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⻄尾市公共施設再配置実施計画○第１部 

公共施設の一斉更新問題は全国の

自治体の多くが抱える課題です 

     ⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 の概要 
〜26 年度からの第１次実施計画の全体像を理解するために〜 

  

 

公共施設とは、そこに住む人々が日常生活で繰り広げる様々な活動を支える都市

基盤の一つであるとともに、災害時には、避難及び救援活動を支える拠点にもなる

ものです。しかし、高度経済成長期の人口増加 

に伴い建設された膨大な公共施設のあり方が、 

西尾市をはじめとする多くの自治体にとって現 

在、大きな行政課題になっています。なぜなら、 

多くの自治体において、少子化・超高齢化など 

が進む厳しい社会経済環境の下、公共施設が今 

後、一斉に建替更新の時期を迎えるときの財政 

負担が支えきれないことが明らかになってきて 

いるからです。この問題を無責任に放置した場 

合、財政ひっ迫を招くか、危険極まりないまま 

公共施設を市民の皆さんに提供していくかとい 

う、どちらも非常に厳しい選択しか残されていないことを意味しています。    

このため、西尾市では、ファシリティマネジメント（注１）と呼ばれる民間企

業の経営的視点に基づく公共施設の新たなマネジメント方針として「西尾市公共

施設再配置基本計画（以下「基本計画」という。）」を平成２４年３月に策定し

ました。基本計画では、西尾市が公共施設のあり方を見直して再配置を進めていく

５つの理由について説明し、公共施設をこれからマネジメントしていくための基本

的な考え方として、３つの基本理念と３つの基本方針を定めています。 

そして、西尾市では、基本計画の再配置行程表（ロードマップ）に基づき、平成

２６年度から３０年度までの具体的な再配置プランである「西尾市公共施設再配

置実施計画（以下「実施計画」という。）」を策定することになりました。 

ここでは、本実施計画の全体像が理解しやすいように、まずは公共施設再配置と

いう新たな自治体経営改革の取組みについて基本計画の「復習」という形で説明し、

次に第１次となる実施計画の概要や果たす役割についてふれていきます。 

（注１）ファシリティマネジメント（Facility Management 略称：ＦＭ） 企業、団体などが持
つ業務⽤不動産及びその環境（＝ファシリティ）を組織活動にとって最適な状態で保有、運営、維
持、活⽤するための総合的な管理⼿法（＝マネジメント）のこと。⾃治体などの公的機関で取組む
ＦＭを「公共ＦＭ」と⾔う。  

 第１部（ガイダンス編） 

第１章 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画○第１部 

１－１ ◆ 公共施設再配置基本計画の「復習」〜⾃治体経営戦略論〜 
 

■西尾市が基本計画を策定するまでの経緯 

基本計画（本編Ｐ３）では、公共施設再配置を「公共施設の現状と課題を調査、

分析して、公共施設のより効率的・効果的な維持・管理・運営方法及び施設配置

を実現すること」と定義しています。西尾市では、持続可能な自治体経営のリス

クマネジメント（危機管理）の考え方に基づき、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）への財政負担を軽減し、公共施設を適切に引き継ぐ

ための指針として、基本計画を策定しました。西尾市が基本計画を策定するまでの

経緯については（図表１－１）のとおりです。 

 

（図表１－１）西尾市が基本計画を策定するまでの流れ 

 

新 市 基 本 計 画
策定（平成22年８月） 

平成22年度
（ 2 0 1 0 ） 

 

第７章で合併後の新市における「公共施設の統合と適正

配置の方針」を示す。→「第７次西尾市総合計画（平

成25年３月策定）」の第６章・４行財政運営で「公共

施設再配置の推進」を示す。 

          
平成23年度
（ 2 0 1 1 ） 

公 共 施 設 対 策
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ設置 

今後の公共施設のあり方を検討する専任組織を企画部 
企画政策課内に設置。専任事務職員４名。 

          
 

西尾市公共施設
白書2011の作成 

公共施設再配置対象施設の現状データを集約し、施設 

の課題を整理。白書は基本計画の資料編として公表。 

          
 

公共施設再配置
モデル事業の立案

実施計画稼動までに取組可能な再配置のモデル事業 

(24年度着手)を立案。基本計画の資料編の中で公表。

          

 
西尾市公共施設
再配置基本計画
策定（平成24年3月26日） 

再配置行程表、３つの基本理念と基本方針など、今後 

の公共施設のあり方を示すマネジメント方針を策定。 

市民の意見集約として市民意識調査、３支所利用者ア 

ンケート、パブリックコメントを実施した。 

          
 

■西尾市の公共施設再配置対象施設 

冒頭から公共施設という言葉を使用していますが、西尾市が基本計画で示した、

公共施設の新たなマネジメント（ 小コストで 大効果を生む管理方法）方針の対

象としている施設は、一般的に「ハコモノ」と呼ばれる建物のことを意味していま

す。具体的な再配置対象施設は（図表１―２）のとおり、３５７施設・８８７棟で

あり、延床面積の約５４万8,500㎡を市民一人あたりにすると約３．２３㎡、全

国（１，０６７自治体）平均は３．５㎡／人です（西尾市公共施設白書2012Ｐ６）。 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画○第１部 

