーズの変化に応じてどのような用

途にも変えられるようにしておくのが重要である。学校にさまざまな人が出入りすること

で児童生徒への安全上の懸念が生じるが、絶対に切り分けなければならないスペースを明

確化しつつ、全体としては地域の大人たちの目も含めた見守りを強めるなど多機能化を前

提とした問題解決が必要であろう。今後の人口減少を前提にすると、学校施設を単独で維 

持することは困難であり、文部科学省も、学校施設をコミュニティの拠点としてさまざま

な機能を集約する考え方を取り入れはじめている。 

第 3 層の【住区】には公営住宅や集会所がある。この階層は自治体が施設を持たない【ソ

フト化】を進める。公営住宅は民間アパートへの家賃補助に切り替える、集会所は学習塾

などの空き時間を時間借りするなど民間施設を借りる方式に切り替える。いったん施設を

持てば耐用年数の間は固定的に費用が必要になるが、ソフト化すれば人口減少に応じて量

図表 3－1 3 階層マネジメント概念図 
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を減らすことができる。 

以上を進めることで発生する土地や建物の余剰スペースは、民間に売却や賃貸して収入

を得る。残すべき施設の建設、維持管理、運営には積極的に民間活力を導入する（PPP）。

以上の方策をすべて実施すると、３割程度の不足は解消できると試算されている。 

3 階層マネジメントの利点は、以下の通りである。 

（１） 財政的負担が大幅に軽減される一方、すべての機能は維持される 

（２） 階層別の施設の原則を【広域化】、【多機能化】、【ソフト化】と定めることによ

り、例外なくすべての公共施設を再編の対象にすることができる 

この考え方を武蔵野市に適用

する。武蔵野市の場合は、三つの

JR 駅ごとに公共施設を整備して

きた経緯があり、これを考慮して

4 階層マネジメントとする。 

 第 1 層は【全域】であり、この

層のキーワードは 3 階層マネジメ

ント同様【広域化】である。 

具体的には、市民文化施設、ス

ポーツ施設、庁舎、高齢者施設、

公園などが対象となる。 

第 2 層は、武蔵野市独自の【三

圏域】（中央（三鷹）、吉祥寺、武蔵境の三圏域）である。具体的には、図書館、集会所、

保育園等が対象となる。施設別に性格を検討した結果、この層は、【広域化】と【多機能化】

を適用する施設に分解すべきと考えた

6

。 

 

第３層は【校区】であり、この層のキーワードは【多機能化】である。具体的には、コ

ミュニティセンター、小中学校、消防分団詰所、子供施設、高齢者福祉施設などが対象と

なる。 

第 4 層は【地区】であり、この層のキーワードは【ソフト化】である。市営住宅が代表

例であるが、逆に、ソフト化が可能な施設として給食調理場もこのカテゴリーに含めるこ

ととした。 

 

 この考え方を基本にして、①広域化、②多機能化、③ソフト化、④まちづくりの課題解

決、⑤土地活用に区分し提案する。 

すでに公表されている「武蔵野市公共施設再編に関する基本的な考え方」では、8 つの

基本的な考え方が示されている。このうち、①「三層構造に基づく効率的、効果的な施設

配置」は「広域化」・「多機能化」・「ソフト化」、②既存施設の長寿命化は「長寿命化」、③

                                                   
6

 武蔵野市の分類では保育園は「地域施設」としており、4 階層マネジメントの概念を単純に適用すると、

第 3 層の校区に核当することになる。しかし、武蔵野市の基本方針により、公立の認可保育園は市内三

圏域に計 4 園のみ配置し、それ以外の園は外郭団体運営の認可保育園に移行しているため、実態を優先

して第 2 層【三圏域】に分類した。 

図表 3-2 4 階層マネジメント概念図 
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既存施設の有効活用と総量縮減は「広域化」・「多機能化」・「ソフト化」、④100 年利用でき

る新たな施設建設は「多機能化」、⑤行政と民間等の役割の整理は「ソフト化」、⑥駅周辺

の面的整備は「まちづくりの課題解決」、⑦未・低利用地の利活用及び整理は「土地活用」

に対応しており、今回の提案は、「基本的考え方」の方向性と一致していると言える。 

 

図表 3－3 武蔵野市公共施設再編に関する基本的な考え方 

①三層構造に基づく効率的、効果的な施設配置⇒広域化、多機能化、ソフト化 

②既存施設の長寿命化           ⇒長寿命化 

③既存施設の有効活用と総量縮減      ⇒広域化、多機能化、ソフト化 

④100 年利用できる新たな施設建設     ⇒多機能化 

⑤行政と民間等の役割の整理        ⇒ソフト化 

⑥駅周辺の面的整備            ⇒まちづくりの課題解決 

⑦未・低利用地の利活用及び整理      ⇒土地活用 

⑧受益者負担の適正化           ⇒受益者負担の適正化 

 

また、第 2 章で記載した通り、住民アンケート結果の「賛成率」及び「積極的賛成/反対

比率」でも、数値の高い順に「土地利用」、「PPP」、「統廃合・多機能化」、「長寿命化」、「広

域化」、「民間施設利用補助」があげられており、今回の提案の方向性と一致している。 

以下では、これらの手法を組み合わせて不足額がゼロになるかどうかを検討する。 

 

（１） 広域化 

前提：2020 年時点で、広域化対象施設の延床面積の 30％分を近隣自治体と共用し、

共用する施設の総費用を 50%削減するものとする。 

現実には広域化が困難な施設も相当数存在することから広域化率を延床面積の 30%とし

た。図表 3-4 の施設のうち、他市区からの利用が多いと推測される上から 5 つの施設を近

隣自治体と共用できれば 30％の広域化が実現することとなる。 

広域化対象施設の 30％について、平均的に 2 自治体で費用を折半できると考え、更新投

資費、維持管理費、運営費をそれぞれ 50％削減できると仮定する

7

。理論的には、連携対

象自治体を増やせば削減率を高めることはできるが、武蔵野市内に広域化対象施設が立地

していることから応分の負担が必要と考えて、削減率を高くは設定していない。この結果、

年間のコスト削減効果は、更新投資費 185 百万円、維持管理費 198 百万円、運営費 592 百

万円で、計 976 百万円と試算される。 

 

 

