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第４章 

 西尾市公共施設再配置基本方針  

     ～どのように再配置を進めていくのか～ 

 

 

４-１ ◆ 公共施設を経営資源として管理する新たな手法 

 

 第３章で説明してきたとおり、西尾市では現状、保有している公共施設すべてを

将来的に維持・更新していくことはできません。では、どの施設を優先して長寿命

化を図り、どのように施設を整理していけばよいのでしょうか。 

ちなみに西尾市が抱える公共施設に対する諸問題については、全国の市町村でも、

大なり小なりはありますが、同様の問題を抱えています。つまり、少子化・超高齢

化の進展による総人口の右肩下がりに伴い財政状況が厳しい状況になると、どの自

治体でも公共施設の維持管理・更新（建替）・新設（新築）に必要な財源の確保が

難しくなると想定されるからです。この問題を解決する方法はあるのでしょうか。 

 

■ファシリティマネジメント（ＦＭ）の定義と効果 

そこで、こうした問題を解決するために注目されているのが「ファシリティマネ

ジメント」と呼ばれるアメリカで生まれた新しい経営管理方式です。言葉の意味を

解説すると次のようになります。 

 

●ファシリティマネジメントの定義（略称：ＦＭ） 

企業、団体などが持つ業務用不動産及びその環境を組織活動にとって 

適な状態で保有、運営、維持、活用するための総合的な管理手法のこと。 

 

※ファシリティ…「施設とその環境」と定義され、具体的には業務目的のため

に使用される不動産（土地、建物、構築物、設備等）とその施設に関わるさ

まざまな環境のこと。ファシリティは「ヒト」、「モノ」、「カネ」、「情

報」に続く 5 番目の経営資源と言われています。 

※マネジメント…企業、団体などの組織活動を 適な状態（ 少コスト、 大

効果）にするための総合的な管理手法のこと。 

 

社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会（JFMA）では、FM の活用に

よって期待される（企業的な）効果を（図表４－１）のとおりとしています。 
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（図表４－１）ＦＭ活用の効果（社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■注目される公共ＦＭに基づく公共施設の見直し 

合理至上主義大国であるアメリカで生まれたＦＭは元来、企業が保有・管理する

すべての施設（土地、建物、設備等）をうまく使っていくために必要なあらゆるマ

ネジメント、すなわち、経営的視点に立って建築物等を有効・適切に計画・運営・

管理し、ダイナミックな企業活動の展開に貢献する全体的な経営活動の一つでした。 

その企業の経営手法が、相当量の不動産等を保有（有効活用していない場合が多

い）している地方自治体の経営政策に有効ではないかと、平成１２年に三重県がＦ

Ｍの導入を図ったことが、地方自治体等の公的機関で取り組むＦＭ（公共ファシ

リティマネジメント＝公共ＦＭ）の始まりと言われています。その後、国でも公

共ＦＭの実施について推奨（図表４－２）し、現在、全国各地で公共施設のあり方

の見直しの手法として公共ＦＭの導入検討が広がりを見せています。 

そして、さらなるＦＭ効果として、本年３月に発生した東日本大震災の被災自治

体で、公共ＦＭを導入して全施設の管理データを有していた青森県や千葉県佐倉市

では、施設の被災状況の把握、避難所として使用可能な施設の選別などが迅速に行

え、災害時の対応でもＦＭの体制が有効であることが、社団法人日本ファシリティ

マネジメント推進協会から報告されています。 

しかし、公共ＦＭは本当に西尾市が抱える公共施設の問題をすべて解決してくれ

る「魔法のランプ」のようなものなのでしょうか。 

 

■公共ＦＭは公共施設のすべての問題を解決してくれるのか 

実は、当たり前の話ですが、地方自治体は、事務処理に当たっては 少コストで

大効果を産み出すマネジメントの実施を、地方自治法という法律で義務付けられ

① 不要な施設、不足な施設、不適当な使われ方の施設が明らかになり、経営に 

とって 適なファシリティのあり方が示されます。 

② ファシリティの改革によって、経営の効率が 高度に向上します。 

③ 同時に、施設関連費用（施設投資・施設資産・ファシリティコスト）を 小 

に抑えることができます。 

④ 顧客、従業員その他のファシリティ利用者にとって快適・魅力的な施設を実

現します。   

⑤ 省エネルギーを実現し、コスト低減とともに環境問題にとって効果的な解決

手段となります。 
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（図表４－２）公共ＦＭの取組状況 

区分 公共ＦＭ的な公共施設の見直しを実施・検討している主な機関・自治体名 

●国土交通省（社会資本整備審議会建築分科会） 

平成１８年７月２０日付「国家機関の建築物を良質なストックとして整

備・活用するための官庁営繕行政のあり方について」の中で「官庁営繕

行政としての基本的課題を解決するためには、国土交通省は、財務省が

行う庁舎等の使用調整に積極的に協力・連携するとともに、全ての国家

機関の建築物について、そのライフサイクルを通じて、総合的に企画・

管理し、活用するといういわゆるＦＭを実施すべき」と明記 

国 ●財務省 

平成２２年６月１８日付「新成長戦略における国有財産の有効活用につ

いて」の中で、「現下の厳しい財政事情を踏まえながら庁舎等施設の効

率的な使用を図るため、国有財産の維持管理においてＦＭの手法を取り

入れる。具体的には、保全状況の監査を実施し、維持管理コストの把

握・分析を行った上で、維持管理、更新投資等マネジメントにかかる計

画（ライフサイクル・プラン）を作成し、庁舎等施設の多機能化や集約

化も含めたコスト圧縮に努める」と明記 

都 

道 

府 

県 

北海道 青森県 秋田県 福島県 千葉県 東京都 神奈川県 長野県

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 島根県 岡山県

香川県 大分県 長崎県 宮崎県 など 

市 

町 

村 

札幌市 滝川市 美唄市 弘前市 むつ市 宇都宮市 南栃市  

さいたま市 ふじみ野市 宮代町 佐倉市 流山市  山武市 習志野市 

八千代市 墨田区 杉並区 足立区 大田区 三鷹市 多摩市  

武蔵野市 狛江市 調布市 立川市 横浜市 川崎市 秦野市  

藤沢市 川口市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 海老名市 茅ヶ崎市  

刈羽村 浜松市 名古屋市 清須市 北名古屋市 岡崎市 東海市  

刈谷市 安城市 高浜市 豊川市 草津市 大阪市 豊中市 貝塚市 

寝屋川市 東大阪市 河南町 神戸市 尼崎市 明石市 松江市  

安来市 岡山市 倉敷市 東広島市 美馬市 まんのう町 直方市  

大村市 福岡市 久留米市 薩摩川内市 那覇市 など 

※太字は愛知県内の自治体です。 
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ているのです。したがって、自治体は公共施設のあり方について、公共ＦＭという

