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特別論文 

 

千葉県我孫子市の実績データを用いた公共施設包括管理業務委託の効果試算 
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はじめに 

 本稿は、一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）の平成 29年度公共施設マネジ

メント調査研究（研究モデル事業）である千葉県我孫子市の「公共施設包括管理業務委託

の実績データを活用した実効性の高い公共施設保全計画の策定と策定過程の検討を通じた

予防保全標準化モデルの検討」2（以下「本研究」）を通じて、同市が実施している公共施設

包括管理業務委託（以下「包括委託」）の効果を分析評価したものである。 

 

１ 公共施設包括管理業務委託の経緯と内容 

（１）経緯 

 千葉県我孫子市では、民間の創意工夫を活かすことで、充実した質の高いサービスの展

開を目指すため、民間から委託・民営化の提案を募る「提案型公共サービス民営化制度」

を実施している。包括委託は、2011 年度の募集にあたり、大成有楽不動産株式会社（当時

は大成サービス（株））が提案したものである。 

                             
1 経済学部教授、大学院経済学研究科公民連携専攻長、PPP研究センター長 
2 連携組織：東洋大学ＰＰＰ研究センター、大成有楽不動産株式会社 
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 包括委託は担当部署が異なる施設を包括的に管理するものである。縦割り組織である自

治体内部で部署横断的な取り組みを進めるのは容易ではないが、本市の提案制度が特定テ

ーマに限定されない公募（unsolicited proposal）であったことが、民の視点による横断

的な提案を引き出せたものと言える。 

 また、本市の提案制度は、提案内容の独創性が評価された場合、提案者自身が担当する

ことができるというインセンティブを付与している。これにより、提案者は相当額の提案

費用をかけてもその回収の機会を与えられることになり、十分に練られた提案を引き出す

ことに成功している。 

 さらに、提案が採択された場合、提案者は 3 年間業務を実施することができる点も後押

しした。1 年間では人材育成や技術開発などの投資に十分な予算を割くことができない。2

年目に受託できなければ無駄になるからである。しかし、3年間の実施が保証されれば、民

間は安心して投資するこ

とができる。その効果は、

サービスの質の向上と価

格の低下を通じて、市ひ

いては市民に還元される。 

 以上の３点、「自由な提

案を求める」、「強いイン

センティブを付与する」、

「一定期間の実施権を与える」は、他の自治体においても参考にすべきポイントである。 

最近、各自治体で民間のアイデアを生かすためのサウンディングが盛んにおこなわれて

いる。このこと自体は歓迎すべきことであるが、民間に優れたアイデアを提案してもらう

ためには、民間が提案したくなるような条件整備が不可欠である。 

 

（２）内容 

 包括委託の対象施設は徐々に増加し現在は 147棟（56施設）となっている。業務内容は、

定期点検、巡回点検等である。主な点検部位は、建築関係（屋上・外壁・鉄部）、設備関係

（給水・排水・浄化槽・防災・電気・ガス・換気空調）である。 

 点検の種類としては、従前の定期点検に加えて、包括委託には、日常的な巡回点検サー

ビスおよび中短期修繕計画作成が含まれている。定期点検業務の包括化による効率化効果

（スケールメリット）により費用が削減されるので、その範囲内で追加している。 

 巡回点検は月 1 回行われ、施設、設備を全体的に目視点検するとともに、費用のかから

ない軽微な補正、修復（排水溝のつまりを通す、緩んだねじを締めなおすなど）はその場

で実施している。 

点検により修繕を要する個所を発見した場合、緊急度と修繕方法を判定する。緊急度は、 

判定 A：早急に修繕が必要 

図表 1 我孫子市提案型公共サービス民営化制度の仕組み 
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判定 B：現状機能上の問題はないが 2年以内に修繕が必要になる 

判定 C：3年程度で修繕が必要になる 

の３段階に分類される。修繕の方法は、 

改修：当該部位における更新 

補修：改修までに必要な修繕 

の２種類に分類される。 

受託者は、上記の通り、専門家としての緊急度と修繕方法に関する評価を下したうえで、

市の担当窓口に報告する。実際に修繕するか否かは、市の判断にゆだねられている。 

 

今のところ、厳しい財政事情を

反映し、評価結果に対して自動的

に予算が確保されるわけではな

い。緊急性の高い判定 Aであって

も、実際に修繕に着手できている

とは限らない。何年間も判定 Aが

繰り返されることもある。予算が

確保されたうえで実際に修繕を行う場合は、包括事業者以外に別途発注されている。 

 点検による不具合の把握、および、実際に市として修繕を行ったかどうかについては、

データベースにより把握されている。また、包括委託開始前も、市では点検・修繕履歴を

把握しデータベース化されていた。本研究は、これらの膨大なデータベースの分析により

行われたものである。 

 

