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はじめに
最近、公共施設・インフラの更新投資問題を検討するための資料として「施設白書」
が注目されている 1。本稿で紹介する藤沢市（神奈川県）、秦野市（神奈川県）、習志野
市（千葉県）の事例は、公共施設の全体像を、それまで算定し公表されることのなかっ
た「コスト情報」を通じて公共施設を通した行政サービスのあり方についての課題を明
らかにするとともに、課題を解決するための新たな取り組みを実施する段階に進んでい
る点に特徴がある。
本稿では、3 事例（藤沢市、秦野市、習志野市）を分析し、
「施設白書」の作成により
得られる効果、活用の方向性について考察を行うこととしたい。

第1章

藤沢市事例

1 藤沢市「公共施設マネジメント白書」の作成、その特徴
1

藤沢市及び習志野市では「公共施設マネジメント白書」
、秦野市事例では「公共施設白書」と題さ
れており、作成する自治体によって呼称が異なることから、本稿では、これら 3 事例を総称して「施
設白書」と表記する。
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藤沢市は「公共施設マネジメント白書―施設を通した行政サービスの現状と分析―」
を作成し、2008 年 11 月に公表した。
「公共施設マネジメント白書」が持つ特徴は、主に、
①公共施設の老朽化の全体像を明示、②施設の費用対効果情報の把握、③地区ごとの施
設分布の可視化、の 3 点にあると考えられる。
（1）公共施設の全体像を明示
「公共施設マネジメント白書」では、公共施設の全体像を明示するための工夫がなさ
れており、中でも特徴的な図が、公共施設の建築年度を横軸に、延床面積を縦軸に取っ
た図（図表 1）である。この図には、公共施設が建てられた時点での耐震基準（新耐震
基準／旧耐震基準）、建物に付随している設備や筺体の点検、大規模修繕を要する目処
としての建築後の経過年数（10 年／30 年）を示す線が引かれており、公共施設全体の
老朽化状況が直感的に理解できるよう工夫されている。
更に、図表 1 の原図では学校が緑で着色されており、公共施設マネジメントの量的な
（ボリューム面での）鍵となる施設が学校であることが容易に理解できる。また、一番
左に図示されている市役所本館が築 56 年を経過しており対策が急務であることが示さ
れている。
藤沢市へのヒアリングによると、今後公共施設マネジメントに取り組む自治体は、
（公
共施設マネジメント白書の作成などの行動に移すことも重要であるが）先ずこの図を描
くことで、全体感と対策の方向性を掴むことが望まれる、としている。
図表 1 藤沢市が保有する公共施設の築年別整備状況

（出所：藤沢市「公共施設マネジメント白書」
）
- 76 -

「施設白書」に求められる情報と活用方法についての考察

（2）施設の費用対効果情報の把握
白書の目的は、
「全ての公共施設・インフラを現在の姿のまま更新することが難しい」
ことを市民に示し、今後の公共施設と公共サービスのあり方について、現在の公共サー
ビスの存続・廃止、公共サービスを提供する「建物」の見直し（統合、複合化、売却、
賃貸活用）の議論を共有することである。そのため、市民や関係者に、具体的な論拠と
なる情報を、読み手が理解できる形で示す必要があると考えたものである。
「公共施設マネジメント白書」では、施設の費用対効果情報を把握し、それらを市民
に開示するために、施設別の行政コスト計算書を作成している。この表により、公民館・
コミュニティセンターや図書館、市民ホールなど、公共サービスとして提供されている
これらの施設の維持には、利用者が負担している利用料金を大幅に超えたコストが生じ
ており、残りの部分は、市民の税金で支えられているということも明らかにすることが
できる。
公民館の事例では、藤沢市の公民館合計で年間費用 890 百万円（含む減価償却費）に
対して、年間収入は 31 百万円であり、年間費用に対する利用料金の割合は 4%弱しかな
いことを示している。より具体的に、
「利用 1 回あたり」に分解して示すことも可能で
ある。
（図表 2）
図表 2 公民館の行政コスト計算書