新たな管理手法があろうとなかろうと、常に 適なマネジメントを施していなけれ

ばなりません。しかし、残念ながら従前の行政的な手法だけでは効率的な施設の管

理運営には限界があります。そこで、今回、西尾市が基本計画を策定したように、

より効率的・効果的なマネジメントを実現するための有効なツール（道具）として、

公共ＦＭが注目されてきたのです。 

そして、ここで注意していただきたいのはＦＭが徹底的な利益追求を目的とした

企業の経営手法だということです。つまり、無駄な経営資源（公共施設）を持たな

い、持つべき経営資源は長期間にわたり 大限活用するというＦＭをストレートに

導入した場合、赤字の公共施設はすべて廃止になりますので、西尾市の公共施設は

市役所と小中学校の法定施設以外はなくなることになります。これは、少しばかり

誇張表現になりましたが、自治体は利益の追求が本旨ではないため、企業の経営活

動の導入が行政の抱える問題の解決策にはならない場合があるということです。 

しかし、公共ＦＭという考え方は、自治体経営の改革策として間違いなく有効な

手段です。そして、行政にとっても、市民の皆さんにとっても、これまでのスタイ

ルから脱却する勇気と覚悟が必要になる非常に厳しい手法でもあります。 

では、自治体でＦＭのような民間の経営手法を突き進めた場合にどうなるのでし

ょうか。本章Ｐ７１でもふれていますが、官（Public）と民（Private）が互いの

役割を明確に分担して地域を良くしていくという動きをＰＰＰ（Public Private 

Partnership＝公民連携）といいます。例えば、事業の企画段階から民間事業者が

参加するなど、より幅広い範囲を民間に任せるような手法のことです。 

このＰＰＰを究極までに進めた、驚くべきアメリカの１０万人都市での事例を次

頁で紹介します。 

 

■公共ＦＭの考え方を踏まえた公共施設再配置の推進 

西尾市では、リスクマネジメントの有効手段として公共ＦＭの理念を踏まえた形

で、これまで以上に徹底した効率的・効果的な公共施設の維持・管理・運営方法及

び施設配置を進めていきます。このことを言い換えると、公共施設再配置とは、

公共ＦＭという経営管理活動の考え方を踏まえて、公共施設の現状について調査 

地方自治法 第２条第１４項 

 地方自治体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努める

とともに、 少の経費で 大の効果を挙げるようにしなければならない。 
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・分析した上で、将来を見通した 適な施設配置及び効率的・効果的な維持管理

を実現していくことだと言えます。 

西尾市では、平成 23 年度に企画部企画政策課内に公共施設対策プロジェクトチ

ームを設置して、合併後の公共施設データを収集しました（別冊資料編Ｐ１１～）。

このデータから各施設の現状と課題を明らかにして、公共ＦＭ的観点から、公共施

設の再配置を進めていきますが、その基本理念は次のとおりとします。 

 

究極のＰＰＰ（公民連携）  民間が自治体を経営する都市 

～市職員５人で運営されている人口１０万人の米国都市～ 

  

アメリカ合衆国南東部に位置し、アトランタ市を州都とするジョージア州に、サン

ディ・スプリング市という人口１０万人のまちがある。ここは「民間によって運営さ

れている」ＰＰＰ市で、ほぼすべての行政サービス（警察・消防を除く）を民間企業

に包括的民間委託していることで、わずか市職員５人で、同規模の市に比べて約半分

の予算で運営されている。 

究極のＰＰＰとは、どのようなものか。 

例えば、道路の維持補修は、予算が付いたから道路工事をするのではなく、予算が

なくても今実施した方が結果的に費用を削減ができるという方法で、民間企業が特殊

車両で地域内道路を踏査して維持補修計画を立てて実行している。また、専用施設が

なければ機能が保てないという発想ではなく、空いていれば、どんな用途でも複合的

に利用することで稼働率を引き上げるため、自前の庁舎は民間オフィスを借り、議場

も専用ではなく市営裁判所と共用である。 

そして、何よりも、こうした民間委託を決めたのが市ではなく市民であるという点

だ。市民は限られた時間の中で迅速にサービスを開始する方策として、この手段を選

んだのだ。要は、そのサービスの提供者として、誰が適当かを個別に判断した結果

が、たまたま包括的民間委託だったということである。官がいいとか、民がいいと

か、という考えではなく、前例にとらわれずに 善を探す責任感に基づく選択なの

だ。 

自分の資産を持たずに、民の効率的な経営手法を各所で導入しながら、 終的な責

任は市民が負っている。この町では、将来的に公共施設やインフラ設備の老朽化によ

る更新問題は起きないだろう。サンディ・スプリング市のＰＰＰ運営は、日本の学術

研究機関及び地方自治体が注目・研究している取り組みであり、これからの日本の都

市の進むべき方法を示唆していると言える。 

 

出典：根本祐二著『朽ちるインフラ』日本経済新聞出版社 より抜粋要約 

参考トピックス 



 
         

－ 61 － 

西尾市公共施設再配置基本計画 

４－２ ◆ 公共施設再配置を進める上での３つの基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

理念① 

３Ｍ（ムリ・ムラ・ムダ）の解消とリスクマネジメント（危機管理戦略） 

 

■公共施設の３Ｍ（ムリ・ムラ・ムダ）の把握から解消へ 

今日の自治体経営で問われているのは、あらゆる市民ニーズに応えるため、さ

らなる借金と貯金の取り崩しを重ねて、次世代（＝現在の行政サービスを直接、

享受できない子どもたち）への負担を増やしていくことか、あるいは、財政規模

にふさわしい経営規模（行政サービスの範囲）に見直し、国や県に頼らずに市町

村独自の財源を少しでも確保する仕掛けをつくって、次世代への負担軽減を図る

ことか、このどちらの道を選択していくべきか、ということです。 

西尾市では、まちの未来を託す大切な宝である子どもたちが引き続き住んでいた

いと感じられるよう、後者の仕掛けづくりのツール（道具）として公共ＦＭの考え

方を踏まえて、 少コストで 大効果を目的に、これまで見過ごしてきた公共施設

の３Ｍを把握して解消するために公共施設再配置を進めていきます。 

 

■自治体経営の継続的なリスクマネジメントとして取り組む公共施設再配置 

第３章で再配置が必要な理由として説明したとおり、将来、確実視されている生

産年齢人口の減少は、経済規模の縮小のみならず、医療、福祉、教育、文化、雇用、

産業、社会環境、生活環境等、さまざまな分野に影響することが懸念されています。

また、出口の見られない不透明な経済情勢から低経済成長が続くと想定した場合、

自治体経営にあたっては、緊急突発的な財政悪化に陥ったときのリスク（危機）

をコントロール（管理）できるマネジメント（戦略）を、西尾市だけではなく、

どの自治体も常に考えていなければいけない時代だと言えます。 

ところで、自治体が保有する公共施設について、日本建築学会の「建築物の耐久

計画に対する考え方」では、学校や官庁建築物の望ましい目標耐用年数を５0 年～

●公共施設再配置の基本理念 

理念①３Ｍ（ムリ・ムラ・ムダ）の解消とリスクマネジメント（危機管理戦略） 

理念②ハコモノに依存しない行政サービスの提供～施設重視から機能優先へ～ 

理念③市民と行政が共に考える公共施設の未来 
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８０年以上としています。このように半世紀以上の長い時間の中で維持管理される

公共施設にかかるコストは自治体経営の舵取りに大きく影響します。次世代の負担

に影響しないように公共施設の 適な保有総量の実現を目指していくという公共施

設再配置という政策は、長期的な自治体経営を考えるときに、非常に有効なリスク

マネジメントです。そして、長期的であることは、すなわち継続性を持つことです。

将来のリスクを回避するためにも、西尾市では基本計画策定を機に全庁的に公共施

設再配置を開始し、継続的に取り組んでいきます。 

 

