
上里町の公共施設アセットマネジメントに関する研究報告書 

 

 

 

 

 

 

 

上里町の公共施設アセットマネジメントに関する研究報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 3月 

 

東洋大学 PPP研究センター 
  



上里町の公共施設アセットマネジメントに関する研究報告書 

 

 

 

  

目次 

序章 研究の経緯と目的 ................................................................................................................... 1 

第１章 公共施設更新投資に関する評価 ..................................................................................... 2 

1-1 公共施設に関する評価 ........................................................................................................ 2 

1-1-1 公共施設の規模に関する評価  ................................................................................... 2 

1-1-2 公共施設の老朽化に関する評価 ................................................................................... 3 

1-1-3 公共施設の予算確保可能性に関する評価 .................................................................... 3 

1-1-3(1) 予算確保可能額の算出 ............................................................................................ 3 

1−1−3(2) 更新投資必要額の算出 ............................................................................................ 4 

1−1−3(3) 学校建替え面積の算定 ............................................................................................ 5 

1−1−3(4) 今後 50 年間の将来更新投資必要額試算 ................................................................ 5 

1-2 公共施設整備の実績の評価 .................................................................................................. 7 

1-3 インフラの位置づけ ............................................................................................................. 8 

1−3−1 インフラの現状について ................................................................................................ 8 

1−3−2 インフラ将来の予算確保可能額の予測 .......................................................................... 8 

1−3−3 将来の更新投資必要額の試算 ........................................................................................ 9 

第 2章 上里町の社会分析 .............................................................................................................. 10 

2-1 人口動態............................................................................................................................... 10 

2-1-1 人口コーホート分析 ..................................................................................................... 10 

2-1-2 従業通学分析 ................................................................................................................ 10 

2-2 公共施設配置の検証 ............................................................................................................ 13 

2-2-1 学校施設 ....................................................................................................................... 13 

2-2-2 保育園・幼稚園 ............................................................................................................ 13 

2-2-3 高齢者福祉施設 ............................................................................................................ 14 

2-2-4 文化集会施設 ................................................................................................................ 14 

2-2-5 スポーツ施設分布 ......................................................................................................... 15 

2-2-6 施設分布から得られる示唆 .......................................................................................... 15 

2-2-7 建物の劣化度 ................................................................................................................ 16 

第３章 公共施設マネジメントのオプションの提案  ............................................................... 17 

3-1 公共施設マネジメントの原則 .......................................................................................... 17 

3-1-1 ３階層マネジメント .................................................................................................. 17 

3-1-2 上里町ステップ別マネジメント ................................................................................... 18 

3－2 ステップ別マネジメントの実践 ........................................................................................ 19 

3-2-1 ステップ１ 施設の分類 .............................................................................................. 20 

3-2-1(1) 広域化 ..................................................................................................................... 20 

3-2-1(2) 多機能化 .................................................................................................................. 20 

3-2-1(3) ソフト化① .............................................................................................................. 20 

3-2-1(4) ソフト化② .............................................................................................................. 20 

3-2-1(5) ソフト化③ .............................................................................................................. 20 

3-2-1(6) 小中学校 .................................................................................................................. 21 

3-2-1(7) 対策非対象 .............................................................................................................. 21 

3-2-1(8) その他 ..................................................................................................................... 21 

3-2-1(9) 包括委託 .................................................................................................................. 21 

3-2-1(10) 対策ごとの実施年度・実施率・削減率 ................................................................. 23 

3-2-2 各方法ごとの削減率の設定 .......................................................................................... 23 

3-2-3 全体評価（学校統廃合を行わないケース） ................................................................. 23 

3-3 ケース②（学校統廃合を含む） .......................................................................................... 25 

3-3-1 学校規模の推計 ............................................................................................................ 25 

3-3-2 ケース②の対策ごとの実施年度・実施率・削減率 ...................................................... 25 

3-3-3 全体評価 ....................................................................................................................... 26 

3-4 試算から得られる結論 ......................................................................................................... 27 

第 4章 今後の進め方への提言 ....................................................................................................... 28 

 



上里町の公共施設アセットマネジメントに関する研究報告書 

 

 

 

4-1 公共施設等総合管理計画 ................................................................................................ 28 

4-1-1 国の政策 ..................................................................................................................... 28 

4-1-2 対象の網羅性 ................................................................................................................ 28 

4-1-3 計画の長期性 ................................................................................................................ 29 

4-1-4 分析の客観性 ................................................................................................................ 29 

4-1-5 手段の総合性 ................................................................................................................ 29 

4-1-6 背景の明確性 ................................................................................................................ 30 

4－2 至急行うべきこと .............................................................................................................. 30 

4-2-1 専任部署の設置 ............................................................................................................ 30 

4-2-2 具体的な優先順位の想定 .............................................................................................. 30 

住民の皆さん 「おわりに」に代えて ............................................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
                

  上里町の公共施設アセットマネジメントに関する研究報告書 

1 

 

序章 研究の経緯と目的 

 

 本研究は、上里町の依頼に基づき、同町の公共施設のあり方について専門的かつ客観的な視

点から検討を加えたものである。 

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 年前後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。「できるだけ多く」の「できるだけ立派」な公共施設やインフ

ラが、「できるだけ身近」にあるのが「豊かさ」だと考えがちである。 

 しかし、公共施設やインフラを建設し、維持管理し、運営するには想像を超えるような費用

がかかる。今、日本全国の公共施設やインフラが老朽化し、安全に使える限界を迎えつつある。

老朽化をそのままにしておくと事故につながる。笹子トンネル天井板崩落事故や、相次ぐ道路

陥没事故はいずれも老朽化が原因とされている。私たちは、いずれは朽ちていく公共施設やイ

ンフラとともに生きているという事実を忘れてはならない。 

もちろん、上里町だけがこの衝撃から逃れられるものではない。町は、公共施設のあり方の

見直しという課題に取り組むため、自ら公共施設マネジメント白書を作成するかたわら、公共

施設・インフラマネジメント分野の専門機関である本センターに研究を委託したものである。

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）公共施設更新に関する評価 

町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。その結果、大幅な予算不足が見込まれ、相当の対策が必要と

されることを明らかにした。 

 （２）人口動向等社会面での分析 

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、施設の配置状況の分析などを

行った。その結果、近隣市との人の移動が多いという特徴があること、施設種類によっては重

複感があることを指摘した。また、施設の劣化度の簡易視認を行った。その結果、全般的に施

設の管理状態が悪く、この状態が続けば上記の対策を講じても何らかの障害（損壊による事故、

休止による機能低下、予期せぬ修繕や早期の更新の必要性など）が発生する懸念があることを

指摘した。 

 （３）公共施設再編の検討 

上記の検討を踏まえ、一般的に用いられている階層別マネジメントを、上里町の状況に合わ

せてステップ別に進める原則を提示した。次にそれに基づいて、一定の前提のもとに、多機能

化、ソフト化などの方法を組み合わせ、予算不足を解消する組み合わせを提示した。また、上

記（２）で述べた劣化に対する対策として、施設の保全業務を民間に包括委託する方式を想定

し、シミュレーションに織り込んだ。上記に関しては、学校を現状維持する場合と、一部を統

廃合する場合の 2 通りの選択肢を提案した。それにより、対策によって相当の改善を見せるも

のの不足額は残ることが明らかになった。 

 （４）今後の検討課題の抽出 

本研究期間中に国の政策が具体化し、来年度からすべての自治体に公共施設等管理計画の策

定が求められることになったことを受け、本研究では、来年度早々に同計画の策定に着手すべ

きこと、そのためには専任部署の設置と権限の付与が必要であることを提言した。 

本報告書は、今後の長い道筋の端緒にすぎない。町におかれては、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。 

 