（出所：藤沢市「公共施設マネジメント白書」
）
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（3）地区ごとの施設分布の可視化
地方自治体では、市役所や公民館・コミュニティセンター、学校（多くは小中学校の
義務教育施設であり、最低限の維持が必須のもの）など、多様な機能を持つ公共施設を
設置しており、全体像を理解することは（藤沢市のみならず、同様の白書を作成してい
る秦野市、習志野市でも）「施設白書」を一度読んだ程度では難しいというのが実情で
ある。
しかし、今後の公共施設のあり方を市民と議論し、持続可能な公共サービスを実現す
るためには、「施設白書」を完全に読みこなせない市民も含めたコンセンサスを得るこ
とが必要であり、そうした議論をするための工夫が、地区ごとの施設分布を可視化した
図である。
図は、横軸に地区名（例、辻堂地区）
、縦軸に公共施設の種類（例、中学校、小学校、
公民館）をとる「マトリックス表」となっており、現在の公共施設の空間的な状況が可
視化されている。藤沢市の「地域経営会議」（後述）のように市民自身に検討を委ねる
方法、秦野市の「公共施設再配置計画」
（後述）のように、企画・財政部門が主導して、
財政制約による公共施設の限界量を市民に明示して長期的な方向性を検討していく方
法の何れを採用したとしても、このマトリックス表は有効に活用することが可能である。
また、利用者数や稼働率などの「施設の利用度を示す情報」、公共施設の更新問題を
検討する時限性を認識するための「老朽化度（老朽化が進んでいる施設を赤で表示）」、
公共施設の種類によっては民営施設がある場合にはその情報（例 保育園、幼稚園）、
更には将来の人口動向の情報を付加していくことで、資料としての利用価値を上げるこ
とは可能である。
2 藤沢市「公共施設マネジメント白書」を活用した取り組み
藤沢市では、「公共施設マネジメント白書」を活用した新たな試みを行っている。特
徴的な事例として、
「地域経営会議」
、
「公民連携事業化提案制度」の概要を整理する。
（1）地域経営会議
「公共施設マネジメント白書」の作成を通じて明らかになった公共施設及び公共サー
ビスの課題を踏まえ、地域の単位で市民自らが方向性を考える場として、公民館単位で
「地域経営会議」を設置した。「地域経営会議」に、予算・権限を一部移譲するととも
に、地域に情報を開示して、地域の責任で優先順位を決めてもらう趣旨である。「地域
経営会議」の概念図は、図表 3 に示すとおりである。
「地域経営会議」の仕組みはまだ始まったばかりであり、成果や課題を論じられる段
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階にはまだないが、地域経営会議発足後、ある地区では、公民館の運営について、運営
に係る市職員に代わり、市民自らが運営体制を構築して引き受ける方向での検討が開始
されているとのことである。しかしながら、住民同士でも求める優先順位が異なり意見
集約が困難となる事態も想定し得る。地域に権限とともに責任も委譲する取り組みは、
市民自身の責任感やバランス感覚を問う取り組みでもあると考えられよう。
図表 3 地域経営会議運営イメージ

（出所：藤沢市ホームページ 地域経営会議トップページ）

（2）公民連携事業化提案制度
藤沢市は、
「経営戦略基本方針」の中に市民と取り組む公共経営を掲げ、
『民間にでき
ることは民間に』の考えのもと、行政と市民・市民ボランティア・NPO・大学・企業等
とのパートナーシップを強化し、多様な主体との協働による新しい公共づくりを目指し
ていくとし、公民連携の更なる推進に取り組むため、
「藤沢市公民連携基本方針」を 2010
年 6 月に策定した。
本基本方針に基づき、2010 年度より、
「藤沢市公民連携事業化提案制度」を開始し、
第 1 回の提案募集を同年 7 月から 8 月にかけて実施した。本制度は、市民にとって必要
な公共サービスの実施にあたり、行政よりも費用対効果を高めることが可能と考える民
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間企業や市民団体等が、自由にアイデアを提案することができるものであり、本制度に
おいて採択された提案は、その後、事業化を検討していくものである。提案は提案事業
を担える団体、個人とも可能であり、団体の提案が事業化される場合にはインセンティ
ブ（加点等）の対象となることを明示して、先行した提案者のリスクに見合ったインセ
ンティブ（加点措置など）を行うとして確約したことが、千葉県我孫子市や東京都杉並
区など同種の先行事例から踏み込んだスキームであると考えられよう。
提案募集の対象は藤沢市が実施しているすべての事務事業（約 800 事業）が対象であ
り、それぞれの事務事業の概要を確認できる「事務事業評価シート」、
「公共施設マネジ
メント白書」、橋りょう・下水道の老朽化に関する概略等を記している「藤沢市公民連
携あり方検討委員会提言書」などの資料が提供されるとともに、制度を所管する市民経
営推進課を通じて、担当課への聞き取りや情報提供を依頼することが可能としているこ
とも特徴である。
提案応募の結果、46 件（事業実施提案 42 件、アイデアのみの提案 4 件）の応募があ
り、審査結果は、採択が 15 件、採択（複合、アイデアのみの提案 2 件を複合）が 1 件、
採択（条件付） が 7 件、継続検討が 6 件、不採択が 16 件（アイデアのみの提案 2 件を
含む）となった。
提案募集においては、提案を求める事例を「包括業務委託等、複数の事務事業を横断
的に効率化する提案」など具体的に示したこともあり、公共施設の再整備やインフラの
維持補修・更新計画に関する包括的な提案が提出され、採択されたことも特徴となって
いる。現在、事業化に向けた検討が進められており、今後の展開が注目される。

第2章

秦野市事例

1 「秦野市公共施設白書」の作成
秦野市は、財産のあり方に関する検討を企画総務部及び財務部において継続的に行っ
てきた。2008 年度には組織を見直して、企画総務部に専任の組織を設置し、公共施設の
在り方に関する計画の策定作業に着手した。専任組織は、企画総務部長、担当課長、担
当主幹の 3 名で構成されている。この組織で公共施設に関する情報を収集・整理し、
「秦
野市公共施設白書」を作成し 2009 年 10 月に公表した。
「秦野市公共施設白書」は、本編 204 ページ、施設別解説編 292 ページ、ダイジェス
ト版の 3 編構成となっており、これまで発行されている「施設白書」の中では最もペー
ジ数が多いものとなっている。また、外部（シンクタンク等）への委託を行わず、職員
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自ら作成した点 2も特徴である。同白書の本編第 6 章で、公共施設の課題を踏まえて「公
共施設の再配置 3」が必要であることを示している点も特徴である。
2