■すべて「赤字経営」の公共施設で果たす再配置の役割 

さて、公共施設で一番コストがかかるときは、大規模でも小規模でも、施設を新

たに建設するときです。一般的に市町村が一定規模の施設を新設する場合は、基本

的に借金をしなければならないため、自動的に次世代への負担が増えることになり

ます。だからと言って、公共施設再配置では、新しい公共施設の建設を全面的に否

定するわけではありません。その時代、時代の社会情勢や市民ニーズに基づく新た

な行政サービスが求められ、既存の公共施設で対応ができない場合は、新たに公共

施設を建設するという積極的な投資政策を選択する場合はあるからです。 

では、公共施設の新設には一体いくらぐらいの税金を使うのでしょうか。 

新たな公共施設の建設費（イニシャルコスト）の主なものをあげますと、既存施

設の更新（建替）ではないため、まずは建設用地の取得費、必要に応じて土地の測

量登記費、そして施設設計費、施設建設費となります。建設後は毎年、施設の維持、

修繕などに対する維持管理費（ランニングコスト）が発生します。 

例えば、平成１７年に新設された『鶴城ふれあいセンター（鉄骨平屋造／延床面

積８８９．９０㎡）』では、イニシャ

ルコストの建設費が約４億 8,198 万

円 で し た 。 こ の う ち 施 設 建 設 費 

約 1 億 8,671 万円の約 7 割にあた

る約１億 2,430 万円が借金です。ラ

ンニングコストである維持管理費は、

施 設 収 入 で あ る 利 用 者 負 担 年 額 約 

２２万円を差し引いた約 1,318 万円 

（平成２２年度実績一般財源分）にな

ります。これが公共施設を新たに建設した場合のコストの一例です。 

市民の皆さんの中にはお気付きの方がいるかもしれませんが、『鶴城ふれあいセ

●鶴城ふれあいセンターの新設コスト 

○建設費（イニシャルコスト） 

 約４億 8,198 万円（Ｈ17 建設） 

  →施設建設費 約 1 億 8,671 万円 

   →借  金 約 1 億 2,430 万円 

○維持管理費（ランニングコスト） 

 約 1,318 万円×使用年数 

◎合計 約４億 9,516 万円（建設年と翌年） 
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ンター』は「赤字経営」です。平成 22 年度実績では、維持管理費の約 1.6％の利

用料収入しかなかったので、維持管理費の約 1,318 万円はすべて「赤字」です。

この赤字を施設の法定耐用年数で乗じると約５億円（1,318 万円×38 年）の赤

字を積み上げることになりますが、実際には、これに定期的な施設保全費（大規模

改修費）が加算された赤字を市民の皆さんの税金で負担することになります。 

市民の皆さんの多くは「公共施設が赤字なのは当たり前だ」という認識をお持ち

だと思いますが、ではなぜ、西尾市は基本理念として公共施設の３Ｍの解消を掲げ

て再配置に取り組もうとしているのでしょうか。３Ｍの解消によって公共施設の赤

字も一挙に解消できるのでしょうか。 

答えは「ＮＯ」です。本章Ｐ５９で説明したとおり、自治体には 少経費による

大効果をあげることが法律で義務づけられていますが、一方で住民の福祉の増進

に努めるという義務も法律で定めているからです。したがって、公共施設再配置と

は、公共ＦＭという企業の経営手法の観点から、施設のコストや利用率などを、そ

の施設（機能）が必要なものかどうかの判断材料の一つとして分析し、住民福祉の

増進に努力（赤字経営）しながら「当たり前の赤字」をできる限り少なくする（

少経費で 大効果）という、公共サービスが抱える「矛盾」を前提とした自治体経

営改革の一つの方策だと言えます。 

 

■新たな公共施設の建設は施設のスクラップ＆ビルドを条件に 

西尾市では現状の公共施設すべての更新ができないという現実的な問題に直面し

ていることから、新たな公共施設の建設にかかるイニシャルコスト及びランニング

コストについての財政負担を、次世代に残さないためにも軽減していかなければな

りません。現在、ピークと考えられる公共施設（第３章Ｐ２６）を増やさないため

には、やはり、将来的に確実視される人口減少に合わせた公共施設の保有総量の

圧縮を段階的に進めていく必要があります。そのためには、原則として、市民の

皆さんの生命や財産に緊急的にかかわるような施設以外に新たな公共施設の建設を

控えたり、人口増加率の範囲内を前提条件に新設を認めたりするような厳しい抑制

策が必要となります。 

しかし、その時代のさまざまな情勢から新たな公共施設をどうしても建設すると

いう政策が求められるときがきっとあるはずです。その場合には、既存の一施設

を廃止（スクラップ）して、一つの施設の新設（ビルド）することで保有総量の

抑制を図っていくべきだと考えています。 
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理念② 

ハコモノに依存しない行政サービスの提供～施設重視から機能優先へ～ 

 

■ハコモノ行政の後遺症 

「ハコモノ行政」という言葉を聞いたことがありますか。これは、国や地方自治

体が建設した公共施設などが、その計画や運用の失敗のため、施設が有効利用され

ないばかりか維持管理コストが財政に悪影響を及ぼす非効率で無駄な公共事業を批

判するときによく使われる言葉です。もちろん、すべての公共施設がこうしたハコ

モノ行政の産物ではありません。ではなぜ、日本ではたくさんの公共施設が次々に

造られてきてしまったのでしょうか。 

その理由の一つに景気浮揚を目的とした経済対策があげられます。そのことが悪

いということではありませんが、問題はインフラ整備を中心とした公共事業を「建

設することを目的」にして、本来明確にすべき「何に利用するか」や「どのように

活用するか」が十分に検討されないまま事業が進められたものが散見されるという

ことです。 

もう一つの理由は、高度経済成長期や人口急増期などに住民の福祉増進を目指し

て行政サービスが拡大されたことがあげられます。急激な人口増加と経済成長は自

治体の財政的体力を飛躍的に向上させ、全国各地で新たな公共施設が次々に整備さ

れたのです。西尾市においても、昭和４０年代後半から５０年代後半にかけて公共

施設の整備が集中し、学校、保育園、公民館、体育館、市営住宅などが建設されま

した（Ｐ２６図表３－４参照）。 

しかし、２１世紀の少子化・超高齢化社会を迎えて、ハコモノを取り巻く社会情

勢は大きく変わりました。当初の設置目的の使命を終えたハコモノ、安全性に不安

を抱えるハコモノ、利用率の低いハコモノ、維持管理コストが高額なハコモノなど、

ハコモノの現状を調査・分析していくと、こうした公共施設の課題や「見えなかっ

たムダ」が見えてくるはずです。そして、人口減少という将来のシナリオを理解し

ながら、ハコモノ行政の後遺症とでも言うべき、このような問題点を解決せずに放

置しておくことは、自治体経営を段階的に硬直化させ、それが結果として次世代に

大きな負担を強いることになるのです。 

 

■選択と集中で限られた財源（税金）を本当に必要な行政サービスに 

現在、国から市町村へ事務事業や予算が移管される地方分権、地域主権が進めら

れ、これまで行政が直接担ってきたサービスを地域住民、市民団体、民間企業など



 
         

－ 65 － 

西尾市公共施設再配置基本計画 

の多様な主体により担われる環境が整えられつつあります。このことは、ＰＰＰ

（公民連携）とか市民協働というキーワードでよく説明されます。 

そして、少子化・超高齢化社会が進む中、現在の低経済成長期がこのまま常態化

してしまうと仮定した場合、自治体があらゆる市民ニーズに対応する行政サービス

の提供を実現しようとすることは非常に難しく、そこで無理をしてしまうと財政破

綻した夕張市のような 悪のシナリオを選択することになります。 

したがって、持続可能な行政サービスを提供していくためには、行政ができるサ

ービスとできないサービス（＝行政以外の主体で実施できるサービス）のふるいわ

け（仕分け）をして、限られた財源の使い道を集約させていかなければなりません。

このことは、売上高や収益率を 優先する企業の経営戦略用語で「選択と集中」

と呼ばれています。 

選択と集中をビジネス用語的に説明しますと、企業が得意な事業領域を明確にし

て、限られた経営資源を 大限に無駄なく集中的に投下することで、短期間で利益

拡大（＝顧客満足度向上）を狙うということになります。つまり、かつての潤沢な

財源をベースに自治体が行政サービスの「あれもこれも」と担ってきた守備範囲

を、限られた財源の中で「あれかこれか」と選択した範囲に税金を集中させる時

代に突入しているということです。したがって、限られた財源（税金）をこれだ

けは行政が行わなければいけないものだと選択したサービスに対して集中して投入

するということになりますので、さまざまな行政サービスにも選択による優先順位

が付けられていくことになります。 

 