大分類 小分類 例示 施設数 延床面積 敷地面積

本庁舎、支所
水道庁舎、クリーンセンター、浄化セン
ター、環境事業所など    11 37,826.10㎡ 160,044.05㎡

消防庁舎、防災施設 防災倉庫、消防署など    74 10,250.53㎡ 43,255.33㎡

その他の施設
コミュニティセンター、集会所、佐久島開発
総合センターなど    17 4,013.19㎡ 15,573.93㎡

 102 52,089.82㎡ 218,873.31㎡

小学校、中学校等 西尾小学校、西尾中学校ほか    37 230,831.33㎡ 876,422.33㎡

幼稚園 西尾幼稚園、鶴城幼稚園、平坂幼稚園     3 5,646.40㎡ 15,027.00㎡

給食施設
一色学校給食センター、吉良学校給食セン
ター、幡豆学校給食センター     3 3,015.32㎡ 8,769.00㎡

   43 239,493.05㎡ 900,218.33㎡

社会教育施設 ふれあいセンター、公民館など    15 19,752.86㎡ 81,920.02㎡

文化施設
文化会館、図書館、資料館、歴史民俗資料
館、勤労会館など    15 26,369.50㎡ 334,388.25㎡

スポーツ・レクリエーション施設 体育館、プールなど    12 42,138.01㎡ 125,488.33㎡

   42 88,260.37㎡ 541,796.60㎡

児童福祉施設・子育て支援施設 保育園、子育て支援センターなど    78 38,697.89㎡ 157,946.52㎡

社会福祉施設・高齢者福祉施設 高齢者交流広場、老人の家など    27 17,233.28㎡ 27,011.14㎡

医療保健施設 市民病院、保健センターなど     6 36,665.67㎡ 60,323.96㎡

 111 92,596.84㎡ 245,281.62㎡

市営住宅 市営住宅 中野郷住宅ほか    32 65,178.44㎡ 151,217.44㎡

商工観光施設 商工観光施設（H24から追加）
道の駅にしお岡ノ山、佐久島クラインガルテ
ンなど     5 3,168.48㎡ 26,421.20㎡

その他 西尾駅東自転車駐車場ほか    20 6,250.70㎡ 14,933.90㎡

斎場 斎場やすらぎ苑、佐久島火葬場     2 1,535.53㎡ 22,411.20㎡

   22 7,786.23㎡ 37,345.10㎡

合　　計 357 548,573.23㎡ 2,121,153.60㎡

その他

小　計

生涯学習施設

小　計

福祉施設

小　計

（公共施設経営室　Ｈ24調査）

庁舎等

小　計

学校教育施設

小　計

（図表１－２）再配置対象とする公共施設３５７施設の内訳   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■西尾市が公共施設を再配置する５つの理由 

基本計画では、西尾市が公共施設を再配置する５つの理由について紙面を割いて

詳しく説明していますが、ここでは、その要点についてふれます。 

 

 

 

 

 

 

 

●西尾市が公共施設を再配置する５つの理由（キーワード） 

①進む少子化・超高齢化～将来の人口動向がもたらす影響～ 

②公共施設に押し寄せる「高齢化」の波～公共施設の一斉更新問題～ 

③一市三町の合併に伴う公共施設の重複の解消を目指して 

④市民の皆さんの大きな期待～市民意識調査の結果から～ 

⑤厳しい財政状況の中で～危機管理的な財政対策として～ 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画○第１部 
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理由①進む少子化・超高齢化～将来の人口動向がもたらす影響～ 

少子化・超高齢化の進展は、増加する高齢者を支える生産年齢人口（１５歳～ 

６４歳）の減少によって経済規模が縮小されることから、医療、福祉、教育、文

化、雇用、産業、生活環境、社会環境などのさまざまな分野に影響することが懸念

されています。西尾市においても、（図表１－３）で示したとおり、しばらくの間

は、ほぼ横ばいの人口が続きますが、平成２７年あたりから、緩やかな減少傾向

に転じることが、国立社会保障・人口問題研究所により予測されています。 

また、行政運営の根幹となる税収も減少が予想される中で、少子化・超高齢化対

策として使われる、福祉、医療、保健などの予算の増加が今後も見込まれています。 

今後は、公共施設の維持管理および建替更新にかかる予算をこれまでどおりに確

保していくことが困難になるので、公共施設における行政サービスの提供を長期的

に持続可能なものとしていくためには、将来的な人口規模および財政規模にふさ

わしい公共施設再配置を進めていく必要があります。もちろん、人口と財政の規

模だけに着眼するのではなく、今後の公共施設の需要（利用対象者の変化による

ニーズ）に応じた供給量（利用対象者の年代別人口構成の変化に応じた施設規

模）を調査する観点にたって再配置を進めていくことも必要になります。 

 

（図表１－３）西尾市の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高齢化の定義 WHO（世界保健機関）・国際連合の基準による 
・６５歳以上人口の割合が総人口の７％超  →「高齢化社会」 
・６５歳以上人口の割合が総人口の１４％超 →「高齢社会」 
・６５歳以上人口の割合が総人口の２１％超 →「超高齢社会」 
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⻄尾市公共施設再配置実施計画○第１部 

理由②公共施設に押し寄せる「高齢化」の波～公共施設の一斉更新問題～ 

建物は法定耐用年数と呼ばれる目安（寿命）を持っています。これは建物の構造

によって区分された大まかな目安で、例えば、木造であれば２４年、鉄骨造であれ

ば３８年、鉄筋コンクリート造であれば５０年といったものです。 

建物は人間の体と同じように、定期的な調査や検査（健康診断）と日常の手入れ

（予防）をし、痛んだ部分があればその修繕（治療）をしっかりすることで寿命を

延ばすこと、つまり、長寿命化（長生き）が可能になります。これを怠ると、通常

より早い老朽化（老化）を招き、建物の寿命が短くなります。 

建物は一般的に建設後おおむね１０年以降に配管設備や外壁などの改修を行い、

３０年以上経過してくると、より「高齢化」が進むことで、大規模改修が必要にな

ってきます。建物に必要な保全整備を怠っていると、安全・安心が保証されない

「危険」な施設になります。 

西尾市では、平成３７年以降に公共施設の更新（建替）時期が集中すると予測し

ています。（図表１－４）で示したとおり、大規模改修や更新（建替）が必要とさ

れる築３０年以上の建物は平成２４年度の時点で８８７棟のうち約４５％を占める

４０３棟あります。このままで１０年間推移した場合、築３０年以上の建物は約

７０％を超えることになります。これは、西尾市が公共施設を昭和４０年代後半 

 