                                                   
7 効果額は、まず広域化対象施設全てを広域化できた場合の効果額を算出し、その効果額の 30％が削減

できるとして試算している。すべてが広域化できれば大きな効果が得られることは当然であるが、広域

化になじまないもしくは他自治体との調整上著しく困難なものもありうることから、「全体の 30％」とし

たものである。本試算では 2020 年度に広域化を実施すると仮定しているため、2019 年度までは今まで通

りの経費がかかるとともに、2019 年度までに更新時期を迎える施設は、武蔵野市単独で更新する仮定し

ている。 
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（２）多機能化 

前提：児童生徒数の減少に対応して統廃合するとともに、統廃合後の学校において

将来発生する施設の余剰部分に、校区内に存在する施設（＝多機能化対象施設）を

耐用年数到来時点で順次移転するものとする。 

（単位：百万円）

経費種別

耐用年数経過後に

同規模で単純に建

替える場合

（５０年間）

広域化対象施設の

30％を近隣自治体

と共用する場合

（５０年間）

効果額

（５０年間）

効果額

（年間）

更新投資費 67,547 58,294 △ 9,252 △ 185

維持管理費 77,546 67,620 △ 9,925 △ 198

運営費 229,790 200,147 △ 29,642 △ 592

小計 374,883 326,062 △ 48,821 △ 976

図表 3-5 広域化の効果 

図表 3-4 広域化対象施設 

４階層４階層４階層４階層 施設名施設名施設名施設名 設立年設立年設立年設立年 延床面積延床面積延床面積延床面積

全域 武蔵野市民文化会館 S59 15,363㎡

全域 武蔵野芸能劇場 S58 1,579㎡

全域 吉祥寺美術館・音楽室 S45 1,009㎡

全域 武蔵野公会堂 S38 2,487㎡

全域 武蔵野陸上競技場、武蔵野総合体育館 H1 14,660㎡

全域 武蔵野スイングホール H８ 1,992㎡

全域 松露庵 S16 104㎡

全域 文化財収蔵庫 H2 116㎡

全域 吉祥寺シアター H16 1,451㎡

全域 クラブハウス（市営運動場内） S61 271㎡

全域 市営プール S56 3,169㎡

全域 市役所本庁舎 S55 22,208㎡

全域 市役所西棟増築棟 H19 4,487㎡

全域 健康福祉部分館 S57 836㎡

全域 水道部庁舎 S49 672㎡

全域 保健センター S62 4,472㎡

全域 高齢者総合センター H5 3,246㎡

全域 桜堤ケアハウス H８ 1,813㎡

全域 吉祥寺ナーシングホーム H6 2,278㎡

全域 くぬぎ園 S51 3,055㎡

全域 障害者福祉センター S55 1,679㎡

全域 商工会館 H13 3,417㎡

全域 自然の村（長野県川上村） S56 2,880㎡

全域 みどりのこども館 H20 663㎡

全域 関前公園 H6 38㎡

全域 市民の森公園 H14 35㎡

全域 農業ふれあい公園 H20 97㎡

全域 むさしの自然観察園 H17 60㎡

全域 境冒険遊び場公園 H21 43㎡

全域 二俣尾・武蔵野市民の森 H14 166㎡

全域 市有事務所（三鷹市上連雀1-12-10） H1 139㎡

全域 感染症病棟 H10 871㎡

全域 吉祥寺方式協働集配センター H22 379㎡

全域 三鷹駅EV棟 H17 126㎡

三圏域 武蔵野プレイス H22 9,810㎡

三圏域 中央図書館 H6 7,529㎡

三圏域 吉祥寺図書館 S62 1,656㎡

三圏域 武蔵野スイングホール（集会施設部分）

三圏域 武蔵野市民文化会館（集会施設部分）

三圏域 武蔵野芸能劇場（集会施設部分）

三圏域 武蔵野公会堂（集会施設部分）

計 114,855㎡
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まず、各学校に発生する空き教室の

面積を試算した。いったん、各学区の

平成 29 年度の児童生徒数に対応する

教室数を確保して学校の建替を実施す

ることとする。その結果、児童生徒数

は徐々に減少し、空き教室が発生する。

このスペースに、多機能化対象施設を

順次機能移転する。試算した結果は図

表 3-7 の通りである。 

 なお、平成 29 年度と平成 42 年度の

教室数は、「武蔵野市の人口将来推計」

による児童生徒数を元に、1 クラスあ

たりの生徒数を 35 名として試算して

いる

8

。 

 また、1 教室あたりの面積は、文部

科学省の国庫補助基準である 74 ㎡の

1.36倍に相当する100.6㎡にて試算し

ている。（1.36 倍の根拠は現状の学校

総面積を維持することを前提とした比

率であり詳細は P8 参照） 

 この試算の結果、平成 42 年度時点で発生する

空き教室面積は 5,535 ㎡という結果が得られた。 

また、図表 3-8 の「神奈川県秦野市の多機能

化モデル」の例を参考にすると、吸収される施

設の延床面積（この例では 270 ㎡）の 50％の空

き教室面積（この例では 135 ㎡）があれば、そ

の施設を吸収できると考えられる。これは、玄

関、玄関ホール、事務室、内部用会議室、応接

室、階段、廊下、トイレ等を共用できるためで

あり、この共用部分の面積削減により、更新投

資費、維持管理費を大幅に圧縮することができ

る。多機能化対象施設が提供する主要サービス

を担うスペース（会議室や図書閲覧室など）は

維持されている。 

                                                   
8

 前出の「小中学校建替時の建屋面積検討」と同様、耐用年数を 50 年と仮定したうえで、平成 29 年度

以降多くの小中学校施設が一斉に更新時期を迎えるため、平成 29 年度に校舎を更新する場合に必要とな

る教室数を基準として、それ以降に発生する空き教室数を試算した。平成 42 年度の教室数は、「武蔵野

市の将来人口推計（H22～H42 版）」より算出した平成 29 年度から平成 42 年度の間の児童生徒数の減少率

を元に試算している。 

（ａ）

H29年度

（ｂ）

H42年度

第一小学校 13 9 4 403

第二小学校 14 11 3 302

第三小学校 15 11 4 403

第四小学校 14 9 5 503

第五小学校 14 11 3 302

大野田小学校 20 15 5 503

境南小学校 19 14 5 503

本宿小学校 13 9 4 403

千川小学校 9 6 3 302

井之頭小学校 18 13 5 503

関前南小学校 7 6 1 101

桜野小学校 24 17 7 704

小学校 小計 180 131 49 4,931

第一中学校 13 11 2 201

第二中学校 13 11 2 201

第三中学校 10 9 1 101

第四中学校 10 10 0 0

第五中学校 8 7 1 101

第六中学校 7 7 0 0

中学校 小計 61 55 6 604

合計 241 186 55 5,535

空教室

面積（㎡）

教室数

（ａ）－（ｂ）

空教室数

図表 3-6 多機能化対象施設 

図表 3-7 学校空き教室面積 

４階層 施設名 設立年 延床面積

三圏域 武蔵野市民会館 S59 2,224㎡

三圏域 かたらいの道市民スペース H22 145㎡

三圏域 市民会議（ゼロワンホール） H13 259㎡

三圏域 境南保育園 S47 806㎡

三圏域 境保育園 H8 1,058㎡

三圏域 吉祥寺保育園 S60 806㎡

三圏域 南保育園 S43 831㎡

三圏域 武蔵境市政センター H1 343㎡

三圏域 中央市政センター H2 374㎡

三圏域 吉祥寺市政センター H13 370㎡

校区 境南コミセン S50 1,642㎡

校区 西部コミセン S61 1,500㎡

校区 桜堤コミセン S56 344㎡

校区 関前コミセン S55 787㎡

校区 関前コミセン分館 S46 168㎡

校区 八幡町コミセン H24 554㎡

校区 緑町コミセン S61 534㎡

校区 西久保コミセン S51 1,434㎡

校区 中央コミセン S49 1,353㎡

校区 中町集会所 S52 205㎡

校区 けやきコミセン H1 576㎡

校区 吉祥寺北コミセン S53 1,381㎡

校区 吉祥寺西コミセン S63 912㎡

校区 吉祥寺西コミセン分館 H3 82㎡

校区 本町コミセン S54 507㎡

校区 御殿山コミセン S56 602㎡

校区 吉祥寺南町コミセン S57 1,482㎡

校区 吉祥寺東コミセン S52 243㎡

校区 本宿コミセン S54 720㎡

校区 境こども園 H25 1,627㎡

校区 吉祥寺本町在宅介護支援センター H17 275㎡

校区 北町高齢者センター S62 692㎡

校区 桜堤児童館 S57 592㎡

校区 0123はらっぱ H12 858㎡

校区 0123吉祥寺 H4 523㎡

校区 武蔵境開発事務所 H2 383㎡

計 27,192㎡
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具体的には、平成 42

年度までに発生する空

き教室面積 5,535 ㎡に、

その倍の面積である

11,070 ㎡の多機能化

対象施設を移転する

9

。 

それらの多機能化対

象施設の更新投資費はゼロとなり、維持管理費は延床面積が削減されるのに伴い 50％減少

すると仮定することになる。この結果、年間のコスト削減効果は、更新投資費 109 百万円、

維持管理費 52 百万円で、計 161 百万円と試算される。 

 