2014 年 3 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 公共施設更新投資に関する評価 

1-1 公共施設に関する評価  

まず、公共施設の規模と老朽化度を評価した。方法は、１）3～4 万人規模自治体

人口一人当たり公共施設延床面積比較、２）周辺自治体可住地面積当り公共施設延

床面積比較、３）及び埼玉県内の自治体の老朽化率比較の 3 点である。次いで、東

洋大ＰＰＰ研究セ ンターのシミュレーション・ソフトを用いて、更新投資の予算確

保可能性を評価した。 

 

1-1-1 公共施設の規模に関する評価 

 

第 1 に、公共施設の規模に関する評

価を行った。 

図表 1－1 は、本町と人口規模が同じ

人口 3～4 万人規模の自治体の人口一

人当たり公共施設延床面積である 1。

人口一人当たり公 共施設延床面積

は、「公共施設延床面積÷人口」 で

算出され、公共施設の規模に関する標

準的な指標とされている。本指標は人

口規模に影響を受けるため、全国の同

規模人口約 3～4 万人台の 32 市町で比

較したものである。これらの平均値

（単純平均）5.23 ㎡/人に対し、上里町

は 2.46 ㎡/人であり、全国規模では必

ずしも多いとはいえないことが明

らかになった。 

  図表 1-2 は、周辺自治体の可住地

面積当り公共施設延床面積比較であ

る。これは、「公共施設延床面積合計

÷人口密度」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

指標は人口密度によっても左右され

るので、人口密度に大きな差がない近

隣自治体同士で評価するものである。 

これによると、本町は 2.596 ㎡/k ㎡

であり周辺自治体の平均値 3.664 ㎡

/k ㎡と比較して高い水準にはない。 

以上より、公共施設規模に関して

は、相対的には過大ではないと言え

る。 

 

  

                                                   
1 2012/1 東洋大学ＰＰＰ研究センター調査。同時点で自治体 HP 等より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 周辺自治体可住地面積当り公共施設延

床面積比較 

図表 1-1 人口 3-4 万人規模自治体人口一人当

り公共施設延床面積 

 

（出典）2012/1 東洋大学調査に基づき作成 

 

（出典）2012/1 東洋大学調査に基づき作成 
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1-1-2 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。 

公共施設マネジメント白書等により同数

値を把握できる埼玉県内の他の市の老朽化

率は 50％台が多く、その中で上里町の老朽化

率は約 45％であり相対的には老朽化してい

ないと評価できる。 

 

 

1-1-3 公共施設の予算確保可能性に関す

る評価 

 

1-1-3(1) 予算確保可能額の算出 

次に「予算確保可能額」を算出した。「予算確保可能額」は、「最近５ヶ年の普通建設事業費の

うち公共施設の更新投資に用いてきた費用」である。最近５ヶ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（地域総合整備財団ソフト）でも取り入れられている。 

ただし、計算期間中に、当該自治体の平均的な数値からかい離する要素があれば、その分を適

正に補正する必要がある。2012 年度の上里中学校改築工事が該当する。本町の規模からすると

こうした大型投資が 5 年ごとに行われているわけではないため、建設費（約 10 億円）全体では

なく耐用年数（50 年）で割った年あたり平均額を加えることとした。 

さらに、普通建設事業費の内訳を精査したところ、今後更新投資に用いることのできない維持

管理費等の経常支出が多く含まれていたことから、これを除外した。詳細は図表１-4 の通りで

ある。 

 

 

年度 公共施設分の普通建設事業費（修正後） 耐用年数 年あたり平均額 

２００８ 69,284,877    

２００９ 211,813,393    

２０１０ 102,360,095    

２０１１ 77,110,168    

２０１２ 778,837,496    

合計 1,239,406,029    

平均値 (a)  247,881,206    

上里中学校 1,021,650,000  50  (b)  20,433,000  

公共施設の予算確保可能額(a)+(b) 268,314,206  

 

（出典）普通建設事業費は町提供資料。本センターが維持管理費等経常支出を除外し公共施設にかかわ

る普通建設事業費を算出した。 

図表 1-3 埼玉県内自治体の老朽化率 

図表 1-4 普通建設事業費の内訳、予算確保可能額（円） 

（出典）各市町の公共施設マネジメント白書より作成 
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上記の精査の結果、予算確保可能額を約 2.7 億円と試算した。 

 

1−1−3(2) 更新投資必要額の算出 

次に「更新投資必要額」を算出した。算出にあたっては、予算不足額の解消方法とその効果

を検証するために、感度分析可能な東洋大 PPP 研究センターソフトをカスタマイズして用い

た。総務省が推奨し、将来必要な更新投資金額および予算不足額を算出するために用いられる

地域総合整備財団ソフトは、予算不足解消対策の織り込みができないためである。両者の違い

は図表 1-5 の通りである。 

 

 

項 目 東洋大学 PPP 研究センターソフト 地域総合整備財団ソフト 

対象施設 公共施設 
公共施設並びに道路、橋りょう、 
上水道及び下水道のインフラ資産 

試 算 年 数 50 年 40 年 

更 新 単 価 施設の大分類毎に個別の更新単価を設定 

耐用年数及び大
規模改修の考え
方 

構造 耐用年数 60 年（公共施設） 
考え方:建設時より 30 年後に大規模
改修を実施し、60 年使用して建替え
る。 
試算開始時の築年数が 31 年以上 50
年までの施設は今後 10 年で均等に大
規模改修を行う。 

鉄 骨 造  38 年 

軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ
造  

22 年 

鉄筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ造  50 年 

鉄 骨 鉄 筋 R C 50 年 

木 造  22 年 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造  38 年 

そ の 他 非 木 造 22 年 

耐用年数を経過した時点で、大規模
改修を実施し耐用年数を 25 年延長
すると仮定する。 

試算開始時に耐用年数を経過している施設の大規模改修は行わない 
大規模改修の単価(更新単価の６割) 

投 資 の 平 準 化 平準化せずそのまま費用が発生 費用が集中しないように平準化する 

建 替 面 積 

原則同規模で建替 
中分類毎に設定も可能（今回は学校
施設の建て替え規模を 0.99 倍と設
定。下記参照） 学校を含めて同規模で建替 

対 策 の 織 込 み 可能 不可 

 

  

図表 1-5 公共施設更新費用試算ソフトの概要 

（出典）各市町の公共施設マネジメント白書より作成 
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1−1−3(3) 学校建替え面積の算定 

次いで、学校の改築（建替え）時の面積を算定した。地域総合整備財団ソフトと異なり単純

に同規模建替えとしない理由は、１）建て替え対象の学校を当初建設した時点と今後建て替え

る時点での児童生徒数が異なること、２）文部科学省の補助基準が大きくなってきていること

から、単純に同規模建て替えを前提とすることは非現実的と考えられるためである。 

この数値を試算するために、A）2013 年度時点の現状面積、b）2025 年度時点での学級数

（国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口・上里町」の 5 歳～14 歳人口の

2025-2035 の増減率）、c)これに基づいて算出した文部科学省補助基準上の面積を算出し、

c)/a）の比率により補助基準面積比率を算出した。分析結果は図表 1-6 の通りである。 

 

 

学校名 

 

H25 2013 

  

H37 2025 

上里町学校名 
現状面積 

(a) 

 

学級数 
学級数(b) 

 ※ 

文部科学省補助基

準上の面積(c) 

補助基準面積比

率(a)/(c) 

神保原小学校 5,510 14 9 4,642 1.19  

賀美小学校 3,803 11 7 4,085 0.93  

長幡小学校 3,818 12 7 4,085 0.93  

七本木小学校 4,307 15 11 5,224 0.82  

上里東小学校 6,119 26 18 7,115 0.86  

上里中学校 8,920 18 14 7,159 1.25  

上里北中学校 6,300 15 12 6,806 0.93  

合計 38,777 111 78 39,116 0.99  

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口・深谷市」、文部科学省補助基準にもとづき当方で試算 

 