（図表１－４）西尾市の公共施設の建築経過年別整備状況（棟数別） 
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再配置対象施設　建築年別　内訳

　不明

　築５０年以上
　(S37以前建築）

　築４０年から４９年まで
  （S36～S47建築)

　築３０年から３９年まで
　（Ｓ46～Ｓ57建築）
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　（Ｓ56～Ｈ4建築）

　築１０年から１９年まで
　（Ｈ5～14建築）

　築９年まで
　（Ｈ15以降建築）

10年後には築30年以上
の建物が約70％に 放置しておくと

保全費用の増大
更新時期の重複

ここが問題

棟数計 887 棟 

築
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か
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ま
で 
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築
10
年
か
ら
19
年 
ま
で 

築
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ら
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９
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【建築年】 

134 

不
明 

（公共施設経営室調査Ｈ24） 
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ら５０年代後半にかけて集中的に整備してきたことから、公共施設の「高齢化」

の波が同じ時期に一気に押し寄せてくることを意味します。 

基本計画では、公共施設の高齢化による大規模改修および建替費用を試算して、

次のことが明らかになりました（試算の詳細は基本計画本編Ｐ３３～３６）。 

 

 

 

 

 

 

公共施設の維持管理、大規模改修および建替えには、たくさんの税金を使うこと

になりますが、公共施設の高齢化をチャンスとしてとらえ、経費縮減のために、施

設の長寿命化、多機能化、用途変更、あるいは廃止などを検討していきます。 

多くの公共施設が「高齢化」を迎える時期に、どのように維持、保全整備し、更

新していくのか、また、その財源をどのように確保していくかという課題は、これ

からの自治体経営にとって極めて大きな問題です。 

参考までに築３０年以上を経過した建物の割合は、（図表１－５）のとおり、旧

一色町で も高く全体の約６８％、逆に旧西尾市は全体の約３８％と も低くなっ

ています。公共施設再配置を考える上では、安全・安心という観点からも、高齢化

の進んでいる公共施設の検討を優先していくことになります。 

 

 

【旧西尾市の施設高齢化率】       【旧一色町の施設高齢化率】 

 

 

 

 

 

【旧吉良町の施設高齢化率】       【旧幡豆町の施設高齢化率】 

 

今後４０年間に必要な公共施設の大規模改修及び更新（建替）費用を、平成

２１年度決算（投資的経費）を基準に試算したところ、公共施設関係予算が２

倍以上の規模で必要であることが分かりました。このため、西尾市が現在、保

有する公共施設をすべて、更新（建替）することは不可能であると言えます。 

築 30 年以上
６３．４４％ 

築 30 年以上 
６７．９８％ 

築 30 年以上 
３７．９４％ 

築 30 年以上
６３．４１％ 

築 20 年以上 
30 年未満 

築 20 年以上
30 年未満 

築 20 年以上
30 年未満 

築 20 年以上 
30 年未満 

築 10 年以上
20 年未満 

築 10 年以上 
20 年未満 

築 10 年以上 
20 年未満 

築 10 年以上
20 年未満 

築 10 年未満 

築 10 年未満 

築 10 年未満 築 10 年未満 

（公共施設経営室調査Ｈ25） 

（図表１－５）旧行政区域ごとの公共施設の高齢化率（旧消防組合、旧広域連合を除く） 
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理由③１市３町の合併に伴う公共施設の重複の解消を目指して 

一般的に、市町村の合併によって、目的の類似した公共施設（＝重複施設）は増

えることになります。なぜなら、合併前の各市町村は、住民の福祉増進のため、学

校教育施設、生涯学習施設、福祉施設などの公共施設のフルセット配置（自治体

ごとにすべての種類の施設を整備すること）を目指してきたからです。 

合併に伴い西尾市が保有する公共施設（再配置対象施設）は（図表１－６）のと

おり１８３施設から３５７施設になりました。公共施設を保有することは、貴重な

財産となる反面、更新（建替）費、維持費、管理費および改修費などのコスト（経

費）が発生することになります。そのコストのほとんどは、市民の皆さんの税金に

よって賄われています。施設が多ければ多いほど、コストは大きくなりますが、施

設がある限りコストは必要です。 

このため、合併に伴って目的が類似して重複することとなった公共施設につい

ては再配置を検討し、結果として公共施設全体の保有総量の抑制につながるよう

にしていかなければなりません。 

 

（図表１－６）合併後の公共施設数の内訳          （公共施設経営室 H24調査） 

自治体等名 公共施設の数 

旧 西 尾 市 １８３ 

旧 一 色 町 ６８ 

旧 吉 良 町 ６２ 

旧 幡 豆 町 ３６ 

旧 広 域 連 合（１市３町の広域行政組織）    ５ 

旧 幡 豆 郡 消 防 組 合（旧３町の消防組織）    ３ 

１７４ 

合    計 ３ ５ ７ 

 