■「一機能・一施設」という従来型の施設配置のあり方からの脱却 

実は、これまで多くの公共施設は、一つの機能のために一つの施設が必要という

考え方に基づいて配置されてきました。このため、新たな行政サービス機能を増や

すために新たな施設を建設してきました。この大きな理由は、市町村が施設整備費

に利用する国や県の補助金の対象が施設機能を限定している（縦割主義の弊害）か

らで、財政負担を軽減したい市町村の政策自体に誤りがあったわけではありません。 

しかし、こうした「一施設・一機能」の考え方による公共施設の配置方法では、

施設で行われている行政サービスの選択と集中の結果が、その施設に対する選択と

集中の結論を拘束することとなり、再配置を進める大きな壁となってしまうのです。 

 では、こうした従来型の公共施設の配置の具体例を紹介しましょう。 

社会教育施設である『福地ふれあいセンター』の同一敷地内に『高齢者交流広場

福地福祉会館（以下、福地福祉会館とする）』という高齢者福祉施設が併設されて 
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（図表４－３）福地福祉会館と福地ふれあいセンターの施設データ比較表 

福地福祉会館 項 目 福地ふれあいセンター 

平成 20 年 4 月 建 設 年 月 平成 12 年 3 月 

約 3,752 万円 建  設  費 約１億 7,798 万円 

鉄骨平屋・延床 124.71 ㎡ 施 設 構 造 鉄骨平屋・延床 895.24 ㎡ 

有（厚生労働省） 国 庫 補 助 有（文部科学省） 

高齢者福祉施設 施 設 区 分 社会教育施設 

宅老事業 設 置 目 的 公民館（貸室） 

在住者 利 用 対 象 在住、在勤、在学者 

無料 利  用  料 有料 

2,894 人 年間利用者数 28,466 人 

約８人 一 日 平 均 約 96 人 

１６．２％ 利 用 率 ４８％ 

約３３万円 年間維持管理費 約８５７万円 

約１１４円 一 人 当 た り 約３０１円 

福祉部 長寿課 施設所管課 教育委員会事務局 生涯学習課 

※年間利用状況は平成 22 年度実績による。維持管理費は一般財源分。 

 

います。この２つの施設のデータは（図表４－３）のとおりです。 

施設を設置する根拠法令が異なる『福地ふれあいセンター』と『福地福祉会館』

は、それぞれの機能（社会教育・高齢者福祉）を実現することを目的に、それぞれ

の施設を配置するというスタイルで、同一敷地内に建設されました。 

福地福祉会館 福地ふれあいセンター 
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皆さんは、『福地福祉会館』で行われている行政サービス（機能）を『福地ふれ

あいセンター』を使って実施できないのか、と思いませんか。施設の利用率から見

ても、それは可能と思われます。また、利用対象者の範囲も若干の差異はあるもの

の、どちらも貸室事業（『福地福祉会館』は事業に支障が無い場合のみ）を行って

いますが、同一敷地内の公共施設でありながら、一方は有料、他方は無料、という 

利用者負担システムはおかしいと思いませんか。 

公共施設を経営資源として活用する公共ＦＭの考え方に基づいた場合、『福地福

祉会館』を建設する前に、高齢者福祉機能を『福地ふれあいセンター』の中で実施

することができないかを十二分に検討して、『福地福祉会館』の新設を抑制したと

思います。ちなみに、『福地福祉会館』を建設しなかった場合の税金の回収可能額

を試算すると、建設費に年間運営費×耐用年数（38 年）を加算した約 5,000 万

円（うち国庫補助 3,000 万円）になります。 

これから取り組む公共施設再配置では、従来型の一施設・一機能の施設配置とい

う考え方から脱却し、施設と機能を分離して行政サービスを展開していくことを考

えていきます。言い換えると、選択と集中により、経営資源として必要のない施設

は統廃合して整理していきますが、必要な機能は残していくということになります。 

無論、整備したばかりの『福地福祉会館』の統廃合を今直ちに考えているわけ

ではありません。しかしながら、公共施設を経営資源として有効に活用していくた

め、将来的には『福地福祉会館』の機能と『福地ふれあいセンター』の機能を併せ

持つ多機能化や複合化といった選択枝は避けては通れないと考えています。 

つまり、これからは、既存の枠組みを超えた公共施設の多機能化、複合化など、

これまでにない大胆かつ柔軟な公共施設再配置を考えていかなければならないとい

うことです。そのためにも、機能を残すための何らかの優先基準を設けることは必

要となってきます。 

ただし、多機能化や複合化については問題があります。それは市町村が国や県の

補助金を受けて建設した施設は、補助対象となった目的以外に使用が制限されてい

ることです。しかし、国や県では市町村が時代に合わせて施設の使用目的を転用で

きるように補助金交付１０年後を目途にその制限を弾力的に緩和しています。さら

に西尾市のように合併した市町村は認められれば 10 年以内でも使用変更ができる

特例があり、そうした規制緩和を利用することも再配置には大切な視点です。 

先述の「選択と集中」により必要と判断された行政サービスについては、その機

能の維持を 優先に考え、そのために施設が必要となる場合、その 適な規模と機

能の確保という再配置の視点により、社会ニーズに対応していくことになります。 
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理念③ 

市民と行政が共に考える公共施設の未来 

 