この結果、2025 年度時点では児童生徒数は減少する一方、補助基準は大きくなっているこ

とから両方の効果がほぼ相殺され、全体としては 0.99 倍となっている。結果的には、現行面

積をそのまま採用しても問題はないが、本シミュレーションにおいては、0.99 倍の数字を使

うこととする。 

 

1−1−3(4) 今後 50 年間の将来更新投資必要額試算 

 学校施設を 0.99 倍とする一方、他の施設は現状規模とする前提で、将来更新投資必要額を

試算した。結果は以下の通りである。 

 ◆将来コスト試算結果 

・今後 50 年間の年間更新投資必要額は約 6.9 億円であり、予算確保可能額は年間約 2.7   

億円で、更新投資必要額に対して 61％不足していることが分かった。 

 

  

図表 1-6 小中学校建替時の延床面積の検討 
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また、10 年毎の更新投資必要額及び年間不足額は以下の通りである。 

 

 

                                 （単位：千円） 

算定期間 
更新投資必

要金額 

同年あた

り(a) 

年あたり予

算確保 

可能額(b) 

年間予算不

足額(b)-

(a) 

不足

率 

世帯当た

り負担額

(不足額/

年/世帯） 

10 年間 3,684,774 368,477 

268,314 

100,163 27% 8  

20 年間 10,217,833 510,892 242,577 47% 20  

30 年間 17,864,056 595,469 327,154 55% 27  

40 年間 27,267,560 681,689 413,375 61% 34  

50 年間 34,532,976 693,228 424,913 61% 35  

 

以上の通り、最初の 10 年間から不足が生じ、その後は不足が拡大し 50 年間累計の予算

不足額は年平均約 4.2 億円となる。これを、市民負担でまかなうとすると、一世帯当たり

年間 35 千円の多額の負担になることが明らかになった。 
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（億円）	

（年度）	

上里町公共施設50年間将来コスト試算(単純更新)	
建替工事費	

大規模改修工事費	

50年間平均年間コスト…① 	

予算確保可能額…② 	

5年毎の平均値	

更新投資所要額　約6.9億円	
予算確保可能額　約2.7億円	
不足額　　　　　　　約4.2億円	
不足率　　　　　　　　61% 	

図表 1-7 今後 50 年間の更新投資必要額と予算不足率 

図表 1-8 算定期間別将来不足額 

（出典）PPP 研究センターソフトに基づいて当方で試算 

（出典）PPP 研究センターソフトに基づいて当方で試算 
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1-2 公共施設整備の実績の評価 

施設規模は過大ではなく、老朽化率も高くないにもかかわらず、予算不足が生じる理由

を検討するために、市の公共施設整備の実績を分析した。図表 1-9 は、本市の公共施設建

築年別延床面積（現存建築物のみ）を表わしたものである。 

 

本町の公共施設整

備は、’70 年代後半

から’80 年代前半に

かけて、小学校 5 校

（1972～1978 年）、

中学校 1 校（1983

年）、かみさと荘

（1975 年）、コミュ

ニティセンター

（1980 年）等が相次

ぎ建築された。 

 その後、’80 年

代後半以降は、大

規模施設の建築が

不定期に実施され

る状況であり、そ

の度ごとに公共施設整備延床面積が増加するという特徴がみられる。 

 他の自治体での’70 年代に急激に増加し、'90 年代以降急激に減少する鋭いピラミ

ッド型とは異なる形となっている。特に、'80 年代後半以降も町民体育館・多目的ホ

ール（1987～1993）、図書館・郷土資料館（1993 年）、ワープ上里（1993 年）、町

役場（2001 年）と大規模施設を不定期に建築し続けている。 

 したがって、老朽化率が約 45％であり相対的に老朽化していないとの評価は、'80

年代後半以降の大規模施設建築が多いことが影響しているものであり、本町の公共施

設整備が過重でないということを意味するものではない。 

 そのことは、予算不足額、不足率が「今後 50 年間の更新投資必要額は約 7.4 億円/

年に対し、予算確保可能額が約 2.7 億円/年で、予算不足率が 64％である」ことから

も示される。 

 

  

図表 1-9 上里町公共施設建築年別延床面積（単位：㎡） 

（出典）市提供データに基づき当方で作成 
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1-3 インフラの位置づけ 

 老朽化の問題は、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。

インフラにおいて将来更新投資負担額が不足するか否かは、公共施設同様に大きな問題となる。 

 

1−3−1 インフラの現状について 

 公共施設以外のインフラ概要は図表 1-10 の通りである。 

 

 

検証対象施設 分類 管理数量 単位 備考 

道路 --- 427029 m 出典：上里町公共施設白書（素案・未定

稿） 

平成 24 年度末の状況 

橋梁 PC 橋 24 橋 出典：上里町橋梁長寿命化修繕計画 

※橋長 5m 以上の 43 橋を抽出。 

※橋長 5m 未満は 94 橋。 
RC 橋 17 

鋼橋 2 

上水道 --- 216990 m 出典：上里町公共施設白書（素案・未定

稿） 

平成 24 年度末の状況 

下水管 --- 29149 m 出典：上里町公共施設白書（素案・未定

稿） 

平成 24 年度末の状況 

 

1−3−2 インフラ将来の予算確保可能額の予測 

インフラに関する将来の予算確保可能額は過去５年間の投資的経費のうち、道路及び橋梁に

係る投資的経費を予算確保可能額2とした。その結果、インフラの予算確保可能額は約 1.6 億円

となった。 

 

  

 

項目 

平成 20 年

度 

平成 21 年

度 

平成 22 年

度 

平成 23 年

度 

平成 24 年

度 
5 カ年平

均 
(2008 年) (2009 年) (2010 年) (2011 年) (2012 年) 

道路及び橋りょう

に係る投資的経費 
58,322 53,607 160,441 214,942 305,022 158,467 

 

 

  

                                                   
2 他の自治体の例では、インフラでは、維持管理費と普通建設事業費が比較的明確に区分されている例が多

いことから、市の会計処理をそのまま採用した。今後公共施設等総合管理計画を策定する際には精査が必要

であろう。 

図表 1-10 インフラの概要 

図表 1-** 深谷市の公共施設以外のインフラ

概要 

 

図表 1-11 インフラ予算確保可能額              （単位：千円） 

図表 1-** 深谷市の公共施設以外のインフラ概要 

 

（出典）市提供データに基づき当方で作成 

（出典）市提供データに基づき当方で作成 
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1−3−3 将来の更新投資必要額の試算 

 道路、橋梁、上水道、下水道をそれぞれの耐用年数到来時点で同規模を更新すると仮定し、

各年の更新投資必要額を算定した。今後 40 年間の整備額は約 518.9 億円、1 年当たり約 13.0

億円の投資が必要となる。予算確保可能額は 1.6 億円のため、不足額は 11.4 億円(不足率 88％)

と大幅に不足することが明らかになった。今回は公共施設のあり方の検討が対象であるが、今

後はインフラに関しても同様に検討する必要がある。公共施設、インフラの一体的な検討と方

針の策定は、来年度より求められる公共施設等総合管理計画が求める要素の一つである。この

点は、第 4 章で詳述する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後40年所要整備額	
13.0億円/年間	

予算確保可能額	
1.6億円/年間	

図表 1-12 インフラにおける予算の不足額および不足率 

 

（出典）市提供データに基づき地域総合整備財団ソフトにて試算 
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第 2 章 上里町の社会分析 

2-1 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、社

会分析を行った。本節では、まず、上里町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、年代ごとの社会移動の傾向をみるために、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。 

●20～24 歳の大学生、第１次

就職期世代で大幅に減少してい

る。 

●30～39歳の子育て世代では増

加回復傾向が見られ、それに伴

い 5～9 歳代も増加している。 

●その後は、高齢者を含めてほ

ぼ横ばいである。 

●2005～2010 年、2000～2005

年の間での変化は 35～39 歳の

子育て世代が減少から増加に転

じたことが特徴である。 

  