「秦野市公共施設再配置計画（仮称）
」の検討

（1）主な検討経緯
「秦野市公共施設白書」の公表に続き、同書によって明らかになった課題を踏まえた
公共施設の再配置について検討を行うため、外部有識者をメンバーとする「公共施設再
配置計画（仮称）検討委員会」を設置し、2009 年 12 月には第 1 回委員会を開催した。
2009 年 12 月から 2010 年度中にかけて、毎月 1 回のペースで委員会を開催することが想
定されている。また、委員会での検討内容は全て一般傍聴を可能とし、委員会に提出さ
れた資料、議事録は（発言者情報を除き）全て公開とする透明性の高い議事運営を行う
こととしている。
同委員会は、2010 年 6 月に「秦野市の公共施設再配置に関する方針案【委員会からの
提言】
“ハコに頼らない新しい公共サービスを！”」を秦野市長に提出した。秦野市は同
提言を踏まえ、10 月に「秦野市公共施設の再配置に関する方針“未来につなぐ市民力と
職員力のたすき”
」を庁議決定した。
現在、2010 年度内での策定を目指して、
「公共施設再配置計画（仮称）」の検討を進め
ており、2011 年度からは実行に移す予定となっている。
（2）秦野市「公共施設再配置計画（仮称）
」の検討プロセスの特徴
秦野市「公共施設再配置計画（仮称）」の検討プロセスの特徴は、①新総合計画・次
期行政改革プランと一体となった検討体制、②長期間の展望を見据えた検討、③公共施
設削減目標の提示、④更新手法への提言、の 4 点にあると考えられる。
①

新総合計画・次期行政改革プランと一体となった検討体制

「公共施設再配置計画（仮称）
」の位置づけは、2011 年度から開始する予定の「新総
合計画」
、
「次期行政改革プラン」とともに、上位計画として位置づけられており、委員
の一部が新総合計画及び次期行政改革プランの検討委員を兼務 4することで、相互の計
2

秦野市に委託をしなかった理由をヒアリングしたところ、秦野市では計画類の策定などを外部委託
せず職員自ら専任担当者を置くことにより対応する方針を採用しているためであった。委託に必要な
予算が十分に確保できないという事情も存在するが、職員自ら汗をかかなければ血や肉にはならない、
という考えが背景に存在している。
3
「公共施設の再配置」とは、中長期的視点に立って、公共施設の適正な配置と効率的な管理運営を
考えることと秦野市は定義している。
4
副委員長が総合計画の委員を兼務、委員 1 名が次期行政改革プランの検討委員を兼務している。
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画が矛盾する内容とならないよう調整を図る体制としている。
②

長期（向こう 40 年間）を見据えた検討

「秦野市公共施設白書」では、長期での人口構造の変化から、公共施設再配置の必要
性を導き出していることから、「公共施設再配置計画（仮称）検討委員会」の議論にお
いても、同様に長期（向こう 40 年間）を見据えた検討を行うこととしている。これが
特徴の一つとなっている。
今後 40 年間を見据えた長期的な検討が必要と判断した理由は、長期的な人口構造の
変化（絶対的な人口減少、生産年齢人口減少と老年人口増加）の中で、膨大な更新投資
費用を捻出しなければならない上、後年度になるほど負担が大きくなる見通しである

5

ためである。
（図表 4）
図表 4 公共施設の建替え・大規模修繕費用の試算

（出所：秦野市公共施設再配置に関する方針）

5

起債等を利用した場合の公共施設建替え等費用の負担は、最後の 10 年間は最初の 10 年間の 4 倍以
上の負担となる見通しとなっている。
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同方針では、中長期的に、かつ継続的に見直しながら取り組んでいく必要があるとし、
第 1 ステージとして 2011 年度から 2050 年度までの 40 年間を見据えた方針を定め、10
年ごとの基本計画と前後 5 年に期限を区切った実行プランの 3 種構造とし、方針は時代
の情勢にあわせて 10 年ごとに見直すものとしている。
言い換えると、公共施設の建替え問題について早期に検討に着手しなければ、現在の
世代ではなく、子や孫の世代に重い財政負担を残す可能性が高いこと、その解決策とし
て「公共施設の再配置」を長期的視点に立って検討することが必要であることを明確に
市民に示すことが、市の基本姿勢にあるといえる。
③

公共施設削減目標の提示
秦野市公共施設再配置計画（仮称）検討委員会では、公共施設の削減目標を掲げるこ

とが必要という認識を示し、公共施設の更新量と財源不足額の見通しを整理した。最近
5 年（2004 年度～2008 年度）平均の公共施設更新費用相当分 2.5 億円（道路・橋りょ
う等を除く）を今後も公共施設の更新に充てられると仮定し、公共施設の更新量を 50 ％
から 100％までの 10％刻みとした場合、今後 10 年平均、20 年平均、30 年平均、40 年
平均では、それぞれの更新等経費がどれだけ不足するかを試算したものが、図表 5 とな
る。
図表 5 公共施設の更新等経費不足見込み額