理由④市民の皆さんの大きな期待～市民意識調査の結果から～ 

時代とともに、市民の皆さんのゆとりや豊かさに対する価値観や判断基準は大き

く変化します。したがって、行政が担うべきサービスの分野と内容も、限られた財

源（税金）の配分を前提に、大胆かつ柔軟に見直しをしていかなければなりません。   

では、コスト削減と行政サービスの維持・向上の両立を図るために、具体的には

何をどうすればよいのでしょうか。そのことを公共施設に当てはめて考えてみます

と、市民の皆さんが期待する公共施設の役割や機能を、時代の変化に対応させ、

利用状況を踏まえた上で、それぞれの地域特性や利用者サイドの視点から大胆か



 
         

－ 8 － 

⻄尾市公共施設再配置実施計画○第１部 

つ柔軟に見直していくこと（＝公共施設再配置）になるのではないでしょうか。 

西尾市が平成２３年８月に実施しました市民意識調査結果では、健全な行財政運

営に向けて、優先的に取り組む設問の回答として「財政の健全化」や「職員数の

削減」が上位にあげられています。また、これらを実行するために必要な「公共

施設の見直し」も回答のベスト１０に入っています。 

また、次世代への財政負担の軽減のために、公共施設の計画的な統廃合（複合

化・多目的化・廃止）に対する考え方では、「公共施設を複合化・多目的化するこ

とで公共施設の新設を抑制し、新たな市民ニーズにも対応できるような公共施設の

効果的な活用を進めるべきである」が５４．3％と も多く、次に、「公共施設は 

建設費と維持管理費にたくさんの税金を使うため、原則として公共施設の新設はせ

ず、既存施設の長寿命化を図ることで、必要 小限までコストを減らすべきであ

る」が３３．3％となっています。（図表１－７） 

将来にわたり西尾市の行財政運営が健全で良好な状態であることを望む市民の

皆さんの期待が非常に大きいことが分かります。 

 

（図表１－７）公共施設の統廃合に対する考え方（H23市民意識調査結果から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由⑤厳しい財政状況の中で～危機管理的な財政対策として～ 

西尾市では、企業誘致や観光・地場産業の振興などによる地域経済の活性化を図

り、歳入の確保に努めています。 

公共施設の新設
を抑制し、新たな
市民ニーズにも

対応できるような
効果的な活用を
進めるべきであ

る
54.3%

原則として公共
施設の新設はせ
ず、既存施設の
長寿命化を図る
ことで、必要最小
限までコストを減

らすべき
33.3%

その他
2.5%

無回答
4.5%

現状維持を
図るべきである

2.4%

もっと増やす
べきである

3.1%

※図中の構成比（％）は、小数

点以下第２位を四捨五入して

いるので、合計は必ずしも

100.0％にはなりません。 
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95億7,386万円

89億550万円

86億2,497万円

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000

960,000

980,000

平成22年度 平成37年度 平成42年度

万円 個人市民税は人口推移から２０年
後に約１０％の減少が予測される

しかしながら、経済活動の基盤となる生産年齢人口の減少（Ｐ４ 図表１－３）

に伴い、今後の個人市民税も同様に減少が見込まれます。 

（図表１－８）は、２０年後の個人市民税の減少を試算したグラフです。試算の詳

細については、基本計画（本編Ｐ５０～５１）で示していますが、平成２２年度と

４２年度と比較すると９億４，８８９万円（約９．９％）の減収が予測されること

になります。このことは、西尾市の歳出予算において引き続き物件費（注１）お

よび扶助費（注２）の増加が見込まれる中、将来的な公共施設の更新費用の財源

確保が厳しくなることを意味しています。 

いまだ先行き不透明な経済情勢であることから、緊急突発的な財政危機に陥っ

た場合のリスクマネジメント（危機管理）的な財政対策（財源確保）として、公

共施設再配置の役割は大きいと言えます。 

 

（図表１－８）生産年齢人口の推移から試算した個人市民税の予測 (基本計画Ｐ50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように、公共施設を再配置する５つの理由、すなわち、基本計画を策定す

る理由をまとめると、（図表１－９）のとおり図式化できます。 

 

（注１）物件費 市が使うお⾦の中で⽐較的、消費効果が残らない経費（消費的経費）の総称。具
体的には、臨時職員の賃⾦、旅費、交際費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱⽔費、修繕費、
通信運搬費、備品購⼊費、委託料、賃借料など、公共施設の維持管理によく使われるお⾦。 
（注２）扶助費 市が使うお⾦の中で社会保障制度の⼀環として住⺠福祉を⽀えるために使われる
もので、⽣活保護費、医療費助成、私⽴保育園運営費などがある。 

※平成２２年度個人市民税調定額を平成２２年国勢調査の生産年齢人口で割り、その額が維持さ
れると仮定して、各年の推計生産年齢人口を乗じた個人市民税収入予測額。経済情勢や税制改正
の動向は加味されていません。 
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●⻄尾市公共施設再配置基本理念 

理念➊３Ｍ（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❷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❸市⺠と⾏政が共に考える公共施設の未来 

〈⻄尾市が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）。 
○地域単位で施設配置のフルセット主義を実現することを⽬標にしないこと 

 

 

                          

 

                  

（図表１－９）公共施設を再配置する５つの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■公共施設再配置に対する西尾市の基本理念 