今後は、全般的な人口減少の

影響をできるだけ緩和するために、子育て世代を中心とする人口の確保の必要があろう。                

 

2-1-2 従業通学分析 

次いで、国勢調査によって従業通学比率分析（図表 2-2）、流出/流入相関マトリック

ス分析（図 2-3）を行った。これらは、通勤通学の動向を把握するものである。 

従業通学比率分析では、昼夜間人口比率が 86.36％と流出超過であり、ベッドタウン化して

いることが特徴である。流出入内訳をみると、流出比率が（62.56％）と周辺自治体の中で最も

高いことが特徴である。一方、流入比率は（45.66％）は、ほぼ平均（43.80％）である。この

ことから、町内の就職機会、教育機会が相対的に少ないと言える。 

また、他自治体との関係では、本庄市が昼夜間人口比率 100％を若干ながら上回っているこ

とが特徴である。 

図表 2-1 人口コーホート分析（2000,2005,2010 国勢調査） 

（出典）当方で作成 
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流出/流入相関マトリックスは、上里町、深谷市、熊谷市、本庄市の周辺４市町及び、東京

都、さいたま市、群馬県の流出/流入相関関係を見たものである。 

 上里町からの流出先、流入元を見ると、流出先自治体（図の黄色）は、第 1 位本庄市 54％、

第２位群馬県 31％となっている。流入元自治体（図の緑色）は、第 1 位本庄市 43％、第 2 位群

馬県 28％である。一方、東京都（流出先：1％、流入元 6％）、さいたま市（流出先：0％、流

入元：3％）であり、人口移動の多くは近隣都市間で行われている点が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

このことは、公共施設のあり方を検討するにあたっても、市内だけを見るのではなく、本庄

市、深谷市、熊谷市を中心とした近隣自治体相互での広域的な観点が必要であることを示唆し

ている。 

  

図表 2-3 流出/流入相関マトリックス（2010 国勢調査） 

流出元
流出先

東京都
さいたま
市

熊谷市 深谷市 本庄市 上里町 群馬県
流入人
口計

上里町から流
出する先の自
治体の割合

東京都 ‐ 187,029 8,017 3,751 1,514 518 12,205 1%

さいたま市 40,573 ‐ 4,473 2,126 826 267 3,156 0%

熊谷市 1,342 1,575 ‐ 10,657 1,633 626 4,581 4%

深谷市 658 451 7,996 ‐ 3,343 984 2,613 11%

本庄市 568 298 1,636 3,364 ‐ 3,640 4,129 54%

上里町 35 11 170 502 2,486 ‐ 1,433 4,637 ‐

群馬県 1,887 1,295 4,671 3,131 4,457 2,398 ‐ 31%

流出入人口計 8,433

上里町に流入
する元の自治
体の割合

6% 3% 7% 12% 43% 28%

図表 2-2 従業通学比率分析（2010 国勢調査） 

（出典）当方で作成 

（出典）当方で作成 
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図表 2-4 上里町からの流出先内訳(2010 国勢調査) 

図表 2-5 上里町への流入元内訳（2010 国勢調査） 

市区町村名 流出総数
流出総数に占
める割合

流出（通勤） 流出（通学）

本庄市 3640 34% 3227 413

深谷市 984 9% 764 220

高崎市 765 7% 671 94

熊谷市 626 6% 488 138

神川町 624 6% 619 5

伊勢崎市 506 5% 492 14

藤岡市 446 4% 441 5

美里町 322 3% 322 -

さいたま市 267 2% 226 41

市区町村名 流入総数
流入総数に
占める割合

流入（通勤） 流入（通学）

本庄市 2486 42% 2479 7

神川町 589 10% 587 2

藤岡市 533 9% 527 6

深谷市 502 8% 501 1

高崎市 340 6% 336 4

伊勢崎市 257 4% 251 6

美里町 246 4% 245 1

熊谷市 170 3% 168 2

玉村町 110 2% 108 2

寄居町 108 2% 107 1

（出典）当方で作成 

（出典）当方で作成 
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2-2 公共施設配置の検証 

本節では、現状の公共施設の立地を検証した。 

2-2-1 学校施設 

   各小地域毎に、小学校 5 校、中

学校 2 校が立地している。今後の少

子化傾向を考えると、適切な教育環

境の維持のためにも、将来的には統

廃合が選択肢となろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2 保育園・幼稚園 

保育園は公立 2 園、私立 4 園が立

地している。幼稚園は私立 2 園のみ

で公立はない。私立保育園が実際に

立地している状況を鑑みれば、公立

保育園に関しては、民間での設置、

運営が選択肢となろう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-6 学校施設分布 

● 公立保育園 

● 私立保育園 

■  私立幼稚園 

図表 2-7 保育園・幼稚園施設分布 

● 公立小学校 

■ 公立中学校 

（出典）当方で作成 

（出典）当方で作成 
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2-2-3 高齢者福祉施設 

 

私立施設が圧倒的に多く、公立施

設は「老人福祉センターかみさと苑」

1 ヶ所のみである。 

民間施設が立地していることを考

えると、本施設も民間への移管が選択

肢として想定されよう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-4 文化集会施設  

  

各５小地域に公民館が立地している。 

その他、「勤労者総合文化センター（ワ

ープ上里）」、「中央公民館」、「コミ

ュニティーセンター」、「男女共同参画

推進センター（ウィズ・ユー上里）」が

立地している。 

名称は異なるものの、実質的には集会

機能が主たる役割であり、いずれかの施

設に機能統合する選択肢を検討すべき

であろう。また、将来学校に生じる空き

教室部分に機能移転する選択肢も考え

られる。 

 

 

 

 

 

  

図表 2-13 文化集会施設 

図表 2-8 高齢者福祉施設分布 

●公立高齢者福祉施設 

●私立高齢者福祉施設 

●公立文化集会施設 

図表 2-9 文化集会施設分布 

（出典）当方で作成 

（出典）当方で作成 
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2-2-5 スポーツ施設分布  

スポーツ施設は、9 ヶ所立地して

いる。 

スポーツ施設は、自治体の区域を

超えて広域的に利用される傾向に

あるが、本町の施設の場合、相対的

に規模が小さく、他市と連携して

広域的に利用する施設としては想

定しがたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-6 施設分布から得られる示唆 

 公共施設の更新投資負担を削減するために、上記の施設分布から得られる示唆は以下の通り

である。 

（1） 従業通学分析からは、公共施設再編を広域的な観点で進めることの有用性が示唆された

が、本町の施設は比較的規模が小さく広域的な利用を検討するのは困難である。 

（2） 児童生徒数の減少傾向を考えると、将来的には学校の統廃合が選択肢となる。 

（3） 文化集会施設には機能の重複がみられ、いずれかの施設に機能統合する選択肢がある。

また、将来学校に生じる空き教室部分に機能移転する選択肢もある。 

 第 3 章では、以上の示唆を前提にして選択肢を検討する。 

 

 

  

図表 2-10 スポーツ施設分布 

 ●公立スポーツ施設 

（出典）当方で作成 
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2-2-7 建物の劣化度 

 本研究の過程で、町内の主要施設の視察を行った。その際、建築物維持管理の観点からの簡

単な視認調査を行った。その結果、複数の施設の複数の箇所に障害（雨漏り、錆、クラック、

塗装剥がれ、鉄筋の爆裂、雨樋における草藻類の発生）が視認された。その多くは、利用者の

身近な箇所において発生しており、快適性の低下に加えて、安全面も強く懸念される。建築物

はたとえ一部であっても損壊すれば人身事故を引き起こしかねないためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの劣化は維持管理が不十分であったことが原因である。今後は、障害が発生した後対

策を講じる事後保全ではなく、障害が発生しないように事前に対策を講じるいわゆる予防保全

の導入が不可欠である。この観点から、第 3 章では予防保全の導入、そのための民間への包括

管理を提案する。 

 

 