                                                   
9

 多機能化対象施設の 41％を実際に多機能化することを前提にしている。11,070 ㎡÷多機能化対象施

設の総延床面積 27,192 ㎡＝41％。 

図表 3-8  神奈川県秦野市の多機能化モデル 

図表 3-9 多機能化の効果 

（単位：百万円）

経費種別

耐用年数経過後に

同規模で単純に建

替える場合

（５０年間）

多機能化対象施設

11,070㎡を学校に

吸収する場合

（５０年間）

効果額

（５０年間）

効果額

（年間）

更新投資費 14,779 9,313 △ 5,466 △ 109

維持管理費 20,488 17,878 △ 2,610 △ 52

運営費 66,665 66,665 0 0

小計 101,934 93,857 △ 8,076 △ 161
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（３）ソフト化 

前提：ソフト化対象施設である給食センター、市営住宅は耐用年数経過後に市が資

産を持たず費用を負担する形式に変更するものとする。 

 給食センターは児童生徒数に応じて必要な人数分の給食を民間から購入する形式とし、

公営住宅については民間のアパートやマンションの空室を借りて家賃を補助する形式に変

更する

10

。 

 

ソフト化の試算上は、更新投資

費、維持管理費はゼロとなるが、

他方、運営費（サービス購入費）

として減価償却費相当額（建設費

÷耐用年数）、維持管理費、運営費

相当額がかかり、ソフト化実施直

後は実施前とコストは変わらない

と仮定した。しかしながら、施設

を保有する場合は、この費用は固

定費であるが、ソフト化すれば、

その後の人口減少に応じて減少す

る変動費になる。（例えば、市営住

宅を民間アパートの借り上げに置

き換える場合、市営住宅の利用世

帯数は人口減少に応じて減少する

と考えられ、それに応じて戸数を

減少させることができるため。） 

 

この条件で試算した場合、年間の運営費は 126 百万円の増加となるものの、更新投資費

は 65 百万円、維持管理費は 97 百万円の減少となり、トータルの年間コスト削減効果は 37

百万円となった。 

 

 

 

 

 

 

    

（４）土地活用 

前提：現状発生している低未利用地の 50%を売却するものとする。 

  

                                                   
10 「ミカレットさかいきた」は更新を要しない仮設施設である（現時点では撤去済み）。 

図表 3－11 ソフト化の効果 

（単位：百万円）

経費種別

耐用年数経過後に

同規模で単純に建

替える場合

（５０年間）

ソフト化対象施設

を、自治体が資産

を持たない運営形

式に変更する場合

（５０年間）

効果額

（５０年間）

効果額

（年間）

更新投資費 3,883 593 △ 3,290 △ 65

維持管理費 6,335 1,448 △ 4,886 △ 97

運営費 25,040 31,357 6,316 126

小計 35,260 33,399 △ 1,860 △ 37

図表 3-10 ソフト化対象施設 

４４４４階層階層階層階層 施設名施設名施設名施設名 設立年設立年設立年設立年 延床面積延床面積延床面積延床面積

その他 市営桜堤住宅 H21 1,725㎡

その他 市営関前住宅 S46 1,154㎡

その他 市営北町第１住宅 H19 879㎡

その他 市営北町住宅第２南棟 S51 1,239㎡

その他 市営北町住宅第２北棟 S50 1,239㎡

その他 桜堤調理場 S42 791㎡

その他 北町調理場 S47 1,285㎡

その他 関三倶楽部（テンミリオン） S58 78㎡

その他 川路さんち（テンミリオン） S30 92㎡

その他 月見路（テンミリオン） S57 104㎡

その他 そ～らの家（テンミリオン） H11 159㎡

その他 桜はうす今泉 S55 42㎡

その他 なごみの家 S63 66㎡

その他 ミカレットさかいみなみ S63 33㎡

その他 ミカレットさくらづつみ H3 42㎡

その他 ミカレットみたか S45 27㎡

その他 ミカレットさかいきた H15 17㎡

その他 関前被災者一時収容施設 S58 53㎡

その他 北町災害対策職員住宅 S57 208㎡

その他 東町災害対策職員住宅 H21 476㎡

その他 関前自転車保管場所 H4 248㎡

その他 むさしの市民公園公衆トイレ H12 20㎡

その他 第二しろがね公園公衆トイレ H11 2㎡

その他 武蔵境駅北口第二自転車駐車場 H3 882㎡

その他 武蔵境駅北口暫定自転車駐車場 H12 2,052㎡

その他

武蔵野タワーズ地下公共自転車駐車

場

H21 1,823㎡

計 14,737㎡
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当然のことながら、低未利用地をすべて売却すれば大きな効果が得られるが、実際には、

売却にも障害はつきものであり、大まかに 50%と設定した。これによる売却額は、現在低

未利用地と判断される土地の売却だけで 3,025 百万円となり、50 年間平均に換算すると 60

百万円の効果額となる。 

 

（５）全体評価 

以上の提案による広域化、多機能化、ソフト化、土地活用の効果額の合計は年間 12.3

億円となり、不足額の年間 11.7 億円をカバーできることとなる。つまり、これらの手法を

すべての組み合わせ、それぞれに努力すれば不足を解消することは可能であるとの結論が

得られた。 

 

図表 3－12 マクロ分析における効果総括 

  金額（年換

算、億円） 

前提 

対策前の予算不足額 ▲１１．７  

対策による予算不足削

減効果 

１２．３  

 広域化 ９．８ 2020 年時点で、広域化対象施設の延床面積の 30％分を近

隣自治体と共用し、共用する施設の総費用を 50%削減 

 多機能化 １．６ 児童生徒数の減少に対応して統廃合するとともに、統廃合

後の学校において将来発生する施設の余剰部分に、校区内に

存在する施設（＝多機能化対象施設）を耐用年数到来時点で

順次移転 

 ソフト化 ０．３ 給食センター、市営住宅は耐用年数経過後に市が資産を持

たず費用を負担する形式に変更 

 土地活用 ０．６ 現状発生している低未利用地の 50%を売却 

差し引き ０．６  

全体を評価すると、広域化の効果が大きく、その他の効果は小さいものとなっている。

この理由は以下の通りである。 

（１） 広域化の効果は、広域化対象施設の大小によって決まる。武蔵野市の公共施設に

は、前述の市民文化会館、総合体育館、武蔵野プレイスなど広域的な効果を持ち、

また運営費も大きな大型施設がもともと多い。このため、広域化率を 30%とした

場合の効果額は大きくなる。 

（２） 多機能化対象施設は、統廃合後建て替えた学校施設に機能移転する前提であるが、

共用施設部分以外はすべて移転後も残すとしていること、学校の建て替えおよび

移転する施設が老朽化した時点での移転となるため時期が遅いこと等より効果

が限定的となる。 

（３） ソフト化対象施設は、もともと量的に小さく、また、削減効果は人口減少に伴っ

て生じる変動費削減分だけとしているため、効果が限定的となる。 
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（４） 土地活用は、現在発生している低未利用地のみを売却したと仮定した場合の数字

である。仮に、上記（２）、（３）を実施した際に生じる低未利用地を売却すると

仮定すると、より大きな追加的な効果（売却率を 30%とすると年 1.5 億円）が得

られる。 

（５） 上記で明らかになったことは、方法の組み合わせ次第で不足額をゼロにすること

が可能であることである。むろん、この組み合わせ以外にも不足額をゼロにする

ことはできる。多機能化対象施設自体を統廃合する（共用施設部分以外も削減す

る）、統廃合によって生じる低未利用地を積極的に売却する、学校建替時の面積

を小さくする、その代わりに、広域化を減らすなどの組み合わせも可能である。 

 