基本計画では、再配置をする５つの理由から、施設を経営資源として運用するフ

ァシリティマネジメント（ＦＭ）と呼ばれる民間企業の経営管理方式を踏まえて、

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・運営方法および

施設配置を進めていくと示しています。そして、その基本的な考え方として、３つ

の基本理念と３つの基本方針を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

この基本理念については基本計画（本編Ｐ６１～７２）で詳しく説明しています

が、ここでは、次の点についてふれておきます。 

まず、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おり、新たな行政サービス機能を増やす際には新たな

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

①少子化・超高齢化 

③合併に伴う重複施設 

②施設の「高齢化」 

⑤厳しい財政状況 

基 本 計 画 

（施設データの見える化） 

（公共施設再配置基本方針）

実 施 計 画 

（具体的な施設の再配置プラン） 

④市民の大きな期待 
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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。 

このため、西尾市では、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、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、必要な機能は残していくという

再配置を進めます。 

次に、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）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になるからです。では、地域の実情

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しれません。 

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で示しているとおり、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。 

地方分権が進む中、これからの地域社会では、地域住民（自分）でできること

は地域住民（自分）が担い（自助）、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新し

い自治システムの確立が求められており、公共施設再配置を進める上でも非常に重

要な動きであると認識しています。 
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基本方針１ 

▼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

 

そして、補完性の原理の一つのスタイルが、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官民連携（ＰＰＰ：Public Private 

Partnership）と呼ばれる動きです。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。 

こうした官民連携の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、今後も引き続き、情報収集と研究を進めて

いきます。なお、第１次のテーマの一つでもあります官民連携については、第１部

Ｐ２２とＰ４６でもふれています。 

 

■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～ 

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、前述の再配

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つを公共施設再配

置基本方針として掲げました（基本計画本編Ｐ７３～Ｐ８１）。 

 

 

 

 

 

 

 

（基本戦略１）公共施設のスクラップ＆ビルドで総量抑制 

原則として、市民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。しかし、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

らないときは、新設を再配置のチャンスとして考え、施設の保有総量および施設全

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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基本方針２ 

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。つまり、保有総量を増

やさないため、原則として、公共施設を新設する場合は、同規模以上の既存の公共

施設を廃止することを条件に行う。一つ以上の施設を廃止（スクラップ）して、一

つの施設を建設（ビルド）することで、保有総量の増加を抑制する。  

 

 

 

 

 

（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、施設ではなく機能重視に着眼点を置いた再配置を行っていく。

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

再配置を考えていく。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、再配置を進める。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。公共施設機能

の更新優先度は基本計画Ｐ７７～７８の（図表４－５）で示しているとおり。 

また、機能すなわち施設機能が確定した段階でおいても、次のように再配置の検

討を重ねるものとする。 

 

●機能存続が確定した公共施設を再配置（更新）するときの検討課題 

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、官民連携（ＰＰＰ）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する。 

②更新時の設計仕様はスケルトン・インフィル方式（注１）の採用を検討する。 

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

総量の圧縮を進める。 

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

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る。 

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る。 

 

（注１）スケルトン・インフィル⽅式 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（第１部Ｐ４４）。 

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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基本方針３  
 

 

（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 

公共施設再配置の推進体制を構築するとともに分散管理

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、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、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。 

また、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、市民もそれに対して意見が出せるような環境作りを図る。

具体的には、公共施設白書の公開や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を構築する 。  

 

●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  

①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する。 

②公共施設の利用者負担の見直し 

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す。 

③公共施設の利用条件の調査 

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る。 

④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。 

⑤未・低利用財産の効率的運用 

公共施設を経営資源としてとらえて、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する。 

⑥利用者が特定地域住民の地域密着施設 

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する。 

 

少し長くなりましたが、ここまでは基本計画の要点を復習（おさらい）しました。

基本計画の復習から、西尾市の公共施設再配置が、従来型の考え方から脱却した自

治体経営戦略の一つして推進される政策であること、また、再配置をハコモノの単

なる統廃合に終わらせるのではなく官民連携による未来のまちづくりにつなげてい

く事業として位置づけていることがお分かりいただけたと思います。 

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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１－２ ◆ 実施計画の概要 〜 ⻄尾市の策定プロセスを⾒える化 〜 
   

実施計画は基本計画に基づき平成２６年度から３０年度までの５年間で着手する

具体的な再配置プランなどを策定したものです。ここでは基本計画（＝再配置総

論）の理念や方針を踏まえた実施計画（＝再配置各論）の全体像をご紹介します。 

 

■実施計画の概要 

□計画名称 ⻄尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 
第１次実施計画と称する場合もあります。  

□計画⽬的 次世代への財政負担を軽減し公共施設を適切に引き継ぐため、基本計画で⽰
した理念や⽅針を反映させた再配置プランを実現すること 

□計画テーマ 新たなまちづくりの出発点・建物の安全性の確保・官⺠連携の活⽤ 
第１次実施計画は「新たなまちづくりの出発点」「建物の安全性の確保」「官⺠連携
の活⽤」の視点から推進します。詳細は本章Ｐ２０以降で解説。 

□計画期間 平成２６（2014）年度〜平成３０（2018）年度：５年間 
□計画構成（３部構成）総⾴数：３１８ページ 
○第１部【ガイダンス編】⾴数：５０ページ 

⻄尾市の公共施設再配置についての基礎知識（基本計画の復習）、実施計画の概要、⻄尾市の再
配置⽬標値、再配置⼿法（ＦＭツール）などについて説明しています。第２部を読むための導⼊
部分です。 

○第２部【再配置戦略編】⾴数：１１４ぺージ 
平成２６年度から５年間で取り組む８つの再配置プロジェクトについて、再配置プランに⾄るプ
ロセスを中⼼に説明しています。実施計画の中⼼部分です 