図表 2-11 上里中学校天井の雨漏り 図表 2-12 上里中学校雨漏りの対処 

図表 2-13 かみさと荘風呂の天井 

図表 2-14 中央公民館外壁・屋上 

（出典）当方で撮影（以下同） 
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第３章 公共施設マネジメントのオプションの提案 

3-1 公共施設マネジメントの原則             

3-1-1 ３階層マネジメント 

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

体的な検討を行った。 

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。東洋大学 

PPP 研 究 セ ン タ ー

が、依拠すべき一般

的な原則 として 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。 

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。 

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。学校を建て替える際に、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。

庁舎（本庁舎）は本来は全域施設であるが、性質上他自治体との広域化は難しいこと

から、学校同様に中核コミュニティ施設と位置付け多機能化する。 

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

図表 3-1 3 階層マネジメント概念図 

（出典）当方で作成 
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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。 

言い換えると、すべての施設に対して例外なく【広域化】、【多機能化】、【ソフト化】

など何らかの対策を講じることが可能であれば、 3 階層マネジメント以上にその地

域の実情に即したマネジメント原則を設定することができる。  

なお、3 階層マネジメントでは、公衆トイレのような小規模施設や特殊用途施設な

どいずれの方法も適用しがたいものに関しては例外的に【対策非対象】とすることは

可能である。ただし、このカテゴリーが肥大化することのないよう【対策非対象】は

きわめて限定的に適用すべきであり、一度【対策非対象】に分類されても、検討の経

過で多機能化等が可能となれば分類を変更する柔軟性が必要である。 

また、上記のいずれかの適用ができない【その他】もしくは適用できたとしても、

そもそも目的を終えた施設の廃止や機能が重複している施設の統合は当然行う必要

がある。学校も将来児童生徒数の減少に合わせた統廃合が先決である。その上で将来

にわたって持続させると決めた施設に対して 3 階層マネジメントを適用する。3 階層

マネジメントは将来持続する必要のない施設を救済する魔法ではない。この点には十

分な注意が必要である。 

 

3-1-2 上里町ステップ別マネジメント 

３階層マネジメントの概念に基づき、上里町の特色を活かした「上里町市型ステップ別マ

ネジメント」を提案する。 

ステップ１は「施設の分類」である。各公共施設を、【広域化対象】、【多機能化対象】、【ソ

フト化対象】、【小中学校】、【対策非対象】、【その他】に分類する。分類に当たっては、3 階層

マネジメントを基本としつつ、町の実情を踏まえてもっとも適切と考えられる対策を割り当て

る。すべての施設をいずれかに分

類し例外を設けないこと、【対策非

対象】はきわめて限定的なもの

とすることが重要である。 

ただし、2 章で述べたとおり、

本町の施設は広域的に利用でき

る規模ではないため【広域化対

象】の分類は用いないこととす

る（3-2-1(1)参照）。また、【ソ

フト化】に関してはソフト化実

施後に補助するかどうかによっ

て、補助しない（実質民営化）

【ソフト化①】、少額の補助をす

る【ソフト化②】、多額の補助を

する【ソフト化③】の３つに分

類する。分類は施設の種類によ

って想定する。さらに、都市部

図表 3-2 上里町ステップ別マネジメント 

（出典）当方で作成 
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では有効と想定される【土地活用】に関しては、相対的に地価が低く、公示地価等客観的なデ

ータも存在しないため、本試算には織り込まないことにする。 

ステップ２は、多機能化のコアとなる小中学校空き教室を、将来児童生徒数予測と空き教

室想定から算出する。 

ステップ３は、対策のうちの各対策による削減率を設定する。削減率は、分類の性質に応

じて合理的仮定を想定して、更新投資金額、維持管理費、運理費それぞれの削減率を設定す

る。 

ステップ４は、第 1 ステップで分類したカテゴリーごとの面積に第 2 ステップの削減率を

掛け合わせることで、削減額を積算する。 

 

3－2 ステップ別マネジメントの実践  

 図表 3－2 で示すステップ別マネジメント方針にしたがって実践した場合の効果を試算する。 
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3-2-1 ステップ１ 施設の分類 

 以下、各カテゴリーごとにどの施設を適用するか、また、本試算で用いる定義と、費用の削

減目標およびその根拠を述べる。まず、小中学校を多機能化対象施設を機能移転する受け皿と

して位置づけ統廃合しないケース①を解説する。 

 

3-2-1(1) 広域化 

 広域化は、近隣自治体と施設の所有と運営を共同化するものである。広域化対象施設では、

大規模修繕、建て替え、維持管理、運営費のすべてを、２自治体で行えば２分の１、３自治体

で行えば３分の１に圧縮することができる。4 以上の多くの自治体と連携して実行すれば効果

は高まるが、すべてについて実施できるとは限らない。当該自治体の実情を参考にして、係数

を設定する。 

検討の結果、本町の施設は規模が小さく、広域化の対象としてはなじまないと判断した。し

たがって、広域化対象に分類される施設はないと判断した。 

 

3-2-1(2) 多機能化 

 多機能化とは、今後建て替えられる小中学校の空き教室に周辺の公民館などの機能を移転す

ることである。定義上、小中学校の空き教室面積に規定されるため、3-2-2 で将来の空き教室

面積を試算したうえで、そのスペースに周辺施設のコア部分（公民館の会議室、図書室の閲覧

室など）だけを移転し、共用部分（玄関、廊下、階段、トイレ、給湯室など）を削減するもの

とした（一般的な建築物の共用部分比率 50%を用いた）。 

本試算では、児童館、男女共同参画センターなどを対象とした。 

 

3-2-1(3) ソフト化① 

 ソフト化①は、施設を民間に譲渡し、原則民間で大規模修繕、建替、維持管理、運営する施

設である。本試算では、一部の高齢者福祉施設等を対象とした。これらは実際に純粋民間事業

として実施されているものであり、民間でも可能と考えた。ただし、既存公共施設を使うとい

う点では民間にとっての魅力がない可能性が高いので、土地・建物は無償譲渡すると仮定した。 

 本試算では、老人福祉センターかみさと荘を対象にした。 

 

3-2-1(4) ソフト化② 

 ソフト化②は、利用者の負担を増やさないよう自治体が利用費補助する方式としては①と同

様だが、譲渡を受けた民間が同時に国や県の補助制度も使えるため、市の負担が減額されるケ

ースである。 

本試算では保育所を対象とする。市からの補助は 50％程度削減されると仮定する。 

 

3-2-1(5) ソフト化③ 

 ソフト化③とは、利用者の負担を増やさないよう自治体が利用費補助する方式である。した

がって、当座は市の財政負担は減らない。しかしながら、市の施設として設置すれば人口減少

しても、すべての費用を負担し続けなればならない（したがって削減率は 0）が、利用費補助

方式では人口減少に応じて費用を次第に減らしていくことができる。一般的には公営住宅が該

当する。 

 しかしながら、本町では、代替となる民間賃貸住宅が十分に存在しないこと、この方法を進

めることで町外への人口流出を促す可能性があることから、本研究においては、公営住宅をソ

フト化するとの対策は織り込まないこととした。 
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3-2-1(6) 小中学校 

 本ケース（①）では、小中学校は、前述の多機能化施設の受け皿となるため、原則として建

て替え、将来を含めて発生する空き教室に周辺施設の機能のみを移転すると考える。このため、

まず、将来発生する空き教室面積を計算した。 

 

図表 3-3 空き教室面積推計 

学校名 

H37 2025（推

計） H47 2035（推計） H37~H47 

児童数 学級数 児童数 

学級

数 

空教室

数 

１学級当た

り面積(㎡) 

空教室面

積 

小中学校合

計 2,379 78 1,991 67 11 74  814 

多機能化専有面積合計 1,430  

多機能化実施率 57% 

注１).１学級 35 人で算出、学級数は特別支援学級数を含む   

注２).平成 37 年に学校を建替えると仮定し、10 年後の平成平成 47 年に発生する空教室面積

を算出した 

注３).児童数の推計は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口・上里町」の

5 歳～14 歳人口の 2025-2035 の増減率を参照した 

 