（出所：
「秦野市の公共施設再配置に関する方針案（委員会からの提言）
」
）
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そのうえで、公共施設の更新費用は現在の管理運営費予算（48 億円）の範囲内で賄う
こと、小中学校の校舎は耐用年数通りにその時期の児童生徒数に応じて建替えることの
2 点を前提にして、公共施設の削減必要量（削減していた施設に要していた管理運営費
用で他の公共施設の更新費用を賄えるのか）をシミュレーションしたものが図表 6 とな
っている。
公共施設の削減必要量は、2020 年度までが 4.3％減でさほど大きくはないが、2050
年度には 29.2%減とかなり大きくなっている。本試算は委員会提言として提出した数値
であり、方針では、数字を精査して削減目標を上積みし、2050 年度までに 31.3%削減す
ることとしている。
なお、委員会提言では一定の前提の下にインフラ（道路・橋りょう、下水道）の 40
年間で更新投資額を推計し、そのうち道路・橋りょうの更新投資の負担についても、図
表 5 で行った試算に取り込んでいく場合の公共施設の削減目標を試算している。それに
よると、2050 年までに 52.4％減にまで削減目標を大幅に引き上げる必要があるとの結
果が得られている。
図表 6 公共施設の更新量と管理運営費削減のシミュレーション

更 新 量を 減 らす こと で
生み出せる維持管理費
用（年平均額）を、10％
刻み、10年平均毎に表
示
図表5で示した、更新量
及 び 10 年 平 均 毎 の 公
共施設更新経費不足額
を表示

（出所：
「秦野市の公共施設再配置に関する方針案（委員会からの提言）
」に一部加筆）

④

更新手法への提言
前項の公共施設削減シミュレーションの結果で示されたように、公共施設の大幅な削

減が不可避である中で、大きな延床面積を占めている義務教育施設（小中学校）及び庁
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舎機能を最優先で維持するために、建物を「学校」のみならず、公民館や高齢者福祉施
設の機能も担えるような地域の中核施設として複合化していく方針としている。
技術的には、異なる機能の転換を容易にするためスケルトン方式 6を採用することを
想定している。これにより、少子化の進行により生まれる中核施設の空きスペースを、
地域の実情や要望に合わせて、低予算で生涯学習、高齢者福祉や子育て支援の機能に変
更していくことが可能になる。
（図表 7）
図表 7 スケルトン方式の概念図

（出所：秦野市公共施設再配置に関する方針）

6

建物の柱や骨組みで構造を支え、仕切り壁などは簡易なものにすることにより、必要に応じて、部
屋の大きさや形を変更できる方式。
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第3章

習志野市事例

1 「公共施設マネジメント白書」の作成
習志野市は、千葉県の北西部に位置し、東京都心からほぼ 30km 圏にある東西は約 9km、
南北は約 6km、市域面積は約 21 万平方キロメートル、人口は約 16 万人とコンパクトに
まとまった都市である。
習志野市は東京湾岸の埋め立てによる市域の拡大や、高速道路、鉄道整備によって住
宅団地が多数整備されたことなどから人口が急増し、それに伴い、小中学校、幼稚園、
保育所、公民館、図書館等様々な公共施設の整備を進めた。それらの多くが築 30 年を
超え、施設更新を検討すべき時期を迎えていた。この課題に対して、市役所内部では、
今後の維持管理費が多額になるであろうとの認識はあったが、施設は各部署が所管し、
全庁的な視点から公共施設を見通す部門がなかったことや、近年の厳しい財政状況の中
で、財源確保の問題などにより、具体的な施設改善計画を策定できない状況が続いてい
た。
かかる状況下、2005 年度に、
「第 3 次行政改革大綱」を策定し、その改革工程表にお
いて、「公共施設マネジメント白書」の作成と改善策の検討を明記したものの、全庁的
な視点から取りまとめる部門がなかったため具体的な作業が進まない状況が続いた。そ
の後、公共施設の老朽化対策を、行政改革の課題の一つとして捉え、行政改革担当が担
当することとなった。先行事例を研究している中で、東京都杉並区や藤沢市の公共施設
マネジメント白書作成の取り組みの方向性と一致したことから、外部コンサルタントと
委託契約を締結して公共施設マネジメント白書作成を開始し、2009 年 5 月に「公共施設
マネジメント白書－施設の現状と運営状況の分析－」として公表した。
2 「習志野市公共施設再生検討専門協議会」の設置
「公共施設マネジメント白書」の作成を通じて、習志野市の保有施設は老朽化が深刻
な状況にあることが明らかになった。
・施設全体の 84％が 1985 年までに建てられ、直近 25 年間は、新たな公共施設は、ほ
とんど整備されていない
・築 30 年以上を経過した施設が約 60％を占めている
・それらは建替えや大規模修繕の時期を迎えているが、現状の投資的経費では、必要
な事業費を確保することは非常に困難である
・今の予算規模で現状の施設修繕を行っていくと、20 年後は築 50 年以上の建物が 40％
を占める可能性があり、施設環境はさらに悪化する
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そのような状態を象徴するのが、「公共施設マネジメント白書」に掲載された図表 8
である。この図は、習志野市が行政計画で使用している 14 のコミュニティを横軸に、
公共施設の種類を縦軸にとった「マトリックス表」であり、早急な耐震安全性確保・老
朽化対策が必要な施設、老朽化対策が必要な施設を色分けされた線で囲い強調している。
コミュニティによっては、コミュニティ内の公共施設が全て色分けされた線で強調され
ていることが表わされており、災害時における避難場所としての安全性すら不安があり、
対策が急務であることが示されている。また、公共施設の種類ごとにみると、すべての
小中学校が色分けされた線で強調される事態となっている。
図表 8 習志野市の地域対応施設の状況