3-2 具体的なオプションの検討 

3-1 で検討したマクロ的な前提を実現するうえで、具体的にどの施設をどのように再編

するかの例示として検討した。今回の提案は、あくまでも一例であり、他にもさまざまな

パターンが考えられる。しかしながら、例示した方法の中で実現困難と考えるものがある

場合は、それと同等以上の効果を持つ別の案を考えなければ、「不足額を解消する」という

前提が達成できないことには十分に注意する必要がある。 

 

3-2-1 広域化の具体的オプション 

 Ⅰ 広域市民文化・芸能施設の新設 

１ 武蔵野市民文化会館を中心として、既設の武蔵野公会堂、武蔵野芸能劇場、吉祥

寺美術館・音楽室の機能を統合し、武蔵野市のみでなく近隣 3 市（三鷹市、小金井

市、西東京市）及び東京近隣区（杉並区、練馬区など）を対象とした「広域市民文

化・芸能施設」を新しく創設する。 

  ２ 建設場所は、中町暫定駐輪場（敷地面積：3,240 ㎡、容積率 500％）を計画する。 

  ３ 運営形態は、PFI（公設民営）または指定管理とする。 

 

図表 3-13 閉鎖計画施設リスト 

施設一覧 内容 

武蔵野市民文化会館 敷地面積 4,876 ㎡、延床面積 15,363 ㎡、

跡地（借地）は返却 

武蔵野芸能劇場 敷地面積 620 ㎡、延床面積 1,579 ㎡、跡地

は売却又は賃貸 

吉祥寺美術館・音楽室 賃借（FF ﾋﾞﾙ）、延床面積 1,009 ㎡、ビル

賃借返却 

武蔵野公会堂 敷地面積 1,872 ㎡、延床面積 2,487 ㎡、跡

地は売却又は賃貸 
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  ４ オプション選定理由 

   ①武蔵野市民文化会館（1984 年）、武蔵野公会堂（1963 年）、武蔵野芸能劇場（1983

年）、吉祥寺美術館・音楽室（1970 年）については、（ⅰ）市民文化会館について

は借地であること及び近年中に大規模改修が必要になるが相当の費用が見込まれ

ること（ⅱ）公会堂、芸能劇場等も含め、市内に文化・ホール機能を持つ施設が

過剰ではないかとの考えもあることから文化・ホール施設を集約した広域化施設

を検討する必要があること。 

   ②稼働率を見ると、武蔵野市民文化会館（稼働率 54％）、武蔵野公会堂（稼働率 68％、）、

武蔵野芸能劇場（稼働率 74％）、吉祥寺美術館（稼働率 100％）の施設は、総じて

高い水準にあり機能としては必要であること。 

   ③武蔵野文化会館、武蔵野公会堂、武蔵野芸能劇場、吉祥寺美術館・音楽室を統合

して「広域市民文化・芸能」施設を創設することによって、武蔵野市民のみなら

ず三鷹市、小金井市、西東京市、さらに東京近隣区（杉並区、練馬区など）の利

用が見込まれるとともに、これらの自治体との共用によってコスト削減も図れる。 

   ④敷地面積、容積率比較 

（ⅰ）中町暫定駐輪場

11

 

敷地面積 3,240 ㎡ 

容積率 500％（3,240 ㎡×500％＝16,200 ㎡） 

    （ⅱ）市民文化会館・・・・・ 延床面積 15,363 ㎡ 

       芸能劇場 ・・・・・  延床面積 1,579 ㎡ 

       吉祥寺美術館・音楽室・・延床面積 1,009 ㎡ 

       公会堂・・・・・・・・・延床面積 2,487 ㎡    

                     計 20,437 ㎡ 

上記 4 施設の統合による共用部分の圧縮によって、延床面積の 20％削減が可能と仮定する

と 20,437 ㎡×80％＝16,394 ㎡となり、中町暫定駐輪場跡地に「広域市民文化・芸能施設」

を創設することは可能と判断される。 

 

Ⅱ 武蔵野陸上競技場、武蔵野総合体育館 

「武蔵野陸上競技場」「武蔵野総合体育館」は、近隣他市（三鷹市、小金井市、西東京市）

及び近隣区（杉並区、練馬区など）における最も充実したスポーツ施設であり、実際にも

他市区からの利用が多いものと推測される。こうした施設を、武蔵野市だけの負担で維持

することは合理的でなく、広域化を進める必要がある。また、併せて、同様に広域的な性

格を持つ施設がないかを調査した。その結果、大沢総合グラウンド（三鷹市）、市民総合体

育館（三鷹市）、上井草スポーツセンター（杉並区）について、武蔵野市の 2 施設同様に広

域的性格があるものと推測された。これらも含めて、相互に負担を軽減できるような方向

で、関係市区と協議を進めることが必要である。 

 

 

                                                   
11 一部 600%の箇所があるが過大評価を避けるために計算上は 500%とした。 
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図表 3-14 広域市民文化・芸能施設及び広域スポーツ施設一覧 

施設名 設立年 延床面積(㎡） 敷地面積（㎡） 備考 

武蔵野市民文化会館 1984 年 15,363 4,876 借地 

武蔵野芸能劇場 1983 年 1,579 620 

 

吉祥寺美術館・音楽室 1970 年 1,009 0 借家 

武蔵野公会堂 1963 年 2,487 1,872 

 

武蔵野陸上競技場、武蔵野総合体育館 1989 年 14,660 45,882 他 1,403 ㎡借地 

  合計 35,098 53,250 

 

 

3-2-2 多機能化の具体的オプション 

 Ⅰ 多機能化対象施設としては、コミュニティセンター、保育園、児童館、高齢者福祉

施設があり、建て替え時期に合わせて、学校建て替え後の多機能化施設に吸収するものと

する。 

図表 3-15：多機能化候補施設リスト 

  

NO 施設名 設立年 

延床面積

（㎡） 

敷地面積

（㎡） 

備考 

1 武蔵野市民会館 1984 年 2,224 2,664 借地 

2 かたらいの道市民スペース 2010 年 145 21   

3 市民会議室（ゼロワンホール） 2001 年 259 0 商工会館内 

4 境南保育園 1972 年 806 1,632   

5 境保育園 1996 年 1,058 1,579   

6 吉祥寺保育園 1985 年 806 1,615 借地 

7 南保育園 1968 年 831 1,419   

8 境南コミュニティセンター 1975 年 1,642 1,862   

9 西部コミュニティセンター 1986 年 1,500 1,248   

10 桜堤コミュニティセンター 1981 年 344 390   

11 関前コミュニティセンター 1980 年 787 991   

12 関前コミュニティセンター分館 1971 年 168 161   

13 八幡町コミュニティセンター 2012 年 554 890   

14 緑町コミュニティセンター 1986 年 534 587   

15 西久保コミュニティセンター 1976 年 1,434 1,737   

16 中央コミュニティセンター 1974 年 1,353 978   

17 中町集会所 1977 年 205 182   

18 けやきコミュニティセンター 1989 年 576 832   

19 吉祥寺北コミュニティセンター 1978 年 1,381 1,745   

20 吉祥寺西コミュニティセンター 1988 年 912 1,195   

21 吉祥寺西コミュニティセンター分館 1991 年 82 264   
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22 本町コミュニティセンター 1979 年 507 268   

23 御殿山コミュニティセンター 1981 年 602 562   

24 吉祥寺南町コミュニティセンター 1982 年 1,482 1,447   

25 吉祥寺東コミュニティセンター 1977 年 243 772   

26 本宿コミュニティセンター 1979 年 720 926   

27 境こども園 2013 年 1627 2,214   

28 吉祥寺本町在宅介護支援センター 2005 年 275 496   

29 北町高齢者センター 1987 年 692 679   

30 桜堤児童館 1982 年 592 940   

  合計   23,999 30,296   

 