○第３部【資料編】⾴数：１５４ページ 
実施計画策定に関係する資料をとりまとめたものです。 

□再配置施設数（予定）41施設（131棟）（新設更新数は除く） 
→○解体数＝16施設（67棟） ○譲渡数＝10施設（10棟） ○貸付数＝２施設（2棟）  

○改修等数＝14施設（52棟）  ※新設（更新）数＝２施設は除いている。 
※吉良⽀所は解体と改修等の両⽅で計上しているため合計は42施設になる。 
※機能集積するだけの⼸道場の２施設は改修等に含む（再配置効果も同じ扱い）。 
□再配置効果（予定）再配置施設延床⾯積＝60,445.91㎡（新設更新数は除く） 

→○解体⾯積＝24,271.62㎡ ○譲渡⾯積＝1,418.04㎡ ○貸付⾯積＝456.05㎡  
○改修等⾯積＝34,300.20㎡ ※新設（更新）⾯積＝12,000㎡程度は除いている。 

★ＬＣＣ削減効果（再配置前－再配置後）＝約139億8,900万円/30年（第１部Ｐ36） 
ＬＣＣ（ライフサイクルコストの略）…設計、建設から維持、運営、解体まで建物の⼀⽣に必要な費⽤のこと 

□実施計画の位置づけ  
実施計画は⾏財政改⾰の側⾯を持ちながら公共施設再配置に基づく⻄尾市のまちづくり

の将来像にも⼤きな影響を与えるものです。このため、市の最上位計画である「第７次⻄
尾市総合計画」、「⾏財政改⾰⼤綱」等と⼀体的に位置づけ、また「都市計画マスタープ
ラン」等の各種計画との整合性を図りながら、全庁的な取り組みである公共施設再配置の
推進⼒と継続性を保障していくものとします。 
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■西尾市は実施計画をどのように策定してきたか 

西尾市は平成２３年度に基本計画を、２４・２５年度で実施計画を策定しました。

その実施計画を策定するまでの経緯については（図表１－１０）のとおりです。 

 

（図表１―１０）西尾市が実施計画を策定するまでの流れ（基本計画策定以降） 

 

平成24年度
（2012） 

公共施設経営室
設置（組織名改称）

23年度設置の公共施設対策プロジェクトチームを改 

称。４名の専任事務職のうち１名が建築技師と交代。 

          
西尾市公共施設再配
置検討ワーキンググ
ループ（ＷＧ）設置
・開催（全12回） 

 

 

西尾市行財政改革推進委員（7名）、アドバイザー（名 

古屋大学大学院工学研究科准教授）、オブザーバー（愛

知県職員）の計９名で構成する再配置ＷＧで再配置方針

案に対する意見を伺う。平成24年度に９回、25年度に

３回開催。 

     
西尾市公共施設再配
置Ｅモニター設置 

一般公募した市民７名から電子メールで再配置方針案に

対する意見を伺った。意見は再配置ＷＧで公表。 

       

 公共施設劣化調査
鉄筋コンクリート造の構造体劣化調査（119棟）と建

物・設備の劣化点検（215棟）を25年度までの２年間

で実施。その結果は「公共施設白書2012」に掲載 
          

 
西尾市公共施設白
書2012（モデル事
業）作成・公表 

「見える化」をテーマに作成した公共施設白書2011を 

「見せる化」へバージョンアップして作成・公表した。 

また、25年度実施分の再配置モデル事業も白書で公表。 
       
平成25年度

（2013） 
サービスプロバイ
ダ方式のＰＦＩ実
現可能性検討調査 

再配置手法として新たな官民連携手法（サービスプロバ

イダ方式のＰＦＩ→本章Ｐ２３）の導入可能性について

国交省・先導的官民連携支援補助事業として調査した。

          

 
西尾市公共施設白書
2013作成・公表 
第１次実施計画策定

「新たなまちづくりの出発点」などをテーマにした第１

次実施計画は3部で構成。その中心は８つの再配置プロ

ジェクトを紹介した第2部の再配置戦略編。 

       
市議会に対しては、平成25年12月20日の全員協議会を含め、実施計画案のパブリックコメ

ント開始の平成26年2月15日までに３回にわたって説明、質疑応答を行ってきた。 
なお、平成24年度から公共ＦＭや官民連携に関する講演会・研修会を開催し、市民・職員に

公共施設再配置の取組みについて周知した。また、3大学（名古屋大学・椙山女学園大学・名古
屋商科大学）主宰の公共ＦＭ研究会と連携し公共ＦＭ施策について情報・意見交換を行った。 

 

 

 

 

西尾市公共施設白書 2012 

（平成 25 年 3 月 29 日公表）

西尾市では 2 冊目となる施設白書。

「見える化」から「見せる化」へと

進化させるため、データ項目を充実

し、レーダチャート（クモの巣グラフ）

を掲載して、１施設１ページから 2

ページにボリュームアップして公表

しました。 
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（図表１―１０）から分かるように実施計画の策定経過で中心となったのは西尾市