（出所：習志野市「公共施設マネジメント白書」
）

このような状況を踏まえて、中長期視点に立った公共施設の再生計画を検討するため
に、「習志野市公共施設再生計画検討専門協議会」が設置された。秦野市の「公共施設
再配置計画（仮称）検討委員会」と同様に、公共施設の長期的なあり方に関して検討し
ていくことは共通であるが、委員を 6 名（秦野市は 8 名）、検討期間を 2010 年から半年
弱（秦野市は 1 年 3 カ月）と少数精鋭・短期集中の検討プロセスとした点が特徴的であ
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る。
習志野市は首都圏に立地し、人口規模は約 16 万人、市の面積は約 21 万平方キロメー
トルと比較的コンパクトにまとまっている上、土地や建物などの公有資産を比較的多く
保有しており、これらの資産を戦略的に利活用できる可能性が高いと考えているようで
ある。このような特性を活かすことで、前述の通りの公共施設の老朽化、耐震化の課題
を悲観的に捉えるのではなく、民間の資金やノウハウを積極的に活用することで、公共
施設の老朽化・耐震化対策を新しい公共事業として、地域経済の活性化策に繋げる計画
としたいとしている。
3

公会計改革など他の行政改革施策との連携
習志野市は、「公共施設マネジメント白書」の作成と並行して、公会計改革にも着手

しており、両方とも行政改革の担当部門（経営改革推進室）で担当している。会計モデ
ルは、導入時に必要な資産評価の作業負荷が高いとされる「基準モデル」を導入した。
これにより、全てのフロー情報・ストック情報を公正に評価するとともに、発生主義に
より複式記帳して作成することを前提とした財務書類が作成されている。
こうした公会計改革の成果として、「習志野市財務報告書」が公表されている。財務
書類四表を含むほか、財務情報に関係する資産情報の開示にも努めており、なかでも、
「新公会計基準モデルからわかる将来の資産更新必要額」が示されている点は、公共施
設・インフラの更新問題を公会計改革の観点からもフォローしていると評価され、基準
モデルによる会計情報の活用という点から見ても非常に優れていると言えよう。（図 9）
図表 9 地方公会計情報を活用した資産更新必要額の推計

（出所：
「習志野市財務報告書 2008」
）
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第4章
1

「施設白書」導入事例から得られる示唆、活用の方向性

「施設白書」導入事例から得られる示唆
本稿では、「施設白書」を作成し、活用した事例について紹介した。その「活用」の

取り組みから得られる示唆をまとめると、図表 10 の通り、
「公共施設の再編」、
「市民自
治」
、
「公会計改革」
、
「公民連携（PPP）
」というキーワードで整理できると考えられる。
図表 10 藤沢市・秦野市・習志野市事例の特徴とキーワード

（キーワード）

施設再編

市民自治

○

◎

公会計

公民連携

（1）藤沢市事例
①地域経営会議
②公民連携事業化提案制度

◎

（2）秦野市事例
③公共施設再配置計画

◎

（3）習志野市事例
④公共施設再生計画

◎

⑤公会計改革等との連携

◎

（出所：筆者作成）

藤沢市「地域経営会議」は、公民館の単位で、先ずは身近な公共施設から、従来、官
（政府）に委ねていた運営を自分たち自身で引き受けることを考え、将来的には公共施
設のみならず地域全体の運営に市民が責任をもって参画する先行事例として意味があ
ると考えられる。キーワードでは、
「施設再編」と「市民自治」であり、特に、
「市民自
治」のあり方についての示唆は大きいといえるであろう。
藤沢市「公民連携事業化提案制度」は、公民連携を活用した地域経営に必要な民の領
域や範囲について、民の目線で自由に提案させる先行事例として意味があると考えられ
る。キーワードは「公民連携」である。
秦野市「公共施設再配置計画（仮称）」は、公共施設白書を基礎情報として活用して
公共施設の更新需要を把握し、更新需要を抑制するための数値目標を設定したことや、
公共施設の延床面積を抑制しつつも、「公共施設が担ってきた機能」を維持する方策と
して「スケルトン方式」を今後採用する方針とするなど、「施設白書」を活用した資産
経営改革の先行事例として意味があると考えられる。キーワードは「施設再編」である。
習志野市の「公共施設再生計画」は、秦野市「公共施設再配置計画（仮称）」と同様
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に、公共施設マネジメント白書を作成することで得られた公共施設の課題に対応する事
例として意味がある。習志野市の場合は、施設の老朽化が相対的に進行していることか
ら、秦野市事例よりも短期集中・少数精鋭の検討プロセスとしている点が異なっている。
キーワードでは「施設再編」である。
習志野市の「公会計改革との連携」は、公共施設・インフラの老朽化問題を、公会計
改革、情報化（IT の利活用）の推進、行政評価の活用などの「経営改善活動」と連携さ
せて推進することで、既存の経営改善活動が持つ意味・効果をより強めることができる
可能性があることを示す事例として意味があると考えられる。キーワードでは「公会計」
である。
2 公共施設老朽化への取り組みの方向性
1 で検討した「施設白書」を活用した事例分析から、
「現状把握段階」、
「対策検討段階」、
「実施段階」の 3 段階に分けて整理することを試みる。
藤沢市・秦野市・習志野市の 3 事例は、図表 11 の通り整理できる。
図表 11 藤沢市・秦野市・習志野市における「施設白書」活用の進展