空き教室面積は 814 ㎡と試算された。これに対して、3-2-1(2)の基準で試算した多機能化対

象施設面積合計は 1,430 ㎡である。これらを用いて、多機能化対象施設を削減することができ

るのは、空き教室面積の 2 倍の面積（2,860 ㎡）、全体の約 6 割（57%）となる。 

 

3-2-1(7) 対策非対象 

 非対象とは、1)特殊な役割を有する施設としての庁舎、消防署、保健センターなど、2)規模

が多機能化対象とするには大きく、広域化するには小さい施設（体育館、多目的スポーツホー

ルなど）を分類した。非対象としたのは、今回の検討の対象とはしなかったというだけであり、

負担をできるだけ下げるという全体のルールは当然に適用される。特に、規模が大きな庁舎は

今後は大胆な複合化が不可欠である。 

 

3-2-1(8) その他 

 上記に分類されない施設の対応を仮定する。 

本試算では、他の施設に機能移転し施設としては廃止するものとして以下を想定した。 

ア） 賀美公民館、長幡公民館、七本木公民館は、賀美、長幡、七本木の各児童館に機能移管

する。 

イ） 中央公民館、コミニュティセンターは勤労者総合文化センター（ワープ上里）に機能移

転する。 

このカテゴリーは、大規模改修費、建替工事費、維持管理費、運営費のすべてが 100％削減

されると仮定する。 

なお、同じ公民館でも上里東、神保原については対策非対象とした。理由は、移転先の施設

規模の上限に抵触するためである（機能移転のために移転先を新増築すると負担が変わらない）。 

 

3-2-1(9) 包括委託 

 2 章で述べたとおり、本町の公共施設には経過年数以上に劣化が進んでいる状況が観察され



 
                

  上里町の公共施設アセットマネジメントに関する研究報告書 

22 

 

ている。これは維持管理が十分になされていないためである。上記の通り対策を講じたとして

も、維持管理水準を向上させなければ、結局修繕費の増加や建て替え時期の早期化を招き、全

体費用が削減されない。また、利用者にとっての快適性の低下や、損壊による事故も懸念され

る。 

 以上の状況を踏まえて、今回、予防保全業務を包括委託する方式を提案する。予防保全の必

要性は、国土交通省社会資本整備審議会社会資本メンテナンス戦略小委員会報告でも取り入れ

られ、今後の公共施設・インフラに関する指針の一つとされている。しかしながら、小規模自

治体には予防保全を継続的に行うような人員体制にはない。そこで、民間に包括委託する方法

が必要となる。 

 

図表 3-4 包括委託の例 

自治体 内容 

香川県まんの

う町 

町内のすべての公共施設（65）の法令上の保守点検業務を包括委託により

1 契約に統合。PFI による中学校・図書館整備事業と一体的に実施されて

いる。同事業には全学校の情報管理業務も含むなど包括管理の性格が強い。 

千葉県我孫子

市 

市内の多数施設の保全業務を包括委託。提案型公共サービス民営化制度に

より民間企業の提案により開始されている。千葉県流山市でも同様の仕組

みを導入している。 

青森県 県管理の橋りょうを包括的に管理。ＩＴの活用によって膨大なデータの蓄

積や解析を行い、道路橋の点検データの蓄積、劣化の将来予測解析、維持

管理ＬＣＣの算定、重要度や優先順位の評価など、定量的かつ客観的な評

価を実施し、それに基づいてマネジメントする。 

北海道清里町 町内の全道路・橋梁・河川を公の施設として条例で指定し、指定管理者に

包括的に維持管理を委託。路面整正（未舗装路）、舗装補修、防塵処理、路

肩法面補修、標識等の損傷修理、道路清掃、草刈り、植裁管理、橋梁及び付

帯施設の維持補修、巡回、除雪、河川のモニタリング等を実施。 

北海道大空町 町内全道路橋梁・河川と各付帯施設。①施設の維持及び管理 【道路】路面

整正・除草・路面清掃・舗装、法面補修・除雪 【橋梁・河川】日常及び災

害時の目視パトロール ②使用の許可等に関すること ③使用料等の収受

④その他、管理運営に必要な業務 

東京都府中市 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。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。 

 

  

公共建築物に関する包括民間委託は、香川県まんのう町中学校・図書館整備 PFI 事業の付帯

事業として町内のすべての公の施設を対象にした例が初めてであり、その後、千葉県我孫子市、

流山市でも導入実績がある。 

 予防保全に関しては、土木インフラが先行しており、青森県では県が管理する橋りょうのマ

ネジメントを民間企業と連携して行っている。すでに十分な蓄積があり、予防保全費用はかか

るものの結果的に長寿命化するのでライフサイクルコストが大幅に削減されるとの報告もされ

ている。北海道清里町、大空町では町内のすべての道路、橋りょう、河川施設の保全業務を包

括委託している。また、首都圏では東京都府中市が中心駅の周辺で道路、公園等の保全業務を

包括委託するモデル事業を開始して注目を集めている。 

 費用の削減率は土木インフラの方が大きく、公共建築物の場合は相対的には小さいものの、

（出典）当方で作成 
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先行事例では少なくとも維持管理費を 15％程度削減できると見込まれている。何より施設の快

適性や安全性を維持できる方法であり、積極的に導入すべきであろう。 

 包括委託は、多機能化等の前述のいずれの対策を講じた場合にでも適用可能であるため、一

律維持管理費を 15％削減できると仮定する。また、スポーツ施設に関しては、運営部分も一括

して委託することが可能と考えられるため、運営費も 15％削減と仮定した。 

 

3-2-1(10) 対策ごとの実施年度・実施率・削減率 

 対策ごとの実施年度・実施率・削減率をまとめると下表のとおりである。 

 

3-2-2 各方法ごとの削減率の設定 

 

図表 3-5 方法ごとの削減率の設定 

対策 実施年度 
実施

率 

大規模改修費 

(削減率) 

建替工事費 

(削減率) 

維持管理費 

(削減率) 

運営費 

(削減率) 

多機能化 
耐用年数 

経過時 60% 100% 100% 100% 0% 

ソフト化① 2020 100% 100% 100% 100% 100% 

ソフト化② 2020 100% 100% 100% 50% 50% 

包括委託① 2020 100% 0% 0% 15% 0% 

包括委託② 2020 100% 0% 0% 0% 15% 

小中学校 2020 100% 0% 0% 0% 0% 

対策非対象 2020 100% 0% 0% 0% 0% 

その他 
耐用年数

経過時 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

3-2-3 全体評価（学校統廃合を行わないケース） 

 

図表 3-6 全体評価 

（ａ）確

保可能予

算額／年 

単純に耐用年数で建替

える場合 
多機能化、ソフト化、包括委託 実施の場合 

（ｂ）更新

投資額 ／

年 

（ｃ）不

足額／年

（ｂ）－

（ａ） 

 効果額  ／年 

（ｄ）合計 

(e)不足

額（不足

時プラ

ス）

（ｃ）＋

（ｄ） 

不足率 

(e)/ 

(b) 
対策効果額 

低未利

用地売

却 

268,314 693,228 424,913 △ 188,801 0 △ 188,801 236,113 34% 

 

 

  

（出典）当方で作成 

（出典）当方で作成 
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（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

 

 

  

その他,	△	
50,623,	-27% 	

多機能化,	△	
33,514,	-18% 	ソフト化① ,	△	

55,898,	-30% 	

ソフト化② ,	△	
34,079,	-18% 	

対策非対象,	0,	
0% 	

包括委託① ,	△	
14,119,	-7% 	

包括委託② ,	△	
567,	0% 	

対策別効果額割合	

その他	

多機能化	

ソフト化① 	

ソフト化② 	

対策非対象	

包括委託① 	

包括委託② 	

図表 3-7  経費種別対策効果額まとめ 

 