 Ⅱ 学校の統廃合 

 まず、以下当方で想定した統廃合基準にもとづき、多機能化対象施設を吸収する学校施

設を選択する。 

  １ 小中学校統廃合基準 

（１） 単学級（1 学年 1 学級以下）が生じない学校規模とする。 

（２） 概ね 1km 以内の近距離に小中学校がある。小中学校が近接している場合は、

小中一貫の対象とする。 

（３） 老朽化が進んでいる学校から統廃合する。 

    

  ２ 上記１の統廃合基準に基づき、以下の小中学校統合案を検討する。 

 

図表 3-16：学校統廃合案及び建設費用、維持管理コスト削減見込額 

※上記の統合には、容積率の緩和等が必要になるケースもある。 

 

3-2-3 ソフト化の具体的オプション 

Ⅰ 給食センター 

北町調理場及び桜堤調理場建て替えのタイミングで、民間委託もしくは PFI へ移行する。 

単独

（各校合計）

(a)

統廃合

(b)

差額

(a)-(b)

単独

（各校合計）

(a)

統廃合

(b)

差額

(a)-(b)

パターンⅠ

「関前南小学校」と「第五小学校」を統廃

合（第五小学校の閉鎖）

4,552 3,834 △ 718 187 157 △ 29

パターンⅡ

「第三小学校」と「本宿小学校」を統廃合

（本宿小学校の閉鎖）

5,439 3,926 △ 1,512 223 161 △ 62

パターンⅢ

「第五中学校」と「第六中学校」を統廃合

（第六中学校の閉鎖）

4,658 3,292 △ 1,366 191 135 △ 56

パターンⅣ

「第五中学校」と「第五小学校」を小中一

貫化（第五小学校の閉鎖）

5,128 4,111 △ 1,016 211 169 △ 41

パターンⅤ

「第二小学校」と「第六中学校」を小中一

貫化（第六中学校の閉鎖）

4,968 4,004 △ 963 204 164 △ 39

建替費用　（百万円） 維持管理コスト　（百万円/年）
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    （理由） 

    １ 給食調理場の現状は(ⅰ)、桜堤調理場：中学校 6 校、（ⅱ）北町調理場：小学

校 8 校、(ⅲ)自校式：４小学校となっている。 

    ２ 桜堤調理場は昭和 42 年設置、北町調理場は昭和 47 年設置となっており近々

建て替えが必要である。しかし、桜堤調理場（敷地面積 1500 ㎡、延床面積 767

㎡）及び北町調理場（敷地面積 1,819 ㎡、延床面積 1,285 ㎡）ともに建築基準

法上用途制限に抵触する可能性が高く、建て替えは難しい状況にある。したが

って、建替えのタイミングで民間委託を進める。また、特別な許可を得て、桜

堤調理場跡もしくは北町調理場跡に給食センター施設設置が可能ならば、その

跡地を賃貸又は売却し、公設民営事業に移行することも考えられる。 

    ３ 自校式調理場４校についても、給食の運営管理体制の一括化やコスト削減等

の観点から建て替え時期等に合わせ、民間委託又は PFI への移行を進める。 

    ４ 広域化については、三鷹市、小金井市、西東京市、杉並区が、現在、自校式

で給食運営していることから、当面は困難と考える。 

 

Ⅱ 市営住宅 

  市営住宅（桜堤、関前、北町第一、北町第二の４か所）は、民間補助又は民間委託、

PFI へ移行するものとする。 

   (理由) 

   １ 近々、建て替えが必要な市営関前住宅（1971 年）及び市営北町第二住宅（1975

年、1976 年）については、官から民へのサービス業務移行、コスト削減等の観点

から民間住宅の利用を積極的に進め、民間補助による対応（＝ソフト化）を進め

る。 

２ 新しく建設した市営桜堤住宅（2009 年）及び市営北町第一住宅（1975 年）につい

ては、官から民へのサービス業務移行、コスト削減等の観点から、運営、維持管

理部分についての民間委託、PFI を導入するものとする。 

 

図表 3-17：ソフト化候補施設リスト 

  

NO 施設名 設立年 

延床面積

（㎡） 

敷地面積

（㎡） 

備考 

1 市営桜堤住宅 2009 年 1,725 1,568   

2 市営関前住宅 1971 年 1,154 1,400   

3 市営北町第１住宅 2007 年 879 949   

4 市営北町第 2 住宅 1975 年 2,478 3,254 北棟、南棟合計 

5 桜堤調理場 1967 年 791 1,500   

6 北町調理場 1972 年 1,285 1,819   

    

合計   8,312 10,490   
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3-2-4 まちづくりの課題解決に関する公民連携手法の導入アイデア 

ⅠⅠⅠⅠ    現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

○吉祥寺駅は JR 中央線・京王井の頭線が乗り入れ、ファッションを中心とした商業施設が

集積する一大ターミナルである。加えて駅南口はバス交通の結節点でもあり、歩行者や

自転車、自動車等の動線が錯綜するエリアである。 

○駅前の井の頭通りは幅員が狭い上に、バスの停留所が通りに沿って数か所設置されてい

るため、渋滞が高い頻度で発生している。休日を中心に非常に多い買い物客にとって、

安全でゆとりある商業空間が形成されているとは言い難い。 

○武蔵野公会堂は築 50 年が経過し老朽化が問題となっている。駅至近の商業立地でありな

がら高度利用されておらず、また管理運営面においても現状では市の外郭団体による指

定管理・貸館業務にとどまることから、広く民間活力の導入の可能性が考えられる。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    再整備の方向性再整備の方向性再整備の方向性再整備の方向性    

○「吉祥寺グランドデザイン」において、駅南口エリアでは歩車分離を図った回遊しやす

い商業空間づくりを目指し、駅前広場やパークロードの整備が謳われている。また、ま

ちづくり協議会等による検討を経て「吉祥寺駅南口駅前地区再開発準備組合」が発足し、

駅前広場の整備を含めた市街地再開発事業の動きが出てきている。 

○そこで今回は、再開発事業とあわせて武蔵野公会堂の活用を行うことをオプション提案

とし、既存施設に準ずる機能の別途整備や管理運営を一体的に実施することや、公会堂

跡地の民間活用も視野に入れた再整備を検討する。 

 

 武蔵野公会堂については、現状において一定の稼働率を維持しており、吉祥寺駅周辺に

て別途同等の機能の整備が必要と考えられる。そこで、駅至近に立地する現状の敷地を使

って単純に建替えるのではなく、財政負担軽減やサービス向上、さらには駅南口のまちづ

くりの観点から、公民連携手法を使ったアイデアを検討する。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    再整備手法の検討再整備手法の検討再整備手法の検討再整備手法の検討    

○再開発準備組合や事業協力者等との協議・調整により、再開発事業において整備される

ビルの一角に公会堂の機能に準ずる施設を別途整備する。 

○管理運営についても民間のノウハウを生かし、効率的な維持管理や貸館業務にとどまら

ない自主事業等により、事業性や文化度の向上を目指す。 

○以上のような事業を一体で行うことを条件に、公会堂跡地を周辺のまちづくりに寄与す

る形で自由に収益を得られるような民間活用（売却・賃貸等）を認めることとする。 

○具体的な諸条件については、採算性の面で課題のある文化集会施設ということを鑑み、

民間側が参入しやすく、かつ官民双方にメリットがあるようなスキームを模索していく。 

○事業者選定については、事業者との競争的対話（アイデアについて公平性・透明性を担

保しながら意見交換）や 2 段階選抜（アイデア提案を募り、それをもとに公募要項を作

成して本提案を募集、アイデア提案の貢献度に応じたインセンティブに基づき総合的に

評価し選定）等の導入が考えられる。 



                       武蔵野市公共施設再編に関する研究報告書 

 - 52 - 

 