現状把握段階
藤沢市
秦野市

習志野市

対策検討段階

実施段階

公共施設マネジメント

地 域 経 営 会 議 に よ る 公民連携事業化提案

白書作成（2008.11）

検討

公共施設白書作成

公 共 施 設 再 配 置 計 画 再配置計画の実施、

（2009.10）

（仮称）検討（2009.12

再配置計画担当の機

～2011.3）

能強化（2011.4～）

公共施設マネジメント

公共施設再生計画検

白書作成（2009.6）

討（2009.8～2011.3）

制度（2010.7～9）

（出所：筆者作成）

第 1 に、3 事例とも、
「施設白書」を作成することによる現状把握段階から始まってい
る。若干の差はあるものの、得るべきとする情報はほぼ同様と考えてよい（時点の違い
から分析手法に違いがある）
。
第 2 に、対策検討段階では、地域経営会議による検討（藤沢市事例）、公共施設再配
置計画（仮称）の検討（秦野市事例）
、公共施設再生計画の検討（習志野市事例）など、
「施設白書」を通じて明らかになった公共施設の課題の解決方法の検討へ進んでいる。
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この段階では地域の特徴が表れている。
第 3 に、実施段階としては、現時点では、民間に問題解決のための提案を求める公民
連携事業化提案制度（藤沢市事例）の実績のみであるが、秦野市では、2011 年度より再
配置計画を実施に移すことや、「秦野市公共施設再配置に関する方針」において定めら
れた一元的マネジメント体制の構築といった、実施段階の対応策が具体化される見通し
である。
最後に、図表 11 に整理した、現状把握段階、対策検討段階、実施段階の 3 つの段階
の整理結果を踏まえて、今後、多くの自治体にとって必要とされる取り組みの方向性に
ついて考察を試みる。
まず、現状把握の段階では、「施設白書」を作成し、既存の公共施設のコストや老朽
化・利用状況の情報の整理・開示を行うことが必要と考えられる。その際、老朽化進行
の可視化、地域別の整理（藤沢市･習志野市事例）、公共施設削減シミュレーションによ
る削減目標設定（秦野市事例）が行われることが望ましいと考えられる。
次いで、検討段階では、市が行う事業の絞込み、官が行うべき役割の絞込みを、地域
経営会議（藤沢市事例）を参考にしながら、官・民・市民の役割の再分担および 3 者が
連携した地域経営の推進のあり方について考えることが望ましいと考えられる。また、
公共施設の再配置計画（秦野市・習志野市事例）が必要と考えられる。その際には、実
現可能で合理的な解決策を検討するとともに、透明性を確保した公正かつ妥当な検討が
行われることが必要である。
さらに、実施段階では、総合計画をはじめとした行政における諸計画における明確な
位置づけをする必要がある。総合計画、行政改革プランとともに「公共施設再配置計画
（仮称）」を位置づけた秦野市の事例のように、実効性を確保できるよう工夫すること
が望ましいと考えられる。また、効果的に実施する方法として公民連携を活用し、集約
や廃止の対象となる施設（及び事業）の有効活用を図ることも望まれる。
これらの現状把握段階、対策検討段階、実施段階ごとの取り組みと平行して、他の経
営改善活動と連携していくことが望ましいと考えられる。公会計改革との連携（習志野
市事例）や、情報化（IT の利活用）
、行政評価の活用などが考えられる。
以上の通り、公共施設マネジメントは、地域の資源を総動員しなければ乗り切れない
困難な課題である。これらの取り組みを通じて財政的に持続可能で豊かな地域の将来像
につながることを目指して具体的に取り組んでいくことが求められる（図表 12）
。
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図表 12 公共施設老朽化への取り組みの方向性

対策検討

実施段階

• 事業の絞り込み、官が行うべき役割の絞り込み
• 藤沢事例より：「地域経営会議」
• 公共施設マネジメントの検討
• 公共施設の再配置計画の検討（秦野事例、習志野事例）
• 実現可能で、合理的な解決策（用途変更、集約・複合化）の検討
• 透明性を担保した公正妥当な検討

官・民・市民
の役割の再
分担

• 総合計画をはじめとした行政における諸計画における明確な位置付け
• 秦野市事例より：長期的な視点を持ち「公共施設再配置計画」を策定
し、総合計画、行政改革プランと共に上位計画として位置づけ
• 効率的に実施する手法として公民連携（PPP）の検討
• 集約や廃止の対象となる施設（及び事業）の有効活用