公共施設再配置検討ワーキンググループ（以下「再配置ＷＧ」という）です。再

配置ＷＧは、基本計画で定めた基本方針３「市民と共に公共施設再配置を推進す

る」ことを実現するため、行政が提案した再配置方針案に対して市民の皆さんの生

の声を伺うことを目的に、西尾市行財政改革推進委員から７名、学識経験者のアド

バイザー１名、愛知県職員のオブザーバー１名で構成された組織です。また、同じ

目的で設置された西尾市公共施設再配置Ｅモニター（以下「Ｅモニター」とい

う）は電子メールを通じて公共施設再配置の取組みに対する意見等を伺うため、広

報紙や市ホームページで公募した市民７名（２５年度は５名）で構成されています。 

再配置ＷＧとＥモニターの検討経緯については第２部の各章で、その資料につい

ては第３部をご覧いただくとして、ここでは再配置ＷＧの流れとその役割について

ふれておきます。 

まず、再配置方針案を行政側が提案するまでの過程から説明します。 

公共施設が抱える課題については、施設の現状データを網羅した公共施設白書

の基礎資料である「公共施設概要調書」というデータベースと、施設所管部課か

らの情報収集などによって整理しました。また、平成２４・２５年度の２か年に

わたって実施しました公共施設劣化調査（第１部Ｐ２１・第３部Ｐ１２７）、つま

り建物の技術的評価もここに反映させています。これらによって課題のある公共

施設を抽出し、基本計画の考え方に基づく再配置方針案を必要に応じて複数プラ

ンの形で、行政が再配置検討資料としてまとめました。 

次に、その再配置検討資料を再配置ＷＧ委員およびＥモニターの皆さんに事前

に提示し、検討資料に対する質疑応答期間を設けてから会議を開催し、そこで意

見を伺いました。Ｅモニターの皆さんの意見はその会議の席上で発表しました。 

２年間にわたって再配置ＷＧ委員およびＥモニターの皆さんとは、実に活発な意

見交換を行うことができました。時には施設利用者の声を聞くべきだという意見が

あり、緊急的に利用者アンケートを

実施したこともありました。また、

当初の再配置方針案より「刺激的」

な独自プランの提案もありました。 

西尾市では平成２４年５月に基本

計画策定を記念して公共ＦＭの権威

である根本祐二東洋大学経済学部教

授による「西尾市の公共施設を崩壊
▲再配置ＷＧの様子 
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させないために」と題した講演を開催しました。根本教授は「公共施設のあり方

を見直すときには利用者（利用者市民）の声に耳を傾けることも必要だが、それ

だけでは公平性を欠くため、施設を利用していない市民、つまり税金で施設維持

管理費を負担している負担者市民の声に耳を傾けることが大切である」と主張さ

れました。そして、「将来的には利用者市民と負担者市民が経営者市民となって

公共施設のみならず自治体経営のマネジメントに関わっていくことが理想である」

と提唱されました。 

再配置ＷＧおよびＥモニターはまさにその負担者市民の声に耳を傾けるために

設置したものです。委員等の一部は利用者市民でしたが、その多くは負担者市民

であったため、負担者市民に近い意見を伺うことはでき、かつ、市民の皆さんとの

対話から数多くのことを学ぶことができました。 

ちなみに、平成２４年６月の施設見学を皮切りに全１２回開催しました再配置Ｗ

Ｇの内容は（図表１－１１）のとおりですが、再配置の動きを「見える化」するた

め、再配置ＷＧに提示した資料、会議録、Ｅモニターの意見などはすべて市ホーム

ページで公開しています。なお、これらは第３部資料編でまとめています。 

 

（図表１－１１）再配置ＷＧの開催履歴（平成２４～２５年度） 

開催回 開催日 検  討  内  容 な ど 

第 １ 回 平成２４年６月 再配置検討対象施設見学（８施設） 

第 ２ 回 ７月 旧上横須賀郵便局（低利用施設）について★ 

第 ３ 回        8 月 資料館機能（重複施設）について★ 

第 ４ 回 １０月 弓道場機能（重複施設）について・施設見学（１２施設）★ 

第 ５ 回 １１月 地区集会施設（地域密着型施設）について★ 

第 ６ 回 １２月 高齢者生きがい活動施設（シルバーワークプラザ）機能について★ 

第 ７ 回 平成２５年１月 吉良地区の再配置検討施設・施設見学（６施設）★ 

第 ８ 回 ２月 西尾・一色・幡豆地区の再配置検討施設・施設見学（７施設）★

第 ９ 回 3 月 未利用・低利用施設（幡豆いきいきセンター他）について★ 

第 10 回 １２月 実施計画素案について 

第 11 回 平成２６年１月 実施計画案の一部について★ 

第 12 回 ３月 実施計画案について 

※★はＥモニターの意見が出された再配置ＷＧ   

 

■実施計画が果たす役割～市民の皆さんとの対話は継続します～ 

実施計画は市民の皆さんからの意見を反映させるパブリックコメントを経て策定

したものです。これで市民の皆さんとの対話が完結するわけではありません。第２
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部で紹介しています再配置プロジェクト０１と０２は吉良地区と一色地区の未来の

まちづくりに大きく関係してくる事業となることから、各地域において実施計画

の説明と合わせて市民の皆さんの意見を伺うことを考えています。また、市のホ

ームページや公共施設白書などを通じて、再配置プロジェクトの動きをお伝えする

ことで市民の皆さんからの意見も随時いただきたいと考えています。 

公共施設再配置は中長期的な視点のマネジメントで、取組みを続けていけば必

ず大きな効果を生むもので、平成３７年以降に迎える公共施設の一斉更新問題を

乗り切る も有効な対策となるものです。そのため第１次実施計画の期間後半から

は第２次実施計画の策定準備に着手します。実施計画策定以降の公共施設再配置は

（図表１－１２）のように、５年間ごとに実施計画を策定し、ＰＤＣＡサイクル

（計画→実行→評価→改善）で継続的に稼働させていきます。「継続は力なり」と

いう言葉があるように公共施設再配置こそ継続性が必要な取組みです。なお、将来

的には、施設担当組織が自律的に公共施設再配置を計画実施する段階になれば実施

計画を策定しないＣＡＰＤサイクルに移行することがより効率的だと考えています。 

 