    

 市街地再開発事業とあわせて公会堂の再整備や利活用を行うことで、次のような効果・

メリットが考えられる。 

○事業性の詳細な検討は別途必要であるが、駅前広場や文化集会機能といった公益性の高

い施設を少ない財政負担で整備できる。 

○駅至近のポテンシャルの高い商業立地を有効活用できる。 

○駅前のより利便性の高い再開発ビルに文化集会の拠点を整備できる。 

○駅前の密集市街地中で、再開発ビルの工事資材置場や仮店舗用地として公会堂跡地を活

用できる。 

○民間のノウハウの幅広い導入により、商業の中心地である駅南口エリアをより活性化で

きる。 

 

 オプション提案の導入による財政負担の軽減効果について、大まかな試算をもとに検証

する。 

 

＜従来型整備の場合＞ 

・・・・公会堂の単純建替え（①）＋ 駅前広場の単純整備（②）・・・ 約 10.5 億円の支出    

 ①現状の延べ面積 2,487 ㎡ × 工事単価 400 千円/㎡ ≒ 9.9 億円 

 ②駅前広場想定面積 2,000 ㎡ × 工事単価 30 千円/㎡ ＝ 0.6 億円 

 ※公会堂については、現状の施設配置のまま近年の一般的な仕様で建替えた場合の想定

費用。 

 

＜オプション案（再開発事業による整備）の場合＞ 

・・・・公会堂機能に準ずる民間施設の整備 ＋ 再開発事業による駅前広場整備 

                        ・・・ 公的支出ゼロ    

 ※民間資金＋再開発組合資金にて整備するため、市の負担は実質ないものと考えられる。 

  但し、再開発事業の容積率緩和等、市と組合双方にメリットのあるスキームとするこ

とが必要である。 

 

・・・・跡地活用による収入  土地売却の場合（③）  ・・・ 年間約 13.6 億円の収入 

            借地（20 年）の場合（④）・・・ 年間約 5.4 億円の収入 

 ③土地面積 1,872 ㎡ × 路線価 730 千円/㎡ ≒ 13.6 億円 

 ④土地面積 1,872 ㎡ × 路線価 730 千円/㎡ × 地代率 2％ × 20 年 ≒ 5.4 億円 

＜整備イメージ＞＜整備イメージ＞＜整備イメージ＞＜整備イメージ＞    

①市街地再開発事業により複合ビルを整備 

②公会堂の機能に準ずる民間施設を整備 

③駅前広場を含めた利便性の高い交通体系の整備 
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3-2-5 土地活用 

低未利用地を売却することにより、資金不足を補てんする方法は、住民アンケートで

も最上位にランクされた方法である。ケース 1 では、現状の低未利用地を対象とする。 

 

１ ケース 1： 低未利用地の売却見込額 6,049,830 千円 

3-1 の(4)土地活用によるマクロ的検討では、この値の 50%が実現すると見込んで 3,025

百万円の効果を見込んでいる

12

。 

 

図表 3-18：主な低・未利用地売却見込額 

NO 名称 敷地面積(㎡） 

H25 路線価（千円/

㎡） 

土地価格（千円） 

1 下水ポンプ場跡地 2,100 350 735,000 

2 旧中央図書館跡地 2,066 380 785,080 

3 旧桜堤小学校跡地 10,266 255 2,617,830 

4 旧西久保住宅跡地 811 320 259,520 

5 中町自転車駐車場 3,240 510 1,652,400 

  合計 18,483  6,049,830 

 

 追加的に、ケース２として、建て替えた学校施設に機能を移転する多機能化対象施設の

跡地を売却する、さらに、統廃合により生じた学校跡地を売却する方法を加える。 

Ⅱ ケース２：低未利用地売却見込額 6,049,830 千円（図表 3-16 参照）＋多機能化施設

地売却見込額 7,960,270 千円（図表 3-17 参照。借地等は除く）＋閉鎖候補地売却見込額 

11,614,656 千円（図表 3-18 参照） 

 ＝トータル売却見込額 25,624,756 千円 

    

図表 3-19：多機能化施設売却見込額 

NO 施設名 

敷地面積

（㎡） 

H25 路線価

（千円/㎡） 

土地価格

（千円） 

備考 

1 武蔵野市民会館 2,664 340  借地 

2 かたらいの道市民スペース 21 530 11,130   

3 市民会議室（ゼロワンホール） 0 1,140 0 商工会館内 

4 境南保育園 1,632 285 465,120   

5 境保育園 1,579 270 426,330   

6 吉祥寺保育園 1,615 360 0 借地 

7 南保育園 1,419 430 610,170   

                                                   
12

 武蔵野市では、旧桜堤小学校跡地はスポーツ広場とする方向で検討が進められていることは承知して

いるが、本研究はすべての選択肢を対象とする趣旨から低未利用地対象リストに明記した。 
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8 境南コミュニティセンター 1,862 300 558,600   

9 西部コミュニティセンター 1,248  - 私道 

10 桜堤コミュニティセンター 390 265 103,350   

11 関前コミュニティセンター 991 270 267,570   

12 関前コミュニティセンター分館 161 275 44,275   

13 八幡町コミュニティセンター 199 260 51,740   

14 緑町コミュニティセンター 587 265 155,555   

15 西久保コミュニティセンター 1,737 390 677,430   

16 中央コミュニティセンター 978 370 361,860   

17 中町集会所 182 400 72,800   

18 けやきコミュニティセンター 832 340 282,880   

19 吉祥寺北コミュニティセンター 1,745 360 628,200   

20 吉祥寺西コミュニティセンター 1,195 430 513,850   

21 吉祥寺西コミュニティセンター分館 264  - 私道 

22 本町コミュニティセンター 268 580 155,440   

23 御殿山コミュニティセンター 562 410 230,420   

24 吉祥寺南町コミュニティセンター 1,447 480 694,560   

25 吉祥寺東コミュニティセンター 772 380 293,360   

26 本宿コミュニティセンター 926 350 324,100   

27 境こども園 2,214 260 575,640   

28 吉祥寺本町在宅介護支援センター 496 440 218,240   

29 北町高齢者センター 679 350 237,650   

30 桜堤児童館 940 280 0 借地 

  合計 29,605  7,960,270   

13131313

    

図表 3-20：閉鎖候補地売却見込額 

 

NONONONO    施設名 敷地面積（㎡） 

H25 路線価（千円/

㎡） 

土地価格（千円） 

1111    武蔵野芸能劇場 620 530 328,600 

2222    武蔵野公会堂 1,872 730 1,366,560 

4444    第五小学校 9,705 330 3,202,650 

5555    第六中学校 10,392 295 3,065,640 

6666    本宿小学校 11,518 317 3,651,206 

  合計 34,107  11,614,656 

                                                                                                                                                                                                    

                                                   
13
 シミュレーションは計算条件セット時点で入手できた情報をもとに実施した。その後、八幡町コミニ

ュティセンターの建て替え情報を入手したが、変更は全体に比して軽微なもので本報告書の結論に影響

を与えるものではない。 
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第４章第４章第４章第４章    今後の今後の今後の今後の進め方への提言進め方への提言進め方への提言進め方への提言    

第３章では、複数の方策を組み合わせることで予算不足を解消することが可能であるこ

とが示された。今後は、具体的な計画を策定して実行していく必要がある。本章では今後

進めていく上でのポイントを整理する。 

 