（出典）当方で作成 
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3-3 ケース②（学校統廃合を含む） 

 基準ケースの試算は、【小中学校】を現在の 0.99 倍で建て替えることを前提にしていた。小

中学校がすべて維持されることで市民の合意は形成しやすいが、一方では児童生徒数の減少に

伴って適正な学校規模を維持するには統廃合が必要であるという考え方もある。また、基準ケ

ースでは小中学校を削減しない分他の施設が削減される結果になっている。どの種類の施設を

どのように削減するかは一概に論じられないので、別の選択肢を提示する。 

 一部の学校を統廃合することを前提にするケースである。具体的には、平成 47 年時点で一定

規模（小学校 7 学級、中学校 7 学級）を下回る見込みの学校を、他の学校と統合すると仮定し

た。現在、本市には学校統廃合を進める目安や原則は存在しない。そのため、前述の分類で多

機能化対象とした施設を機能移転できる範囲という条件を設定して算出した結果が、上記の基

準となった。 

 

3-3-1 学校規模の推計  

 以下がケース②の学校数の推計である。平成 47 年時点で小学校 7 学級、中学校 7 学級を下

回る学校を統合対象にすると仮定すると、小学校 2 校が対象になる。この場合の空き教室数は

9 教室となる。 

 

図表 3－8 統廃合を実施する場合の空き教室数 

項目 

H37 2025（推計） H47 2035（推計） H37~H47 

児童数 学級数 児童数 学級数  

廃止学

級数  

空き教

室数 

１学級当た

り面積(㎡) 

空教室面

積 

小中学校

合計 
2,379 78 1,991 67 12 9 74 666 

 

 

3-3-2 ケース②の対策ごとの実施年度・実施率・削減率 

以下がケース②の対策ごとの削減率である。廃校実施で生じる 12 学級を空き教室にて吸収

する必要があるため、多機能化に使える空き教室はゼロ（つまり多機能化率＝０）となる。 

 

図表 3-9 対策ごとの実施年度・実施率・削減率 

対策 実施年度 
実施

率 

大規模改

修費 

(削減率) 

建替工事

費 

(削減率) 

維持管理

費 

(削減率) 

運営費 

(削減率) 

多機能化 
耐用年数 

経過時 0% 100% 100% 100% 0% 

ソフト化① 2020 100% 100% 100% 100% 100% 

ソフト化② 2020 100% 100% 100% 50% 50% 

包括委託① 2020 100% 0% 0% 15% 0% 

包括委託② 2020 100% 0% 0% 0% 15% 

小中学校 2020 100% 0% 0% 0% 0% 

対策非対象 2020 100% 0% 0% 0% 0% 

その他 
耐用年数

経過時 100% 100% 100% 100% 100% 

 

（出典）当方で作成 

（出典）当方で作成 
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3-3-3 全体評価 

 以下が、ケース②の全体評価である。対策を何も講じることなく単純に建て替えたケースで

は、年間 4.2 億円の不足が生じていたが、対策を講じたことで 2.5 億円の改善が図られ、差引

1.8 億円の余剰となり、不足は解消した。対策の方法別には、学校統廃合を含む「その他」の寄

与が最も大きい。 

 

図表 3-10 ケース②の全体評価  単位：千円 

（ａ）確保

可能予算額

／年 

単純に耐用年数で建替

える場合 
広域化、多機能化、包括委託 実施の場合 

（ｂ）更

新投資額 

／年 

（ｃ）不

足額／年

（ｂ）－

（ａ） 

 効果額  ／年 

（ｄ）合計 

（e）不足

額（不足

時プラ

ス）

（ｃ）＋

（ｄ） 

不 足 率

(e)/ 

(b) 
対策効果額 

低未利用

地売却 

268,314 693,228  424,913 △ 247,667 0 △247,667 
 

177,246 
26% 

 

 

図表 3-11 対策別効果割合 

 

※「その他」の中に学校統廃合効果も含まれる 

 

 

  

その他,	△	
143,872,	-58% 	

多機能化,	0,	0% 	

ソフト化① ,	△	
55,898,	-23% 	

ソフト化② ,	
△	34,079,	

-14% 	

対策非対象,	0,	
0% 	

包括委託① ,	△	
13,261,	-5% 	

包括委託② ,	△	
567,	0% 	

対策別効果額割合	

その他	

多機能化	

ソフト化① 	

ソフト化② 	

対策非対象	

包括委託① 	

包括委託② 	

（出典）当方が作成 

 

（出典）当方が作成 
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3-4 試算から得られる結論 

 以上の試算から得られる結論は次の通りである。 

（１） 多機能化、ソフト化などの手法を用いることで不足額は削減される見込みがある。 

（２） 一定の仮定を置いた学校統廃合を織り込むと不足額はさらに削減される見込みがある。

ちなみに、この前提としての学校単位の学級数は小中学校それぞれ 7 学級以下であり、

小学校では単学級が生じている。この状態は、教育上の配慮の観点からも統廃合を検討

する状態と想定している自治体もあり、本町でも検討が必要である。 

（３） しかしながら、上記の方法をとってもいまだ 26％の予算不足が残っている。 

（４） 今回の対象になっていない土木インフラは、今回の検証で取り上げた方法が使えない。

土木インフラの予算を確保するために、公共施設再編でさらに財源を生み出す工夫が必

要とも言える。 

（５） 上記の通り、予算不足は非常に厳しい状態である。住民負担の引き上げも含めたさらに

厳しい対策の導入を検討する必要がある。 
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第 4 章 今後の進め方への提言 

4-1 公共施設等総合管理計画 

4-1-1 国の政策 

 本章では、3 章までの分析と提案を踏まえて、今後のどのように具体化していくべきかを

提案する。 

この観点では、2014 年 1 月 24 日、総務省より連絡された「公共施設等総合管理計画の指針

案の概要」がきわめて重要な意味を持つ。文書の冒頭には、「地方公共団体においては、厳し

い財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが

予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、

更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するととも

に、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっている」と公共施設マネジメント問

題への強い問題意識が述べられている。 

 総合管理計画は、平成 25 年 11 月に関係省庁連絡会議が策定したインフラ長寿命化基本計画

（以下、「基本計画」という。）の行動計画に位置付けられる。基本計画には、「国や地方公共

団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に、『インフラ長寿命化基本計

画』を策定し、国や地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推

進する。」と規定されている。 

基本計画に沿って、国と地方公共団体はそれぞれ行動計画を策定する必要がある。各省庁

が個別分野ごとに策定するインフラ長寿命化計画と、地方公共団体が策定する総合管理計画の

二つである。総合管理計画は、インフラ老朽化問題に正面から取り組むという覚悟と予算不足

を解決する工夫を具体的に示すものとなる。 

 本市は、国の政策転換に先んじて、公共施設マネジメント白書の作成および東洋大学か

らの提案を受けるという取り組みに着手している。その先見性は大いに称えられるべきであ

る。今後は、指針案が示すいくつかの要素を的確に踏まえることで、現在の取り組みの延長線

上に総合管理計画を位置づけ、迅速に実行に移す必要がある。 

東洋大学では、指針案の特徴を「対象の網羅性」、「分析の客観性」、「計画の長期性」、「手

段の総合性」、「背景の明確性」の 5 点に整理している。以下順番に解説する。 

  