■各地域に公共施設を全く同じバランスで配置することは不可能 

公共施設の再配置を考えるときに、小中学校区や合併前の行政区域など、地域単

位ごとに、まったく同じように公共施設を配置すること（＝フルセット配置）を実

現することは、選択と集中が求められている時代では非常に難しく、むしろ不可能

と言わざるを得ません。あれもこれも、といった、かつての「ハコモノ行政」的視

点では、結果として次世代への負担を増やしていくだけのものになるからです。 

また、西尾市がこれから取り組む公共施設再配置では、公共ＦＭの考え方に基づ

くため、施設のフルセット配置の実現を目的としたものではないからです。 

具体例で説明しましょう。 

社会教育施設である「ふれあいセンター」や「公民館」は、旧西尾市では、小学

校区単位で配置している地域、中学校単位で配置している地域、配置していない地

域があります。旧３町では、佐久島中を除いた中学校区単位で配置しています。こ

の地域間格差をフルセット配置の実現のために是正しようとする場合、佐久島小を

除いた西尾市の小学校２５校区のうち１２校区に社会教育施設を配置することにな

ります。では、そうした場合の費 

用はどのぐらい必要になるので 

しょうか。 

社会教育施設の建設費の平均は    

1 施設あたり約２億 1,６９１万円

（用地取得費等を含まず）で、維持

管 理 費 の 平 均 は １ 施 設 あ た り 約

2,097 万円、１２校区に社会教育

施設を新設した場合、用地取得費等

を含まない建設費だけで約２６億 

２９２万円、それに維持管理費を法

定耐用年数（３８年）で乗じた約 

９５億６，２３２万円を加えた総額

約１２１億６，５２４万円の費用が

必要になります（図表４－４）。 

この費用を西尾市の財政規模から

（図表４-４） 社会教育施設の建設費・維持管理費 

（円）

建設費 維持管理費（Ｈ22）

1 青年の家 165,280,000 16,035,119         

2 働く婦人の家 62,818,880 14,062,699         

3 寺津ふれあいセンター 185,910,000 20,110,146         

4 米津ふれあいセンター 179,959,500 9,004,310          

5 福地ふれあいセンター 177,975,000 8,570,524          

6 西野町ふれあいセンター 134,400,000 9,853,078          

7 八ツ面ふれあいセンター 190,076,000 8,675,739          

8 鶴城ふれあいセンター 173,709,900 13,401,500         

9 室場ふれあいセンター 81,650,000 10,816,399         

10 三和ふれあいセンター 97,020,000 12,908,290         

11 一色町公民館 942,663,000 80,157,944         

12 横須賀ふれあいセンター 239,400,000 8,628,663          

13 吉良町公民館 361,787,000 44,078,255         

14 幡豆ふれあいセンター 193,499,550 20,653,616         

15 幡豆公民館 67,554,000 37,558,398         

3,253,702,830 314,514,680

216,913,522 20,967,645

社会教育施設　名称

合　　計　　額

１施設あたりの平均額

社会教育施設の建設費・維持管理費
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負担しようとすれば、膨大な借金を重ねるか、他の行政サービスにかかる予算を大

幅に削減しなければいけないことになります。  

それでも地域からは社会教育施設を新設してほしいという強い要望が上がったと

したら、公共施設再配置を進める中で、どう対応すれば良いのでしょうか。 

社会教育施設の平均利用率は１施設あたり約５１．6％（資料編Ｐ２０）です。

利用率だけで考えると１施設で２地域をカバーできます。ただし、同じ時間帯に利

用が集中している場合、それは現実的ではありません。社会教育施設の主な機能は

貸室と講座開催です。講座の開催場所と貸室は、条件が合えば、同じ地域内の社会

教育施設以外の公共施設でも実施可能（代替施設）です。特に講座については、民

間でも同様な講座を開催していることから、事業の運営主体の移管も可能になりま

す。 

といった具合に、公共ＦＭ的な観点から再配置を行う場合、 少コストで 大効

果を示すため、施設の新設を前提としないで、必要な行政サービス機能を地域で展

開できる方策を考えていくことになるのです。 

 

■市民と共に進める公共施設再配置で公共施設の未来を描く 

西尾市が、次世代に大きな負担を残さずに、公共施設を適切に引き継ぐことを目

的に、公共ＦＭの考え方に基づく公共施設再配置を進めるにあたり、次の２点を市

民の皆さんと行政との共通認識として形骸化しないように心掛けていきます。 

 

このことは、私たち職員一人ひとりが意識するのはもちろん、市民の皆さんにも

ぜひ、ご理解をしていただきたいと思います。 

では、地域を無視した再配置を行っていくのか、という危惧を抱かれると思いま

すが、そうではありません。まずは、西尾市という私たちのまち全体の中で、市民

の皆さんにとって必要な行政サービスは何か、そのために公共施設の配置は必要な

のか、公共施設がなくてもサービスの提供ができるのか、配置が必要であれば、ど

こに施設を配置するのか、などについて考えます。次に、配置される施設の機能や

用途、施設間の距離や交通利便性、地形、社会ニーズなどから施設の過不足や配置

●公共施設再配置を進めていくときの基本姿勢 

◎一つの機能のために一つの施設を整備していくという従来型の考え方からの

脱却を図ること（基本理念②より）。 

◎地域単位で施設のフルセット配置を実現することを目標にしないこと。 
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バランスなどについて検討していくことになります。さらに、市域を超えた広域的

に利用できる施設の検討が加えられるかも知れません。 

こうした議論を重ねることは、公共施設再配置という枠組みから、新市のまちづ

くりという次元の議論につながっていくことになるかもしれません。なぜなら、公

共施設再配置を考えるということは、市民生活と行政との新たな関係を考えること

であり、未来のまちのあり方のフレーム（枠組み）に深く関係しているからです。 

理念②で述べたとおり、公共施設再配置のポイントは、施設（建物）を重視する

のではなく、機能を優先することです。ハコモノの整備ではなく機能の維持を優先

することで、地域単位で施設のフルセット配置を目指さないという公共施設再配置

に対しては、市民の皆さん一人ひとりの満足度の価値観が異なることから、特にハ

コモノの整備を期待される人からは百点満点をいただくことは非常に難しいと考え

ています。 

なお、公共施設の地域バランスの一つの考え方として、西尾市と同じ合併自治体

（１２市町村による大規模な合併）である静岡県浜松市が、公共施設の用途別・利

用圏域別区分による整理・統廃合を再配置基本方針として定めています（第３章Ｐ

３0）。  

公共施設再配置を進めるにあたり、公共施設をよく利用するかたはもちろん、利

用頻度の少ないかたの声も広く聴く機会を設けて、より多くの市民の皆さんが納得

できるような公平な再配置プランを検討していきたいと考えています。 

そして、多くの市民の皆さんが利用しやすい施設とするため、施設の設置目的や

業務内容等を整理して費用対効果なども的確に把握した上で、施設の開館時間や開

館日などについても柔軟かつ弾力的に対応し、また、受益者負担の適正化の観点か

ら利用者の公平性を損なわない統一的な料金体系などについても研究していきます。 

 

■公共施設再配置の目的は効率性だけではない～補完性の原理～  

ところで、行政における効率性とは何でしょうか。 

本章Ｐ６２の『鶴城ふれあいセンター』の新設コストのところでも説明したとお

り、公共施設の運営はすべて赤字です。利用者が負担する使用料だけで運営されて

いる施設は一つもありません。企業会計で運営されている市民病院もしかり（別冊

資料編Ｐ４１～参照）です。企業であればＦＭによって赤字施設はさっさと切り捨

てられます。これが企業の効率性です。 

でも、大災害が起きたときに開設される避難所がいかに大切か、阪神淡路大震災

や東日本大震災を目の当たりにした私たちは痛切に感じているでしょう。赤字を理



 
         

－ 71 － 

西尾市公共施設再配置基本計画 

由にすると、公共施設のほとんどは廃止することになります。市民病院が廃止され

れば、多くの市民の皆さんの健康や生命に大きな影響を与えるでしょう。 

公共施設は市民の皆さんに対して単に行政サービスを提供する場所ということで

はなく、市民の皆さんの「生命」を育み、「生活」を守り、「人生」を支えていく

場所でもあります。そうした市民生活に密着した公共施設の整備と管理運営にたく

さんの税金を投入することになるわけですので、次世代への財政負担の軽減という

財政面の効率性の追求も大切ですが、市民の皆さんに役立つ機能性を社会環境の変

化などに迅速に対応できるようにしていく視点も忘れてはいけないと考えています。 

しかし、今後、すべての公共施設の維持・更新は現実的には不可能です。だから

こそ「選択と集中」による行政サービスの仕分けによって優先順位を決め、本当に

必要な公共施設の行政機能の維持存続に対して、限られた財源を有効に配分してい

かなければなりません。そして、選択された行政サービス（機能）が、再配置によ

ってサービス低下を招かないようにできる限り工夫を凝らすことが、公共施設再配

置を考えるときに重視しなければいけないことであり、そのことは私たち職員の絶

対的な責務でもあります。 

高度経済成長期に行政が地域社会のすべての業務をあれもこれもと担っていた時

代から、今は、あれかこれかの選択と集中が必要な時代です。地方主権が進む地域

社会では、原則として、地域住民（自分）でできることは地域住民（自分）が担

う（自助）ことになります。そして、地域住民ができないことは町内会、ＮＰＯ、

企業など地域社会を構成するみんなで担い（共助）、それでもできないことは市

町村、県、国が担う（公助）という「補完性の原理」と呼ばれる住民主体の自治

システムの確立も公共施設再配置を進める上で非常に重要な動きであると認識して

います。 

 