２ モデル研究で得られた知見 

（１） 実質的な耐用年数 

 ここでは、実質的な耐用年数について述べる。 

公共施設等総合管理計画で必要な将来更新費用の算出に用いられるふるさと財団制作の

図表 2 包括管理業務委託の仕組み 

図表 3 我孫子市のデータベースサンプル 
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シミュレーションソフト（以下「財団ソフト」）では、建築物全体を一つの塊として耐用年

数を設定している。 

 おおまかな傾向値を把握するうえではそれで十分であるが、現実に公共施設の保全を行

うには、建築物を構成する細かな部位ごとの耐用年数に応じた管理が必要である。一般的

には、「長期修繕計画ガイドライン」（国土交通省）、官庁営繕、建築学会、BELCA の目安を

参考としている。一方、本研究では、データベース上の現実の改修（部位ごとの更新）時

点から、実際に何年使用することができるかを推測する方法をとった。 

具体的には、図表 4 の通りである。部位によっては、一般的に想定されている耐用年数

と、実績データから設定できる耐用年数には相当な差があることが分かった。例えば、外

壁は、一般的な目安が平均 15年（12～30年）である一方、実績データから設定した耐用年

数は 30 年である。つまり 15年でなく 30年で改修すればよいということであり、改修費用

は LCC ベースで半分になることになる。他方、給水設備（ポンプ）は、一般的目安通り 20

年ごとの更新に加えて 10年ごとに補修・消耗部品等の交換を検討する必要がある。 

このように、それぞれの部位ごとに具体的な年数を設定することができたという点が大

きな成果である。 

 

図表４ 実績データから設定した改修周期  

 部位 実績データから設定した耐用年数 
一般的に想定されている耐

用年数 

屋 上 
30 年 

（10 年毎に不具合部等の補修、防水層の保護等を検討） 

25 年（範囲：20～30 年） 

（10 年毎の補修） 

外 壁 
30 年 

（10 年毎に不具合部等の補修、防水層の保護等を検討） 
15 年（範囲：12～30 年） 

鉄 部 
6 年 

（手摺等、安全性の確保が必要な部位は随時塗装を検討） 
5 年（範囲：3～6年） 

給水設備 

（受水槽） 

30 年 

（法定点検において不具合部の補修を検討） 
25 年（範囲：20～30 年） 

給水設備 

（ポンプ） 

20 年 

（10 年毎に補修、消耗部品等の交換を検討） 

20 年（範囲：15～20 年） 

（10 年毎の補修） 

給水設備 

（配管類） 

30 年 

（15 年毎に補修を検討） 

25 年（範囲：20～30 年） 

（15 年毎の補修） 

排水設備 

（配管類） 

30 年 

（15 年毎に補修を検討） 
25 年（範囲：20～30 年） 

排水設備 

（衛生設備） 

利便性向上のための改修または 30年 

（15 年毎に補修を検討） 

30 年（範囲：25～30 年） 

（15 年毎の補修） 

排水設備 

（雨水排水設備） 
適宜、建築関係工事に合せた改修 

30 年（範囲：25～30 年） 

（15 年毎の補修） 

浄化槽設備 設定なし － 

防災設備 法定点検における補修・改修または 20 年・30 年 20・30年 

電気設備 

（受変電設備） 
30 年 30 年（範囲：20～30 年） 

電気設備 

（太陽光発電設備） 

20 年 

（適時点検結果等から補修等を検討） 
－ 
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電気設備 

（照明器具） 

利便性向上のための改修または 20年 

（ただし、ＬＥＤ化は設定なし） 
15 年（範囲：15～30 年） 

ガス設備 法定点検における補修・改修または 30 年 30 年 

昇降機設備 法定点検における補修・改修または 30 年 30 年 

換気･空調設備 

（空調設備） 

20 年 

（適時点検結果等から補修等を検討） 
15 年（範囲：15～20 年） 

換気･空調設備 

（換気設備） 

30 年 

（適時点検結果等から補修等を検討） 
20 年（範囲：15～25 年） 

 

（２） 経済効果 

次に経済効果を算出した。 

従来方式では、市が施設ごとに委託契約を締結し個々に管理していた。また、日常的な

点検はなく、施設の損傷が認識された時点で対処する、いわゆる事後保全が行われていた。

図表 5は包括委託方式の図である。包括委託方式では 5つの効果が期待できる。 

 

a)保全管理費用削減効果 

まず、受託者 1者が多数の施設を包括的に点検するため、受託者側にスケールメリット

が生じて、その分行政から委託する際の費用を削減できる。これが、a)保全管理費用削減

効果である。 

導入前後の同一業務である定期点検業務同士を、導入前後の 2011年度および 2012年度

実績で比較すると 11.0％の削減効果が認められる（図表 6）。 

 