4-1 ３つのポイント 

第１に、組織体制の強化である。 

まず、「施設がなければ公共サービスを実現できない」という発想から「施設と機能の分

離」の発想に切り替えることが必要である。 

そのためには、施設を横断的に担当する専任部署の設置が必要である。縦割りの部署で

公共施設の建設更新を考える従来型の方式では、施設が個別的、独立的に建設更新され、

全体としては最適化されず、機能の重複、施設の肥大化につながってしまう。専任部署は、

施設という観点で全部署を横断し、必要な機能を実現する施設は何かという観点での責任

と権限を有するものとする。「施設と機能の分離」により、従来の担当部署は機能に専念す

ることが可能になり、公共サービスのレベルを引き上げることもできる。 

専任部署による一元的な管理を具現化するためには、簡明なルールが有効である。先進

事例を参考にすると、以下の 3点のルールは不可欠と言えよう。 

（１）【新規凍結原則】 優先順位のルールとして、「維持管理更新投資を優先し、新規投

資は凍結する」ということをルール化する。現在ある施設もすべて維持できない状況を説

明すれば、市民の理解を得やすいはずである。現在ある施設も、今後とも維持すべき施設

とそうでない施設を仕分けることで優先順位を付ける必要がある。 

（２）【事前協議制度】 縦割り部署が個別に検討して予算要求する方式ではなく、施設管

理専任部署の事前了解を得なければ予算要求できないことをルール化する。さらに進んで、

施設の管理権限自体を専任部署に集中させることができれば、より全体最適を実現するこ

とができる。 

（３）【数値目標】 延床面積の削減目標を設定する。抽象的な努力の表現ではなく、結

果を具体的に明示しそれに基づいて全体計画をガバナンスすることで実効性を高めること

ができる。他市でも一般的に取り入れられつつあり、10~32%程度の削減が必要とされてい

る。削減の数値目標が提示されることで、純増となる新規投資の要望や、更新の際に大規

模するという要望も抑制することができる。 

 

第２に、実行面での工夫である。方針や計画を立てただけで実行しなければ意味がない。

実行するためのさまざまな工夫が必要である。 

（１）【実施計画】  固有名詞と目標年限を入れた具体的な実施計画、具体的には、学校

施設、福祉施設等分野ごとの明確な方針を定めたうえで、個別施設に落とし込んでいく必

要がある。その際、市民の理解を得るためには、ただちに個別施設の取り扱いに進むので
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はなく、何らかの理念に基づいて進める必要がある。本研究では、4階層マネジメントの発

想に基づき、広域利用可能な施設は広域化、校区単位の施設は学校統廃合＋学校施設への

多機能化、民間への代替可能な施設はソフト化するという原則を設けた。 

（２）【モデル事業】 統廃合・多機能化を含め、今後必要になる手法について、具体的な

モデル事業を実施する方法である。実際に目に見えることで漠然とした不安感をなくし、

本格化した場合の問題点を事前に洗い出すことができる。 

（３）【多機能化の活用】 手法の中でもっとも有効なものの一つが多機能化である。地域

における最大の施設である学校施設は、もっとも老朽化しており、今後次々に更新する必

要が生じる。将来の児童生徒数の減少に合わせた学校統廃合は必要であるが、学校はコミ

ュニティの中核であるとともに避難所機能も有することから、逆に、残す学校はしっかり

と残す必要がある。その際、学校単独で建て替えるのではなく、将来さまざまな機能に使

えるような仕様にしておく必要がある。地域のニーズは、時間の経過とともに変化する。

建て替え時点で一つの目的に固定してしまうと、将来その必要性が薄れ、別のニーズが発

生しても、必要性が薄れた施設は使い続け、新たに別の施設を建設する必要が生じる。多

機能化とは、施設の用途を機動的に変更できるようにしておくことである。建築技術とし

てはスケルトン・インフィル方式が有効である。 

（４）【民間提案方式の活用】 PFI、指定管理者など狭い意味での PPP 以外にも、多機能

化施設の設計建設・維持管理、余剰地の有効利用、収益事業の併設など民間の視点から見

るとさまざまな工夫の余地がある。幸いにして、武蔵野市は利便性と人口集積（定住人口、

交流人口とも）に恵まれ、民間が参入するために必要十分な市場規模と、ビジネスチャン

ス上のメリットとなる地域イメージがある。税負担をできるだけ減らして、民間にリスク

を移転することも可能である。こうしたことを考えると、行政主体ですべてを決定するの

ではなく、できるだけ早い時点で民間のアイデアを募集する必要がある。事前に告知する

ことで、地元企業へもチャンスが付与される。 

 

第３に、合意形成面の工夫である。そのためには、市民への十分な説明を通じて合意形

成を図る努力が求められるとともに、市民の側にも将来にわたる財政の健全性の維持など

責任が生じるものであることを明確にしていく必要がある。 

（１）【無作為抽出のアンケート】 市民は受益者であるとともに負担者でもある。多数の

負担者と少数の受益者が存在する場合は、受益者は施設の建設、維持、拡大を求めること

が一般的である。今回実施した無作為抽出のアンケートは、負担者としての市民の意識を

把握したものである。この結果、多くの市民は公共施設再編の必要性を理解し、統廃合・

多機能化を含む選択肢に理解を示した。驚くべきことに、施設を実際に利用している層に

ついてもほぼ同様の結果が得られた。こうした結果を正確に公表することにより、機運を

高めていく必要がある。 

（２）【ワークショップ方式】  今後具体化していくために、一方通行の説明会ではなく、
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ワークショップ方式の検討の場を設ける方法が有効である。施設が必要か不必要かという

単純な二分論ではなく、「できるだけ機能を維持しながら最大限負担を引き下げる」工夫を

一緒に考えようという趣旨である。負担者を含めるために無作為抽出で参加者を集める方

式が望ましい。 

（３）【オプションアプローチ】  ワークショップの場などで市民に考えてもらう方法と

して、施設のあり・なしではなく、複数の選択肢とそのメリット、デメリットを提示する

方式である。費用と質は多くの場合トレードオフ（質を高めようとすると費用が上がる）

の関係にある。質だけを問われれば「高い方が良い」としか言えないが、同時に費用も問

われると「いくら高くてもよい」とは答えない。「高負担・独立施設」、「中負担・多機能化

施設」、「小負担・施設なし」などの選択肢を提示して議論してもらう。上記のワークショ

ップなどで使うのが有効だが、アンケートや住民投票でも有効である。 

下表は、こうした先駆的な取り組みを行っている自治体の対応について整理したもので

ある。多くの自治体で共通した方法論が取られていることが分かる。 

 

 

自治体 組織体制面 実行面 合意形成面 

神奈川県秦野市 ●公共施設再配置推進

課 

●事前協議ルール 

●数値目標 

●公共施設再配置計画

（含む方針） 

●シンボル事業（中学校

と地域施設の複合化事業

等） 

●町会等での説明 

●パブリックコメント 

千葉県習志野市 ●資産管理室 

 

●公共施設再生計画基本

方針 

●町会等での説明 

●シンポジウム 

●パブリックコメント 

埼玉県宮代町 ●改革推進担当 ●公共施設マネジメント

計画 

●総合計画への織込み 

●市民ワークショップ 

さいたま市 ●行政改革推進本部 

●事前協議ルール 

●数値目標 

●公共施設マネジメント

計画 

 

●シンポジウム 

●パブリックコメント 

神奈川県鎌倉市 

 

 ●公共施設マネジメント

計画 

●アンケート 

●シンポジウム 

●パブリックコメント 

東京都北区 

 

 

●数値目標 

 

●公共施設再配置方針 ●アンケート 

●シンポジウム 

●パブリックコメント 

東京都府中市 

 

 