▼補完性の原理 

自 助 個々の力でできることは個々が行う 

共 助 みんなで力を合わせればできることはそのなかで行う 

公 助 みんなで力を合わせてもできないことは、大きな単位で行う 

 

補完性の原理の一つスタイルが、官（Public）と民（Private）が互いの役割を

明確に分担して地域を良くしていくＰＰＰ（Public Private Partnership＝公民

連携）と呼ばれる動きです。ちなみにＰＰＰの具体的な事例については、本章Ｐ 
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６０で紹介しています。 

こうした官と民が役割分担をして公共的なサービスを支えていく手法として、公

共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

して行うＰＦＩ（Private Finance Initiative）があります。公共施設の整備、運

営に税金を使わずに利用者の負担金と民間資金を投入するというＰＦＩ事業ですが、

全国の自治体のうち約１割程度しか実施されていないのが現状です。このため、国

は平成２３年度に法律を改正し、対象施設の拡大や民間事業者の参入意欲を高める

制度構築により、さらなる運用拡大を目指しています。 

参考までに西尾市では、施設建設を伴う大型事業の施設整備初期費用が概ね１０

億円以上を計画する場合は、構想段階時にＰＦＩ導入効果の検討が必要としていま

す（『西尾市ＰＦＩ研究報告書』平成１７年３月）。 

また、住民と行政がお互いに対等の立場で、ともに考え、ともに行動しながら公

共サービスを担う市民協働という役割分担の形も注目されています。ちなみに西

尾市では、平成２３年度より地域振興部に市民協働課を設置して、市民協働の推進

を図っています。 

こうしたさまざまな動きについては、自治体経営改革の一つである公共施設再配

置にとっても非常に重要であるため、今後も引き続き、情報収集と研究を進めて、

可能なところから再配置に生かしていきたいと考えています。 

 

  

 

公共施設は「赤字経営」が基本。選択と集中による行政サービスの仕分けも必要だが、 

効率性の追求だけが公共施設再配置の目的ではない（写真＝一色町公民館） 
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４－３ ◆ 西尾市公共施設再配置基本方針 

 

第３章において示した西尾市の公共施設に向けられたさまざまな課題と環境、そ

して、西尾市行財政改革大綱の基本理念である「効率的で持続可能な行財政運営の

確立」に、前項の再配置を進める上での基本的な理念を踏まえて、西尾市では、次

の３点を公共施設再配置基本方針として掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本戦略１）公共施設のスクラップ＆ビルドで総量抑制 

 現在の規模がピークと考えられる公共施設の保有総量は、近い将来に確実視され

る少子化・超高齢化に伴う人口減少の動きに合わせて、その圧縮を段階的に図って

いかなければなりません。そのためには、原則として、市民の皆さんの生命及び財

産に緊急的に必要なものを除いて、新たな公共施設の建設を進めていかないことに

します。しかし、西尾市は今後、新たな公共施設を全く建設しないといっているわ

けではありません。なぜなら、今後の社会経済情勢を背景に、さまざまな市民ニー

ズに応えるため、既存の施設では代替が不可能で、政策上、新たな公共施設の建設

計画を実行しなければならないときが現実に起きることがあるからです。その場合

は、新設を再配置のチャンスとして考え、施設の保有総量及び施設全体のランニン

グコストの抑制を前提とした計画を立案することにします。 

つまり、保有総量を増やさないため、新設予定の公共施設と既存の公共施設の廃

止することを条件に、新設を行うのです。一つの施設を廃止（スクラップ）して、

一つの施設を建設（ビルド）することで、保有総量の増加は抑制されることになり

ます。当面の間は人口増減率に応じた保有総量の上限を設定しながら、新設に対し

ては施設のスクラップ＆ビルドにより、保有総量の抑制を図っていきます。 

したがって、今から直ちに公共施設の保有総量を大幅に圧縮していくわけでは

ありません。公共施設再配置は、人口減少期の財源低減を想定したリスクマネジ

基本方針１ 

人口減少に伴って、機能を維持する方策を講じながら、公共施設の

保有総量を段階的に圧縮するため、原則として、新たな公共施設は

建設しない。 

ただし、政策上、新たな公共施設の建設を計画した場合、既存施設

の廃止を進めることで、施設の保有総量の抑制を図るものとする。  
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メントとして取り組むものだからです。 

再配置を進める上で必要と判断した公共施設の更新や大規模改修（保全整備）に

対しては、財源調整の中で財源をしっかり確保し、確実に進めていきます。そして、

前述したとおり、政策上、すなわち現在策定中の「第７次 西尾市総合計画」の推

進施策として判断された施設の新設においても保有総量の抑制を前提とした上で積

極的に進めていきます。 

ただし、想定外の要因によって財政状態が一気に悪化した場合、この基本方針を

見直し、更なる厳しい条件を設定して公共施設の保有総量の圧縮を進めることで、

行財政運営の健全化に貢献していくものとします。 

なお、公共施設の新設・更新をする場合、従来の一つの施設で一つの機能という

ハコモノの整備方針から脱却し、利用対象者、周辺の公共施設の立地状況などに鑑

み、施設の多機能化、複合化を推進するため、機能が多様化した場合でも対応でき

るスケルトン方式（注１）を施設の基本仕様として検討します。 

（注１）スケルトン方式 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です。 

 

 

  

 

 

 

 

（基本戦略２）機能の優先度は３区分に分け、市民ニーズも踏まえて柔軟に対応 

 現有の公共施設すべての更新は非常に難しいため、持続可能な行政サービスの提

供を実現するために、施設（ハコモノ）ではなく機能重視に着眼点を置いた再配置

を行っていきます。このため、施設の更新については、行政サービス機能の優先順

位により公共施設の再配置を考えていきます。西尾市では、施設の維持よりも機能

を重視して優先させるという公共施設再配置の基本理念に基づき、公共施設におけ

る機能を更新（建替）する判断基準として、機能の優先度を「 優先」、「優先」、

「その他」の３区分に分けて、考えてみました（Ｐ７７図表４－５）。 

ただし、この優先度の定義は、施設の維持を優先するという意味ではなく、あ

くまでもその機能を存続させることを優先的に考えるという意味です。 

 

基本方針２ 

現有の公共施設が更新（建替）時期を迎える場合、機能の優先順位

に基づき施設維持の可否を決め、優先度の低い施設は原則として、

すべて統廃合を検討する。 
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■ 優先機能の考え方  

市町村（地方公共団体）が行う事務、特に法律で義務づけられているものには、

国民健康保険事業、介護保険事業、生活保護、都市計画決定、市町村道・橋りょう

の建設・管理、上下水道の整備・管理運営、小中学校の設置・管理、一般廃棄物の 

収集や処理、消防・救急活動、住民票や戸籍の事務などがあります。これらを公共

施設の現状と照らし合わせると、義務教育機能（小中学校）と行政機能（市役所事

務室スペース）と防災機能（消防署・避難所等）は必要不可欠な機能として、その

維持存続は 優先にすべきと考えられます。 

中でも義務教育機能として使用されている小中学校は、一定の敷地を備えて各地

域に配置されていることから、防災機能と地域ニーズに的確に対応した拠点施設に

成りうる可能性を有しています。行政機能と防災機能はＰＰＰ（公民連携）により、

官と民との役割分担ができることから、西尾市では、義務教育機能を一機能・一

施設の考え方から脱却し、これからの地域ニーズに対応した多機能化を図ること

を条件に 優先機能として位置づけます。 

  ただし、 優先機能であっても、例えば少子化が進めば小学校の統廃合を検討す

ることになりますから、長寿命化対象施設に指定されたとしても、無条件な更新

を保障しているわけではありません。そのときの社会経済情勢から市民ニーズ、

そして、もちろん、財源確保まで総合的に踏まえた上で、機能の存続についての可

否を判断していきます。 

 