図表 5 従来方式と包括委託方式の違い 
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b)契約事務簡素化効果 

受託者が 1者であることは委託者にとっ

ても効率的である。従来型であれば施設ご

とに契約を締結管理する必要がある。契約

にかかる工数は小さくなくこれを 1本の契

約にまとめることで人件費を削減するこ

とができる。これが、b)契約事務簡素化効

果である。 

同効果は、一契約当たり工数（人工）×

平均人件費単価より求めている。まず、契

約実績から一契約当たり工数を 1,597 分と算出している（図表 7）。これは、契約に必要な

業務である原案作成～協議～決裁～検査等のプロセスを細かくトレースして算出したもの

である。ちなみに、他自治体でも同様の試算例がある。平均人件費単価は、行政コスト計

算書の人件費÷普通会計職員数により平均人件費単価（年）を求めた後、行政機関の営業

日数を把握し、平均人件費単価（年）を除すことで分当たり単価 85円としている（図表 8）。 

これにより、一契約当たり 135,745 円の節減が可能となる。これに契約本数を乗じるこ

とで総額を算出することができる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

c)保全計画案策定費用削減効果 

また、我孫子市では受託者が点検によって得た知見を活用して長期的な LCC（ライフサイ

図表 6 保全管理費用削減効果 

保全費用

包括導入前実績 49,400

定期点検委託費 49,400

包括導入後実績 50,100

定期点検 43,970

巡回点検 5,670

中短期修繕計画作成 230

受託者側データベース利用料 230

法定点検 0

市保全台帳システム入力データ作成 0

図表 7 1契約当たり工数の算出 

 

図表 8 平均人件費単価の算出 
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クルコスト）を削減するための長期保全計画案を策定している。多数の施設に関して、そ

れぞれごとに保全計画を作成するためにはゼロから再度点検するため膨大な費用が必要と

なるが、包括委託においては、日常データをもとに行えばよいので、追加費用が不要とな

る。これが、c)保全計画案策定費用削減効果である。 

本研究では、包括委託の受託者から、仮に、保全計画を施設ごとに作成する場合の費用

を見積書の提供を受けて積算している。規模が大きくなるほど出張旅費・移動時間が少な

いので割安となる。施設規模の大きな学校、公営住宅でも少なくとも 200 円／㎡の効果が

確認されている。（図表 9） 

 

d)巡回点検時修繕効果 

巡回点検を行った際に LCCを削減できるような作業を同時に行うことも多い。たとえば、

施設の屋上の排水溝のつまりを掃除することで屋上が水浸しになることを避け、漏水を未

然に防止することである。仮に、別途民間業者に依頼すると、それだけのために民間事業

者に出張してもらう必要があり費用がかかる。包括委託では、巡回点検の機会に実施して

もらうことで、費用を削減することができるのである。同様のことは、軽度のクラックを

塗装により修復する、ねじ類を巻きなおすなど多くの例がある。いずれも、「ついで」に行

うので追加費用がかからない。これが、d)巡回点検時修繕効果である。 

図表 9 保全計画案策定対象施設ごとの延床面積（㎡）と延床面積当たり保全計画策定費

用（円／㎡）の関係 



8 

 

包括委託の実績データの分析からは、施設の規模に反比例する傾向が観察されているが、

平均的には延床

面積千㎡当たり

10件、1件当たり費用

10 千円である（図表

10）。この分が削減可

能となる。ただし、巡

回点検自体は包括委

託のオプションであ

り、5,670千円／年の

費用は必要となる。 

 

e)予防保全 LCC削減効果 

巡回点検はきめ細かく対応することにより、長寿命化効果が生じる。前述の屋上の排水

溝の掃除や、重度の損傷になる前に対処することで、更新の時期を遅らせることができる。

これが、e)予防保全 LCC削減効果である。 

包括民間委託の実績データの分析からは、巡回点検で容易に発見できる程度の中度の障

害が確認できた段階での対応により、重度・深刻な障害発生後の事後保全に比べて 2～3割

の費用削減が可能であることが分かった。 

 

市では、こうしたきめ細かい対応を行うことで、結果的に更新時期を遅らせて 80年まで

利用可能という計画を立てている。 

 