官（
行政）
・
民（
企業）・
市 民 の連
携による地域経営 の推進 へ

経営改善活動との連携

・
公会計改革との連携（
習志野事例）
・
情報化（
ＩＴの利活用） ・
行政評価の活用 等

現状把握

• 「施設白書」の作成（藤沢、秦野、習志野共通）
• 既存公共施設のコストや老朽化、利用状況の情報の整理・開示
• 藤沢・習志野事例より：老朽化進行の可視化、地区別の整理
• 秦野事例より：公共施設削減シミュレーションによる削減目標設定

持続可能で、豊かな地域の将来像へ
（出所：筆者作成）

3

「施設白書」に期待される情報
最後に、図表 12 で示したような取り組みを進めるために、
「施設白書」に求められる

情報のあり方について考察する。
藤沢市、秦野市、習志野市での事例から得られる、
「施設白書」の活用の方向性は、
（1）
公会計改革への活用・連携（習志野市事例） 7 、（2）市民による自治のツールとしての
活用（藤沢市事例）
、
（3）公共施設再配置計画の検討（秦野市・習志野市事例）の 3 つ
の方向性に整理できる。これらに加えて、（4）公有資産を活用した公民連携（PPP）事
業の検討、（5）「施設白書」を踏まえた財政シミュレーションの基礎資料として活用す
ること――が考えられる。
7

施設白書作成により蓄積したデータを活用すれば、既に「総務省方式改訂モデル」により作成して
いる貸借対照表の「固定資産」の評価を、
「公正価値評価」に精緻化することは、比較的容易に実現可
能であると考えられる。総務省が示した「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」の 2 つのモデル
のうち、
「総務省方式改訂モデル」を採用している場合には、今後は 1969（昭和 44）年度以降の普通
建設事業費の累計額を基礎としている固定資産評価額を、計画的に「公正価値」による評価を行い精
緻化していく必要がある。これらへの対応を行う基礎資料として活用することを前提に「施設白書」
を作成することが望まれる。
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上記の 5 つの活用方法を実現するために、
「施設白書」に期待される情報を整理する
と、1）公会計改革への活用・連携に対しては、①資産評価額、2）市民による自治のツ
ールに対しては、②施設の運営コスト、③利用状況・受益者負担状況、3）公共施設再
配置計画の検討に対しては、④施設余裕度、⑤老朽化度、5）
「施設白書」を踏まえた財
政シミュレーションに対しては、⑥公共施設・インフラ更新の簡易推計の情報であると
考えられる。⑥公共施設・インフラ更新の簡易推計は、これまで（本稿作成時点）の「施
設白書」では盛り込まれている事例はほとんどないが、公共施設の再配置の必要性を客
観的な数字により示すことで、住民の理解を得て進める易くなると考えられるため、今
後作成する「施設白書」には⑥公共施設・インフラ更新の簡易推計についても盛り込む
方向で検討することが望ましいと言えよう。なお、4）公有資産を活用した公民連携事
業の検討については、④施設余裕度、⑤老朽化度などの情報を活用した 3）公共施設再
配置計画の検討を具体化していく中で検討されることが望ましいと考えられる。（詳細
は次章にて検討）
以上の「施設白書」に期待される情報と活用イメージは、図表 13 の通り整理するこ
とができる。
図表 13 「施設白書」に期待される情報、活用イメージ

【
施設白書に期待される情報】
情報

①資産評価額

②施設の運
営コスト

③利用状況・受
益者負担

④施設余裕度

⑤老朽化
度

⑥公共施設・インフ
ラ更新の簡易推計

説明

減価償却費を
求める結果と
して、付随的に
「公正価値評
価」は求まる

1施設利用
当たりコスト
を把握し、コ
スト構造が
明らかに

施設の必要性
の評価、受益
者負担の適正
化、1件当たり
コスト情報

機能の重複の
整理、空きスペ
ースを活用し
た施設統合の
可能性

更新時期
を意識し
た施設の
あり方の
判断

更新投資が一般会
計の負担となる可
能性のある公共施
設・インフラ（道路・
橋りょう、下水道）更
新の簡易推計

【
活用イメージ】
活用
案

1）公会計改革へ
の活用・連携

2）市民による自治
のツールとしての活
用

3）公共施設再配置
計画の検討

4）公有資産を活用し 5）施設白書を踏
た公民連携（ＰＰP）
まえた財政シ
事業の検討
ミュレーション

説明

施設白書で土地・
建物の価値、減価
償却額を算定した
データを活用して、
「基準モデル」また
は「総務省方式改
訂モデル」で作成
した財務諸表を精
緻化

施設白書を、市民が
読み解き、使いこな
せるようにするため
の方法を市民に講
義し、今後の公共施
設の在り方を冷静に
議論する素地を育
成

秦野市が実施したよ
うな、今後の財政見
通しを踏まえた公共
施設の再配置方針を
策定。総量は減らす
ものの機能を維持す
ることを目指す

公共施設再配置に
伴い発生する余剰
公有地を、公民連携
（ＰＰＰ）の考え方を
活用して、公益を確
保しつつ財政負担を
抑制して活用する方
法を検討

（出所：筆者作成）
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施設白書作成を
踏まえ、公共施
設などの更新を
織り込んだ財政
シミュレーション
を実施し、次期
総合計画策定
等に活用
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第5章
1