■優先機能は市民意識調査結果に基づいて 

優先機能の更新は財源確保の裏づけを得た上で実現

の可能性を検証して決定していきます。優先機能は市

民意識調査結果で「これからどの公共施設を維持・充

実していくべきか」という設問に対して、２０％を超

えていた上位６施設のうち、 優先とした義務教育機

能と今回の再配置対象ではない「公園・緑地」を除い

て行政機能を加えた５機能～医療保健機能・防災機

能・福祉機能・子育て支援機能～としました。５機

能の優先順位は施設の更新時の市民ニーズによるもの

のとしますが、現在の社会情勢を考えた場合、防災機

能、（高齢者）福祉機能、子育て支援機能については

優先機能に近いところに位置していると考えます。 

●市民意識調査結果 

①医療保健施設 48.1％ 

②防災施設 35.4％ 

③福祉施設 31.4％ 

④公園・緑地 22.0％ 

⑤子育て支援施設 21.7％

⑥学校教育施設 20.8％ 

⑦スポーツ施設 12.3％ 

⑧行政施設 12.2％ 

⑨観光施設 11.9％ 

⑩文化施設 10.9％ 

⑪環境施設 10.2％ 

⑫社会教育施設 5.3％ 
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■優先とその他の機能は時代の変化を踏まえて区分変更可能 

基本的に 優先機能と優先機能以外はすべて「その他」に区分され、施設の更新

時には統廃合を検討することにしています。この中には、社会教育機能や文化機能

が含まれていますが、例えば、市域全体で利用する文化会館や図書館や総合福祉

センター、西尾市だけに配置されている岩瀬文庫については統廃合を検討するの

ではなく、効率的な管理運営形態に重点を置いた検討をしていきます。 

優先機能の選択根拠とした市民意識調査はあくまでアンケートです。ですから、

維持・充実の期待度が２０％以下の施設（機能）も、現在は満たされているために

期待度が低かったのかもしれません。したがって、その他に区分された機能につ

いても、更新時には、そのときの市民ニーズを客観的に把握した上で優先機能と

の区分変更もありうると考えています。 

ただし、その他の区分については、民においても担うことのできる機能が多いた

め、更新時に関係なく、民間活力の導入を積極的に検討していきます。また、廃止

施設の跡地は他の施設（機能）の利用がない場合、原則として、売却・賃貸し、優

先度の高い施設の更新費用に充てていきます。 

 

■行政と市民が同一目線で定期的に見直す更新優先度 

こうしたことを踏まえて、あくまで現時点で想定している更新優先度を示した

ものが（図表４－５）です。この更新優先度は社会情勢や市民ニーズの変化に対

応させるため、定期的に見直しを図り、市民の皆さんの意見を踏まえて、確定さ

せていきたいと考えています。 

そして、機能すなわち施設存続が確定した段階においても、（図表４－６）のよ

うな項目について再配置の検討を重ねることとします。例えば、すべての施設にお

いて公設公営という管理運営形態を前提としたものではないため、より効率的かつ

効果的な運営形態を目指してＰＰＰ（公民連携）を念頭に、民との役割分担ができ

るかどうかを検討し、保有総量の圧縮という目標を目指していることから、更新時

には複合化や統廃合を幅広く検討していくことにします。 

公共施設再配置は、選択と集中が求められる時代の非常に厳しい自治体経営改革

への挑戦です。それだけに、どのような基準で再配置を進めていくかについては、

市民の皆さんに明確に提示して理解していただくことが大切です。しかし、一方で、

ルールにあまりに縛られることは、時代の変化など不確定要因に対応していく柔軟

性に欠けることにもなります。統廃合を含めた再配置は、行政と市民の皆さんが同

一の目線で進めていくことのできる環境づくりに心掛けていきます。 
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（
注
２
） 

（図表４－５）公共施設機能の更新優先度 

優先度 施設機能 施設例 更新の考え方（方向性） 

 

優 

先 
 

義務教育機能 小学校 

中学校 

①少子化による統廃合は検討します。 

②市有施設であることから、義務教育以外

の行政サービスの実施場所として積極的

に有効活用（多目的化）します。 

③一定の敷地を備えて各地域に配置されて

いることから、更新の際は、防災機能と

地域ニーズに的確に対応した拠点施設

（複合化・多機能化）として位置づけ、

地域開放を進めます。 

④長寿命化対象施設（注１）とします。 

 

 

 

 

 

優 

 

先 

 

 

 

 

 

医療保健機能 

防災機能 

福祉機能 

子育て支援機能 

行政機能 

 

 

市民病院 

保健センター

総合福祉 

センター 

保育園 

幼稚園 

児童クラブ 

看護専門学校

市役所 

消防署 

など 

①更新は財源確保の裏づけを得た上で実現

の可能性を検証して決定します。 

②地域防災計画に基づき施設の防災機能を

強化します。 

③子育て支援施設は少子化による統廃合を

検討します。 

④高齢者福祉施設は機能再編と配置につい

て検討します。 

⑤優先の中の機能順位は、選択と集中の観

点から、市民アンケートまたはパブリッ

クコメントなど客観的評価に基づく市民

ニーズを踏まえて順位付けを行います。 

⑥長寿命化対象施設は施設ごとに指定しま

す。その基準は別に定めます。 

 

そ 

の 

他 
 

 

上記以外の機能

→社会教育機

能 、 文 化 機

能 、 ス ポ ー

ツ・レクリエ

ー シ ョ ン 機

ふれあい 

センター 

公民館 

文化会館 

図書館 

資料館 

体育館 

①原則として統廃合の検討対象ですが、市

域全体で利用する施設（機能）及び西尾

市限定で配置されている施設（機能）は

統廃合ではなく管理運営形態について検

討します。 

②更新時の市民ニーズ、行政ニーズ等によ

り、優先機能と区分変更される場合があ
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能 、商工観

光機能、公営

住宅機能など 

プール 

市営住宅 

など 

ります。 

③ポートフォリオ（図表 4－７）による分

類評価や公共施設機能テストなどを行

い、 終的な存続の判定を行います。 

④管理運営方式に民間活力の導入を積極的

に進めます。 

⑤廃止施設の跡地は原則売却・賃貸し、優

先度の高い施設の更新費用に充てます。 

（注１）長寿命化対象施設 機能の維持存続のため、計画的な施設保全整備を行うことで建物

の延命利用を図ることを指定された施設のこと。 

（注２）優先 今回の優先区分として選択した機能は平成２３年８月に実施された市民意識調

査の公共施設関連の設問に対する回答結果に基づくもの。 

 

（図表４－６）公共施設再配置の検討材料 

①管理運営形態は公設公営の維持を意味するものではないため、ＰＰＰ（公民連

携）を視野に入れた効率的かつ効果的な運営形態を積極的に検討します。 

②更新時の設計仕様はスケルトン方式の採用を検討とします。 

③更新時には一施設・一機能ではなく複合化または多機能化を必ず検討し、公共

施設の保有総量の圧縮を進めます。 

④利用対象者が同じような施設の更新にあたっては、機能の一元化及び施設の複

合化を検討します。 

⑤更新時までに空きスペースがある場合は賃貸などの有効活用を進めます。 

⑥必要に応じて、他の目的での試行的利用状況を調査する公共施設機能テストに

より、施設存続の可否を決定する場合があります。 

 