●都市整備部 ●インフラマネジメント

白書 

●モデル事業（道路等保

全業務包括アウトソー

ス） 

●パブリックコメント 

●シンポジウム 

香川県 

まんのう町 

●企画担当 ●中学校・図書館 PFI 整

備、町内公共施設保全包

括マネジメント 

 

千葉県我孫子市 ●企画課 ●提案型公共サービス民

営化制度 

 

図表 4-1 先行事例における対応の比較 
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●市内公共施設保全業務

包括アウトソース 

埼玉県鶴ヶ島市   ●小学校、公民館の一体

建築の設計コンテストと

住民参加 

浜松市 ●資産経営課 

 

●公共施設再配置計画・

個別計画 

●資産経営推進方針 

 

（出典）各自治体資料より作成 

 

4-2 先行事例 

以下、先行事例として、参考になる神奈川県秦野市、さいたま市、浜松市の事例を紹介

する。 

 

4-2-1 神奈川県秦野市 

秦野市は、先行的に公共施設マネジメントに取り組んでいた神奈川県藤沢市や千葉県習

志野市の成果（公共施設マネジメント白書）を参考にして、2008 年、公共施設再配置計画

担当を設置し職員によるデータ収集整理活動を開始した。約 1 年の作業の後、公共施設白

書として公表した後、有識者による検討委員会を設置し、2010 年再配置方針を決定した。 

内容は、①新規施設は建設しない、②更新は義務教育などを優先する等優先劣後を明示

する、③40 年後に 31.3%削減するという数値目標を掲げるなど、現在の取り組みの範とな

るものである。 

具体化するために、2011 年公共施設再配置推進課を設置するとともに、複数のシンボル

事業を開始した。シンボル事業は、市民にとって公共施設再配置の意味を理解してもらう

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 4－2 保健福祉センターへの郵便局誘致 図表 4－3 障害者地域活動支援センター民営化 
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4-2-2 さいたま市 

さいたま市は合併自治体であり、もともと

施設の重複感があったにもかかわらず地域バ

ランスの観点からの施設建設要望が強く、さ

らに、当面人口が増加していることもあって

対応に苦慮していた。市は、早い時期での公

共施設マネジメントが急務と判断し、広範で

強い権限を有する行政改革推進本部に担当ラ

インを設けて検討に着手した。 

2010 年 6月、同本部が事務局となって有識

者による公共施設マネジメント会議を設置し

た。同会議には、有識者３名のほか市民公募

委員も３名参加した。この作業の中では、施

設の量自体は他の政令市に比べて少ないも

のの、同時に高齢化も進んでいるため公共

投資財源不足が大きく、結果的には必要更新投

資額が大きく不足する計算となった。 

ポイントとなったのは、ハコもの３原則であ

り、新規投資の禁止原則、複合化、数値目標（15%）

の設定がなされている。 

この後、パブリック・コメントに付された。

このプロセスは納税者の意見を聞くことを目的

として、ウェブサイトに納税者向けのアピー

ルの文章を会議委員長名で掲示した。得られたコメントには、

実態を知ることができたことに対する驚きや共感が多く、市

の方針に対しても「やむを得ない」を含めてほぼ８割の市民

が賛意を示した。 

また、埼玉大学の漫画サークルの協力を得て、市民向けの

分かりやすい漫画を制作した。市の HP から自由にダウンロー

ドすることができるようになっている。原案を制作したのは

女性市民委員であり、会議の議論に共感して市民向けの啓発

活動の役割を自ら買って出たのである。行政と市民を対立関

係に捉えるのではなく、共通の目的に向かうという位置づけ

を明確化し、議論や説明を担える市民が育つ環境を作ること

も行政の重要な役割であろう。 

図表 4-5 さいたま方式の複合化のイメージ 

図表 4-6 さいたま市市民向け啓発パンフレット 

図表 4-4 さいたま市公共施設マネジメント計画の

原則 
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4-2-3 浜松市の事例 

浜松市は合併自治体として、多大の公共施設を抱え、絶対的な削減を計画していた。考

え方は 5 階層マネジメントである。これは、広域、市域、地域、生活圏域コミュニティ圏

域に分類しそれぞれの階層ごとにマネジメントのルールを適用とするものである。たとえ

ば、広域施設は周辺自治体を含めて広域的に利用する、生活圏域施設は中学校区単位で複

合化もしくは多用途に利用する、コミュニティ圏域施設は共有利用や別目的の場所の利用

を促すこととしている。こうした理念を具現化するため、特に規模の小さな施設の統廃合

を強力に進めている。 

政令市であるため、3 階層マネジメントよりも多くの階層構造を認めているが、結論的に

は統廃合を軸として、広域化、多機能化などの方法が求められている。特に、注目すべき

ものが施設数の削減である。 

具体的には、平成 26 年度末までに施設数の 20%を削減する目標を立てている。全体施設

数約 2000 に対して、383 施設を削減するものである。このうち、2011 年度までの実績とし

て、すでに半分近くの 185(48.3%）を削減している。内訳は、主体変更（30）、譲渡（９）、

貸付（22）など機能を維持する形態もあるが、125 が単純閉鎖となっている。具体的に施設

統廃合を進めている自治体としてはもっとも進んでいる。 

 

 

 

  

                

 

図表 4-7 浜松市の階層別マネジメント 
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市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さん    「おわ「おわ「おわ「おわりに」に代えてりに」に代えてりに」に代えてりに」に代えて    

最後に、本研究を行った上での結論とメッセージを伝えます。 

 

公共施設は私たちの暮らしを豊かにしてくれます。多ければ多いほど豊かに感じます。

これからも、今まで以上に公共施設を充実させてほしいと考えるのが普通の市民の感覚で

す。しかし、公共施設を建設し維持運営していくためには想像以上のお金がかかります。

利用料を支払っている施設でも、必要な費用のごく一部しか負担していません。残りは税

金か、負債、つまり次世代が支払う税金でまかなっています。 

今、日本全国で 1960 年代、70 年代に建設された公共施設が 4～50 年たち、物理的に耐え

られる限界に近づいています。このまま何もしなければ、学校が倒れ、道路に穴が開き、

水道管が破裂する事態も想定されます。昨年末の笹子トンネル事故のことをご存じない方

はおられないでしょう。日本全国の公共施設やインフラの中で、笹子トンネルだけが危険

で他はすべて安全という理屈が成り立つはずがありません。どこで何が起きても不思議は

ないという危機感を持つべきです。 

だからといって、簡単に建て替えることができません。少子高齢化で税金の収入は伸び

悩む一方社会福祉の費用は年々増加しているため、公共施設の建て替えに回せる財源がな

いからです。武蔵野市でも、ここ 10 数年、公共施設に投資可能な財源は小さくなってきて

います。それどころか、近隣の自治体よりも多くの施設を抱えている分、より厳しい状況

にあります。 

こうした状況のもと、今回、市から、公共施設の現状を客観的に診断するとともに、今

後の対策の方向性を考察する研究を依頼されました。 

武蔵野市の公共施設は、人間の健康にたとえると、とても健康とは言えません。それど

ころか、かなり深刻な症状です。しかし、市民の皆さんがそれを自覚して努力すれば、健

康を回復できる可能性はあります。現状に目をつぶって結論を先送りすることもできます。

しかし、事態は一向に改善しません。それどころか、先送りされた負担はそのまま皆さん

のお子さんやお孫さんに降りかかっていきます。そうした姿勢は、武蔵野市民がとるべき

姿勢だとは思いません。 

研究では、健康を回復できる処方箋を示しました。後は市民の皆さんの責任です。この

機会に、市民の皆さんが自分の問題として事態を直視し、問題の解決に取り組んでいただ

くことを強く期待いたします。 

 

2013 年 10 月 

東洋大学 PPP 研究センター 

センター長 根本祐二 
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