課題

課題 1：
「施設白書」を活用した公共資産利活用型 PPP の実践
公共施設マネジメントや、公共施設の再配置を「実現」させる段階においては、公共

（地方自治体）の目的を達成するために民間の資金や資源を活用する公民連携の考え方
を研究し、実践することが重要になると考えられる。前章で述べたとおり、公共施設の
再配置を検討していく段階においては、公共施設更新費用の抑制、新たな活力
を生み出すための役割転換を具体化する必要が出てくると考えられ、公共（地方自治体）
の資源と、民間の資源を柔軟に組み合わせて、全体最適を図る発想・事業構想力が必要
であろう。
「施設白書」の活用においては、「公共資産利活用型 PPP」についての実践が
より重要になる。
「公有資産利活用型 PPP」の特徴について、民間企業の事業再生の取組みで一般的に
とられる着眼点と対比して説明する。一般的に、民間企業が経営不振に陥った場合には、
「コスト削減を通じた利益の確保」、「資産リストラ（売却など）」、「売上の拡大」の 3
つの着眼点で検討するのが一般的である。自治体の場合には、これらの着眼点を、（A）
「コスト削減を通じた地方債償還財源の確保」、
（B）
「財務体質の改善、経営改革原資の
確保」
、
（C）
「税収の増加」という表現に置き換えることが可能である。（図表 14）
図表 14 公民連携（PPP）の活用の視点

企業の場合の 自治体の場
着眼点
合の表現

利用される行政改革手法、
PPPの手法と類型

難易
度

事例

1．コスト削減
を通じた利益
の確保

（a）コスト削
減を通じた地
方債償還財
源の確保

市場化テスト、PFI、指定管
理者制度、業務委託の活用
→公共サービス型PPP

低

刑務所PFI、すべての町道の
維持管理補修事業を対象と
した指定管理制度導入
（26％削減、北海道清里町）、
市業務のアウトソーシング会
社設立（愛知県高浜市）

2．資産リスト
ラ（売却など）

（b）財務体質
の改善、経
営改革原資
の確保

PRE戦略（公共施設白書の
作成、公共施設の再配置）
→公有資産利活用型PPP

中

ヤマト運輸のコールセンター
誘致（新潟県南魚沼市、三重
県名張市）、公有温泉の民営
化、奈良県「養徳学舎」の建
替え

3．売上の拡
大

（c）税収の増
加

地域自体の魅力の維持向
上や地方再生の取組み
→規制・誘導型PPP

高

大分県豊後高田昭和のまち
づくり

（出所：筆者作成）

- 94 -

「施設白書」に求められる情報と活用方法についての考察

（A）
「コスト削減を通じた地方債償還財源の確保」を実現するためには、現在の方法よ
りコストが低いという視点で PPP の手法が採用されるため、市場化テスト、PFI、指定
管理者制度、業務委託の活用が検討されてきたと整理できる。これらは、PPP の分類で
は「公共サービス型 PPP」の手法であり、その活用の難易度は（他の PPP の類型から比
べると）低いと考えられる。
（B）
「財務体質の改善、経営改革原資の確保」を実現するために利用される手法は、PRE
（公的不動産）戦略、
「施設白書」の作成、公共施設の再配置の検討などであり、PPP
の類型では「公有資産利活用型 PPP」の手法と整理できる。それらの事例は、本稿で検
討した事例の他、市町村合併により生じた議場跡に民間事業者のコールセンターを誘致
した新潟県南魚沼市、中学校跡に誘致した三重県名張市の例などがある。公営で運営し
ていた温泉施設の運営を民間譲渡（民営化）するような事例も、公有資産利活用型 PPP
の事例の中に含まれる。難易度は、3 つの PPP の類型の間では中間程度であると考えら
れる。
（C）「税収の増加」を実現するための手法は、地域自体の魅力を維持向上することで、
まず、民間経済が活性化し結果として税収が増加することを狙う取組みである。これら
は、PPP の類型では「規制・誘導型 PPP」に整理でき、「昭和 30 年代の町」をコンセプ
トにしたまちづくりを進めるまちづくり会社「豊後高田市観光まちづくり株式会社」の
事例などがある。行政が民間と連携して行う産業振興や企業誘致の取り組みも、こうし
た事例に含まれ得る。規制・誘導型の難易度は、民の参画を得なければならない点で、
他の 2 類型（公共サービス型 PPP、公有資産利活用型 PPP と比べて）高いものと考えら
れる。
いずれにせよ、今後は、一層、公民連携を活用した取り組み、特に公有資産利活用型
PPP の事例を生み出していくことが求められよう。
2 課題 2：インフラ（道路・橋りょう・上下水道等）への展開
本稿では、「施設白書」の先行事例を通じて、将来の自治体経営に大きな影響を与え
るおそれのある公共施設の規模やサービスの在り方の見直しについて検討してきた。
自治体が抱える資産としては、インフラ（道路・橋りょう、上下水道等）も同様の課
題を抱えている。だが、「施設白書」のように、現状の課題を網羅的に整理しているも
のはほとんどない。今後の更新需要額が巨額であることが予想される点、利用料での負
担にも限界があり最終的には一般会計の負担が必要である点は、公共施設と同じであり、
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今後は、公共施設とインフラ双方についての分析や更新需要への対応が望まれる。
インフラ分野での白書の作成や活用方法のあり方については、稿を改めることとした
い。
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