３ 知見の応用可能性 

 今回明らかになった知見を整理する。 

図表 10 巡回点検時修繕効果 

図表 11 対処段階別の費用 
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（１） 保全概念の整理 

まず、保全の概念整理である。今までのところ、自治体の公共施設のメンテナンスは、

多くの場合、機能不全が発生した時点で対処する事後保全が主流である。これに対して、

機能不全が発生する前に対処するものが予防保全であり、利用者の安全性の観点からその

重要性が指摘されている。 

事後保全か予防保全かという択一であれば予防保全が望ましいことは言うまでもない。

しかし、すべての施設・部位を細かく管理する予防保全は不可能であるので、一定の期間

到来後に更新する期間基準保全の考え方が必要になる。期間基準保全は、設備の世界では

一般的に取り入れられている方法とされている。財団ソフトでは、公共施設を一つの塊と

してとらえ、建設後 30年後に大規模改修（工事費の約 6割）、60年後に更新という前提を

置いているのは、これらの年数が一般的な期間として妥当と判断したためである。しかし、

期間基準保全の欠点は、目安とする期間が必ずしも実態を反映しているとは限らないとい

う点である。良し悪しは別にして、実際には目安の期間をはるかに超えて利用している例

が多い。言い換えると、目安の期間で更新する必要はないと言える。 

我孫子市では、本研究を踏まえて、以下の二つの保全の組み合わせをもって我孫子市型

予防保全と呼ぶこととなった。 

あ）一般的に想定されている耐用年数に基づいて管理する形式的期間基準保全ではなく、

実際に耐用する耐用年数に基づいて管理する実質的期間基準保全を行う。形式的期間基準

保全における期間の目安よりも長くすることで、安全面、機能面での低下をもたらすこと

なく、長寿命化を図ることができる。 

い）包括委託に含まれる巡回点検により状態基準保全を行う。ここでいう状態基準保全は、

損傷なし、もしくは軽度の損傷を確認した段階で対処するのではなく、巡回点検でも十分

に発見可能な中度の損傷が認識された時点で対応するという意味である。軽度の損傷も見

逃さないとすると、巡回

点検の精度を高めるため

に人員や機械装置を投入

しなければならず費用対

効果が改善しない。我孫

子市では、そうした事態

を避ける方法として包括

委託に含まれる巡回点検

を活用していることにな

る。 

 

（２） リスクベース・マネジメント 

 前述の状態基準保全が中度の損傷が認識された時点で行うということは、言い換えると、

図表 12 我孫子市の予防保全の考え方 
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軽度の損傷では対処しないということである。万一、日常点検での見落としや、点検の谷