■公共施設（機能）の存続を判定するツール 

更新優先度と並行して利用する２つの「判定ツール」について説明します。 

一つ目は、例えば、施設の機能を変えたことによって果たして利用率の向上が見

込めるか、また利用者にとって使いやすい施設になるかどうか、そうした点を見極

めるため、試行的に一定期間だけ施設の機能を変えて、利用率の変動や利用者の反

応などを調査する「公共施設機能テスト」を実施していきたいと考えています。  

公共施設の機能を試行的に変えて、その利用状況をテストすることは、市民の皆

さんの利用者ニーズをリサーチすることから、公共施設に関するマーケット調査

（市場調査）とも言えます。これは、多機能化の導入により公共施設の再生を図る

計画を考えるときなどに使える有効な手段です。 
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有効利用
市民ニーズ　高

統合
または

移譲

更新
または

統合
更　新

低利用
市民ニーズ　中

移譲
または

廃止

統合
または

移譲

更新
または

統合

未利用
市民ニーズ　小 廃　止

移譲
または

廃止

統合
または

移譲

民間・代替可能
施設

準義務的施設
防災拠点

義務的施設
防災重要拠点

　（図表４－７）ポートフォリオによる公共施設再配置分類　　　　　　　　≪イメージ≫

　　　　　低　　　　　　　　中　　　　　　　　　高

　

高

　

　

中

低

 

 

 

 

 

 

 

 次は、「ポートフォリオ」と呼ばれる分類評価方法です。ポートフォリオは

（図表４－７）で示すように、公共施設が持つ価値を 2 つの指標を使って、それ

ぞれ 3 段階に分類して優先度の高いものを抽出するというものです。ここで紹介

しているパターンはイメージですが、市民ニーズ・利用度と防災機能という２つの

指標で評価パターンを作成しています。 

なお、具体的な２つの指標については、例えば利用率が算定できる施設とできな

い施設があるように、再配置対象の施設ごとにさまざまな要素に変えていくことに

なります。ポートフォリオは更新優先度の「その他」区分で存続を検討する際に存

続の可能性を 終的に調査する有効な手段として活用していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●公共施設存続判定ツール 

○公共施設機能テスト（公共施設マーケット調査）  

施設機能を一時的に変更して試行することで、利用者ニーズを調査するもの 

○ポートフォリオによる分類評価 

 2 つの指標を使って、それぞれ 3 段階に分類して優先度の高いものを抽出 

更新＝機能維持のため施設を建替えすること（公が機能を担う） 
統合＝他施設との複合化で機能を移転すること（公が機能を担う） 
移譲＝機能を民間事業者または地域社会で移管させること（民が機能を担う） 
廃止＝機能維持をしないため施設を建替えせず解体すること 

機 能 を 統 合

（公）または

移譲（民）の

どちらでも担

うことができ

るゾーン。こ

うした役割分

担 を Ｐ Ｐ Ｐ

（公民連携）

という。 
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（基本戦略３）公共施設再配置の動きを伝えることで市民の理解を深める 

■マネジメントの一元化で公共施設再配置の取り組みが広がる 

本章の冒頭Ｐ５６で述べたとおり、今、全国の自治体で公共施設の見直しが広が

っています。その多くの自治体では、保有する公共施設を各所管課が施設ごとに分

散して管理運営を行っていますが、管理運営に関するノウハウや予算などは各所管

課の人的及び物的能力に依存していることから、施設の管理運営形態に格差が生じ、

非効率な事務及び予算執行につながる場合があります。特に西尾市は合併により組

織が肥大化したため、いわゆる行政組織の縦割主義によるこうした弊害が公共施設

のムダをさらに助長させていく可能性があります。 

そこで、各所管課の垣根を越えて横断的かつ客観的に公共施設の現状と課題を把

握して、再配置を推進していくことが必要になります。こうした全庁的な取り組み

により、公共ＦＭを踏まえた公共施設再配置が統一性・公平性を保ちながら、より

効率的に進めていくことができることになります。 

そのためには第１章Ｐ１２で説明したように、公共施設再配置の推進体制を構築

することが大切です。そして、分散管理されている公共施設のマネジメントを一元

化することで、将来的に、各施設の維持管理業務の標準化・集約化により管理コス

トのムダを省き（ 適日常管理）、優先度の高い機能を有する施設は環境に配慮し

た計画的・効果的な保全整備により長寿命化を実現し（ 適保全整備）、未利用財

産については経営資源として積極的に有償賃貸、譲渡を行うこと（ 適資産管理）

ができると考えています。その具体的な取り組みとして考えているのが（図表４－

８）にあるような項目です。それぞれが専門的な知識や技術を要する事務が多いた

め全庁的な取り組みとして位置づけていく必要があります。また、そうした全庁一

丸となって強力に公共施設再配置を推進していくためには、推進組織のリーダーシ

ップと職員意識の改革も必要であることは言うまでもありません。 

 

■公共施設再配置が進む原動力は市民の皆さんの理解 

公共施設再配置は市民の皆さんの生活に少なからず影響を与えるものです。特に

公共施設をよく利用されるかたに対する影響は大きいでしょう。それだけに、でき

る限り市民の皆さんの声を聴くとともに、ＰＰＰ（公民連携）の視点から、公共施 

基本方針３ 

公共施設のマネジメントを一元化して、市民と共に公共施設再配置

を推進する。 
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（図表４－８）マネジメントの一元化で広がる公共施設再配置のさまざまな取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設の運営をはじめとする公共的なサービスを、行政と市民の皆さんや企業、団体な

どの民との役割分担で実現させていくことを目指していきたいと考えています。 

また、特に公共施設の統廃合など、施設（機能）の存続を決定していくプロセス

（過程）はできる限り公開し、市民の皆さんもそれに対して意見が出せるような環

境作りを図ります。具体的には、再配置の進捗状況をリアルタイムで提供するため、

市のホームページを通じて「見える化」を図り、Ｅメールなどで気軽に意見を提案

できるような仕組みが挙げられます。そして、公共施設再配置を実現するための先

進的な取り組みを研究、検討し、その研究報告や先進的な取り組みの情報について

も市民の皆さん及び職員にできる限り情報発信していくことで、再配置への関心や

理解の向上を図ります。 

市民の皆さんが公共ＦＭを踏まえた公共施設再配置の取り組みに対する理解を深

めることが再配置の原動力であり、しいては西尾市のまちづくりのフレーム（枠）

とも言える公共施設の未来像を私たちと共に描いていただくことになるのです。 

●公共施設の長寿命化（ 適保全整備） 

計画的な保全整備予算の確保により、更新費用の一斉拠出の調整弁的役割を

果たすため、専門スタッフを交えて検討します。 

●公共施設の利用者負担の見直し 

公共施設によって利用者負担額の設定が異なり、同一敷地内において有料と

無料の施設が立地するような格差が生じている。 このため、受益者負担の適

正化を目的に、統一的な積算方法を検討した上で、公共施設の利用者負担額

の公平性が図られるように料金体系を見直します。 

●公共施設の利用条件 

利用者にとって利用しやすい施設になるための研究を進めていきます。 

●公共施設の効率的な維持管理運営方法 

機能の質の低下を招かないことを前提に歳出抑制効果の大きい方式～直営、

一部業務委託、指定管理、民営化～について検討する必要があります。 

●未・低利用財産の効率的運用 

公有財産を経営資産として捉えて、未・低利用財産は積極的に有償の賃貸、

譲渡を行い、施設更新費用に充当します。 

●利用者が特定地域住民の地域密着型施設 

市民協働の観点から地域への譲渡の可能性について検討します。 
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