4-1-2 対象の網羅性 

 本計画で規定される不要施設等の除却のための財政支援を規定する地方財政法改正案では、

公共施設等は、「公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工

作物」と規定されている。したがって、公共施設等には公共施設のみならず土木インフラ（道

路、橋りょう、公園、河川施設、水道、下水道）を含む。つまり、公共施設、土木インフラを

横断する全体の観点で計画を策定する必要がある。 

このことは、①特定分野を聖域として扱ってはならないこと、②橋りょう、水道、下水

道、公営住宅等個別分野ごとの長寿命化計画をもって総合管理計画（の一部）を作成済みとす

ることは誤りであることを意味している。 

②に関して付言すれば、全体を横断的に検証して予算不足が生じないならば、結果的に個

別の長寿命化計画が妥当と言えるかもしれないが、全体として予算不足が生じるのであれば、

その解消のために個々の分野で何ができるかを再検討して長寿命化計画自体を作り直さなけれ

ばならない。このことは、各分野の長寿命化計画は、すべて一度横断的な観点で再検証される

べきであることを意味している。 

なお、実務的には、プラント（廃棄物処理、斎場、浄水場、汚水処理場、医療機器など）、

一部事務組合、広域連合の保有する資産（分担率を考慮）も含めるのが望ましい。プラント

は、インフラよりも耐用年数が短い場合が多く、数十年の間には何回も更新するため長期的な

負担額合計は大きくなる。また、一部事務組合等は自治体の財産ではないので対象外と考えが
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ちであるが、老朽化し更新する必要があることに違いはない。将来更新投資金額に分担率をか

けて算出した金額を加えるべきであろう。 

本研究では、土木インフラを総務省ソフトに沿って試算したが、公共施設同様に大幅な予

算不足が生じる結果となっている。来年度には、土木インフラ、プラント、一部事務組合など

のデータを含め、さらに、可能な範囲で実際の劣化度なども織り込みながら検討の幅を広げて

いくべきである。 

 

4-1-3 計画の長期性 

 第 2 は「計画の長期性」である。 

指針案では「10 年」以上と明記されている。この期間は自治体の計画類の中ではもっとも

長い総合計画と同程度である。しかも、必ずしも財政的な裏付けを必要としない総合計画と異

なり、総合管理計画は予算不足が解消するめどを求められており、従来の発想からすると思い

切って踏み込んだ指針といえる。 

本市でもその傾向があるが、老朽化が進んでいない自治体では当初の 10 年は予算不足が生

じない可能性がある。しかしながら、その後に大量の更新投資需要が待っているだけであり、

長期的には不足となる。仮に、10 年以内しか試算しないでいると、問題を見過ごしてしまう

ことになる。その結果、従来通りの方針で施設を更新してしまい、予算不足がさらに拡大する

ことになる。 

今回の研究では 50 年間を試算対象としており、「計画の長期性」は試算としてはクリアし

ている。また、後年度に行けばいくほど不足額が累積していくことは第 1 章で述べたとおりで

ある。 

 

4-1-4 分析の客観性 

 第 3 は分析の客観性である。 

 指針案では、計画の重要な目的として「今後の財政収支の見通しを踏まえ、施設等の新設・

更新や維持管理等が可能な状況にあるか」とされており、まず、その検証のために数値による

客観的評価が必要である。また、予算不足がある場合は、どのように解消するのかについて

も、同様に数値による評価を行わなければ不十分である。 

今回の研究では、東洋大学 PPP 研究センターソフトをもとに、深谷市においてさまざまな

方法の効果を詳細に検討できるようカスタマイズしたソフトを用いており、「分析の客観性」

はクリアしている。 

 

4-1-5 手段の総合性 

 第 4 は手段の総合性である。指針案では、「適正管理に関する基本方針を記載」することと

され、その中で、「①点検・診断等の実施方針、②維持管理・補修・大規模改修・更新等の方

針 、⑤統廃合等の推進方針」に触れることとされている。また、「第二 五 PPP/PFI の活用   

六 市区町村域を超えた広域的な検討」との記述もある。 

これらは、列挙された選択肢自体に意味があるのではなく、すべての方法を検討するべき

という趣旨と解すべきである。例えば、「統廃合は行わない」というように何かの手段を禁止

する方針を作ってしまうと、他の手段だけでは解決がつかなくなり結局計画全体が成り立たな

くなるためである。 

 今回の研究では、あらかじめ想定できる選択肢を深谷市の実情に合わせて組み合わせる方法

を取っている。また、同時に市民アンケートを実施し、採用した選択肢の方向性に市民の理解

が得られることを確認している。 

 以上の通り、本研究では「手段の総合性」もクリアしている。 
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4-1-6 背景の明確性 

 第 5 が背景の明確性である。 

地域の公共施設整備の歴史、人口や経済の推移や展望などを分析し、「サービスそのものの

必要性の検討」、「民間代替可能性」なども評価することが求められる。インフラ老朽化問題が

なぜ発生し、なぜ解決が困難であることを示さない限り、計画の必要性は示せない。 

この中でも難しいのが、過去の公共投資の歴史の自己評価である。過去に問題があればそ

れは率直に自己評価しないと、すべてが重要という落とし穴にはまりかねない。こうした観点

から、第 1 章では、合併特例債を活用した施設整備に関して注意を喚起した。合併特例債は、

発行時点が特例なだけであり、元利償還、維持管理費の支出、将来の更新投資負担には特例は

なく、何らか工面しなければならなくなる。本研究の試算では合併特例債分は予算確保可能額

に含めているが、仮に、合併特例債以外の調達が困難とすればその分予算不足額は増加するこ

とになる。 

また、本研究では個々の施設名称は例示にとどめ、具体的な施設ごとの方法は今後の検討

に委ねている。総合管理計画策定にあたっては、「サービスそのものの必要性の検討」、「民間

代替可能性」などを具体的に評価する必要がある。 

 

4－2 至急行うべきこと 

4-2-1 専任部署の設置 

まず、今後多くの業務が発生することから専任部署を設置することが必要である。この部

署は、他部署が提案する公共施設の新増設、更新、大規模改修、耐震補強など投資にかかわる

すべての事項に関して、優先順位を設定する権限を与えて実効性を持たせる必要がある。その

前提として、同部署により公共施設等に関するバーチャルな特別会計を設置し、収入・費用の

データ面から管理する体制を構築する。さらに、公共施設の施設と機能に関する権限を分離

し、施設に関する権限を一元的に持たせることも検討すべきである。 

同部署は、公共施設等総合管理計画の策定及び市民合意形成を主たる任務とする。 

１）公共施設等総合管理計画の策定 

国より求められる公共施設等総合管理計画を策定する。そのため、公共施設、道

路、橋りょう、水道、下水道等の全データを収集し、長期的な持続可能性および対策

の有効性を客観的に検証する。対策には、総務省指針が例示している長寿命化、統廃

合、他の施設や民間施設との合築、PPP（公民連携）/PFI、市区町村域を超えた広域的

な検討、廃止・民営化、土地活用などすべてを含むものとし、客観的な検証にあたっ

ては、対策をどのように組み合わせることで予算不足を解消できるかを示すこととす

る。 

２）住民合意形成（アンケート、シンポジウム、ワークショップなどの実施） 

計画の実行を行うには、住民の理解が必要となる。このため、計画の策定と並行し

て、速やかに、町民の意識を調査するアンケートを実施することが望ましい。さら

に、公開シンポジウム、モデル的な事業を対象にして関係住民に参加してもらうワー

クショップなどさまざまな工夫を行う。 

 

4-2-2 具体的な優先順位の想定 

本研究は、施設の種類に関する削減率を前提に試算を行ったが、それぞれの施設種類に関

して、どの具体的施設を対象とするかは仮定として定めているにすぎない。今後は、上記専任

部署を中核として優先順位を付けていく作業が必要となる。 

その際、いずれかの施設や種類を例外扱いしないことが重要である。仮に例外扱いする場

合は、その分、他の施設の統廃合など別の方法によって負担増加分をカバーする必要があるこ

とには十分な留意が必要である。  
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住民の皆さん 「おわりに」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。 

 

だからかといって、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。深谷市でも、ここ 10 数年、公共施設の財源は小さくなってきています。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。 

 

上里町の公共施設は、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、住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、上里町民がとるべき姿勢だとは

思いません。この機会に、住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

り組んでいただくよう期待いたします。 
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