間での急速な劣化がある場合に備えて、軽度の損傷でもチェックすべきというのは一つの

考え方だが、我孫子市では、軽度の損傷が一気に重度の損傷に進むものではないことを過

去の実績データから経験的に認識していると言い換えても良いだろう。このように、合理

的な範囲にとどめようという考え方がリスクベースマネジメント（RBM）である。RBM は、

限られた財源を効果的に支出するための概念として、今後公共施設・インフラマネジメン

トの世界で一般化されていくことを期待している。 

 RBM がより本格的な力を発揮するのは、公共施設再編と組み合わせることである。個別施

設計画では、将来的に維持する施設と将来は統廃合対象にする施設に分類される。将来的

に維持する施設は、しっかりと長持ちさせなければならないが、将来統廃合対象になるの

であればその時点まで安全性と機能を維持できれば良いレベルがあるはずだ。つまり、後

者の費用は削減できる。再編後の延床面積を決めれば、その効果は計算可能である。 

本研究では、我孫子市の個別施設計画は策定未済であったため、東洋大学 PPP 研究セン

ター標準モデル 3を用いて、学校統廃合、その他の施設の統廃合・共用化・多機能化を仮定

し試算した。その結果、公共施設延床面積は約 33%削減されることになった。つまり、約

33%の公共施設は、将来統廃合する時点まで安全性と機能を維持するレベルに下げればよい。

仮に、長期に維持するレベルより費用が 50％削減可能であれば、全体に対して約 15%（33%

×50％）の費用削減につながる。 

 RBM の発想は、建築物のみならず土木インフラにも適用できる。たとえば、マネジメント

のクラスを A～C の 3 段階に分ける方法である。道路の舗装を例にとると、クラス A では、

一般的な耐用年数である 15 年ごとに打ち替える、クラス B では 20～25 年、クラス C では

30年以上とし、各クラスとして、A：主要幹線道路、B：その他幹線道路、C：生活道路とい

うような区分けを行うものである。生活道路はたとえ舗装が少しはがれても人身事故には

つながらないだろうと考えることがリスクベースである。 

 残念ながら、現在のところ、レベルの異なるマネジメントの知見は定式化されていない。

民間企業による積極的に技術開発を期待するところである。なお、我孫子市では 2018年度

において受託事業者と一緒にモデル施設を選んで検討する予定である。なお、このような

将来を見据えた官民共同研究も、包括委託が数年間にわたって保証されているが故に可能

になるものである。 

（３） 保全計画 

我孫子市では、今回のモデル研究成果を活用して保全計画を策定する。保全計画は、利

用者のための施設の安全性の確保と効率的な維持管理を目的に、公共施設全体を対象に横

断的に策定するものである。 

                             
3 学校統廃合の前提 適正規模児童生徒数：小学校 690人、中学校 720人（小 1，2年 35人/学級、小 3年

以上 40人/学級、小中学校とも適正学級数 12～18学級） 現在の小中学校児童生徒数×（１－将来年少人

口減少率 30％）÷適正規模児童生徒数：小学校 690人、中学校 720人により算出。学校以外の前提：集会

施設は近隣センターに集約し統廃合後の学校に機能移転、図書館・体育館は統廃合後の中学校と共用など。 
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 一方、統廃合などを定める個別管理計画は施設類型別に策定される縦割りの計画である。 

横割りの保全計画と縦割りの個別施設計画があいまって、策定済みの公共施設等総合管

理計画の実行を後押しする体制が構築された。個別施設計画と保全計画の組み合わせは今

後の自治体の模範となる仕組みといえよう。 

４ 包括委託の課題 

ここでは、本研究とは包括委託に関してよくある質問に対して筆者の考え方を述べてお

きたい。 

1点目は、受託事業者が独占企業となり、サービスや価格面で問題が生じるのではないか

という点である。民間企業への動機づけとしては一定程度の期間を保証することは不可欠

だが、そのためノウハウが 1 つの企業に集中してしまう可能性はある。しかし、この点に

ついては、包括委託を受注できる企業が複数存在すれば解決できる。独占企業としての弊

害が露になれば、契約更改時に競争企業に取って代わられるという市場環境は、潜在的な

競争市場と言える。そのためにも多くの企業の参入を期待したい。 

2点目は、地元企業の仕事が奪われるのではないかという点である。我孫子市では点検業

務を受託事業者が行った後、実際の修繕工事は別途入札するため結果的には地元事業者の

仕事が確保される。ただし、修繕を別扱いにすることは、点検業務の受託事業者にとって

は魅力が減るという弊害がある。その結果、本来は得られたであろうさらに良い費用対効

果を得られなくなれば市民にとってマイナスであることは忘れてはならない。筆者は、こ

うした保護的な政策ではなく、地元事業者自身が包括委託に応募する、もしくは、ノウハ

ウのある大手と組んでコンソーシアムで応募するという競争的な政策を進めるべきと考え

ている。そもそも、包括委託は地元にいる利点を大いに発揮できる仕組みである。地元の

自然、地勢、歴史、天気などの公共施設の点検や修繕に影響を与える情報は地元企業の方

が得やすい。必要な対応も地元にいる方がスムーズだ。地元だからという理由で保護する

のではなく、競争して勝てるような機会を提供すれば、そのノウハウを武器に、いずれ地

図表 13 我孫子市の保全計画の位置づけ 
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元の枠を超えて大きく成長する可能性がある。行政も議会もそのような成長戦略を後押し

するべきであるし、地元企業も研究して競争力を高める努力を払うべきだろう。 

 

おわりに 

  図表 13に、本研究を通じて得られた他自治体に応用可能な知見を整理する。現在、全国

の自治体では、公共施設等総合管理計画に続き個別施設計画を策定し実行することを求め

られている。国が求めるから行うのではなく、自ら持続可能な地域経営を実現するにあた

って、当然必要なことと認識しなければならない。利用者の安全性を確保し、できるだけ

公共サービスとしての機能を確保すると同時に、最大限費用を削減することは不可欠だ。

そのために、包括委託はどの自治体でも採用できる最善の方法の一つであると考えられる。 

 

最後になるが、本研究は、千葉県我孫子市、大成有楽不動産株式会社との共同研究とし

て行われた。膨大なデータの蓄積は言うに及ばず、分析のための評価視点の設定も、三者

の連携なしには実現できなかった。この場を借りて心よりお礼を申し上げたい。言うまで

もないが、文中の意見にかかわる箇所はすべて筆者の私見であり、論理に誤りがあるとす

れば筆者の責任であることを申し添えたい。 

図表 13 得られた知見まとめ 
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