（図表１－１２） 西尾市公共施設再配置行程表（ロードーマップ）Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次
実施計画
H41～H45
（H40策定）

◆公共施設再配置の動きの見える化
○公共施設白書の公表→再配置の動きが定着するまでの一定期間について作成、公表

◆市民と共に公共施設再配置を推進する【公共施設再配置基本方針３】
○経営者市民の声→再配置ＷＧ ・ Eモニターの設置（実施計画策定時に必要に応じて）など
○市民ニーズの把握→市民アンケートの実施 ・ 再配置プロジェクトに伴う市民説明会の開催など

◆公共施設再配置モデ

ル事業→実施計画稼働ま

での間に先行的に取組む再

配置事業。H24開始６事業、

H25開始２事業

◆３つの基

本理念

◆３つの基

本方針

◆テーマ
新たなまちづくり

の出発点・安全

性の確保・官民

連携の活用

全
体
方
針

◆第２部再配
置戦略編→再

配置プロジェクト

の再配置方針

第３次
実施計画
H36～H40
（H35策定）

第２次
実施計画
H31～H35
（H30策定）

第１次
実施計画
H26～H30
（H25策定）

公共施設
再配置
基本計画

（H23策定）

公
共
施
設
再
配
置
の
動
き

第５次
実施計画
H46～H50
（H45策定）

第６次
実施計画
H51～H55
（H50策定）

○各計画ごとに全体テーマを設定
○公共施設再配置の目標値の達成状況と見直し
※施設担当組織が自律的に取組んでいくことができるようになった場
合、実施計画は策定せず事業管理と目標達成確認を行う

○施設機能別あるいは地区別の再配置プロジェクトの展開
　各実施計画の稼働期間（５年間）中に実施計画にはない新た
　な公共施設関連事業が計画された場合、基本計画の考え方
　に基づくものであれば実施計画の再配置プロジェクトと同様の
　位置づけとする。

○再配置プロジェクトをＰＤＣＡサイクルで管理

　 人口規模及び財政規模に応じて随時、再配置プランの見直し
　　を図る。将来的にはＣＡＰＤサイクルへの移行を検討
○他自治体、大学、関係機関との広域的なＦＭ研究の推進

計
画
区
分

◆資料編

→主な公共

施設の現状

と検討課題

個
別
方
針
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１－３ ◆ 第１次のテーマは「まちづくり・安全性・官⺠連携」 
 

 西尾市が公共施設再配置の第一歩として踏み出すための初めての「航海図」とも

言える第１次実施計画、特にその中心である８つの再配置プロジェクトを推進して

いくための基本的な３つのテーマについて、ここでふれておきます。 

 

■新たなまちづくりの出発点としての再配置 

基本計画には「公共施設再配置は未来のまちづくりの礎」と題する市長巻頭文

が掲載されていますが、その中で「公共施設を再配置するということは、市民の

皆さんの身近にある公共施設のあり方を根本的に見直すことであり、それは、と

きとして、定着していた既成概念を打破するような発想により皆さんの生活に大

きな影響を及ぼす場合があります。しかし、西尾市の未来像をしっかりと描くた

めには、長期的視点から見据えた公共施設再配置という新しい自治体経営改革を

戦略的に着実に実行していかなければなりません。その原動力が市民の皆さんの

再配置に対する理解や関心であり、それを高めるためには、公共施設の現状、課題

の積極的な情報公開が必要であると認識しています。その上で、市民の皆さんと

行政が共に手を携え、未来のまちづくりの礎とも言える公共施設再配置に対して、

あらゆる角度からの議論を重ねていきたいと考えています」とあります。 

また、基本計画の「復習」をした本章Ｐ１１でもふれているように、基本計画で

は、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こと

から、公共施設再配置を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

になると言及しています。 

今回の第１次実施計画の再配置プロジェクト、特に０１と０２については建物の

安全性の確保を目的とした大規模な再配置ではあるものの、吉良地区に整備される

予定の新施設と一色支所跡地な

どの定住化促進マネジメントは、

いずれも将来のまちのあり方に

大きく影響します。このため、

第１次実施計画では、合併後の

新たなまちづくりの出発点と

いう視点で公共施設再配置を推

進していきたいと考えています。 

定住化促進マネジメントのための資産運⽤が予定されている
⼀⾊⽀所東側敷地を臨む 
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■建物の安全性の確保は再配置の 優先課題 

 基本計画（本編Ｐ３９～４０）では、再配置対象施設のうち約８割の耐震性が確

保されており、今後は有人の公共施設を優先して耐震性の確保を図っていくと示し

ています。特に災害時には防災施設としての機能を有する施設については耐震性の

確保は 優先課題であり、再配置ＷＧからも耐震性が確保されていない公共施設に

対しては「人命 優先で取組むべき」という意見が出されています。 

合併前からの課題であった吉良地区の耐震性が確保されていない有人施設（コミ

ュニティ公園体育館、吉良野外趣味活動施設体育棟、吉良町公民館）については、

第１次実施計画の再配置プロジェクト０１（第２部第１章）で、新施設への機能移

転によって、その課題を解決することを予定しています。 

ところで、公共施設を含む社会資本（インフラ）の老朽化の問題は、平成２４年

１２月に発生した中央自動車道・笹子トンネル天井落下事故で全国的に話題になり

ました。西尾市では、公共施設の老朽化に伴う一斉更新問題の対策として位置づけ

ている建物の長寿命化に関して、公共施設の目標耐用年数（注１）を 長８０年

とする考え方を次章（Ｐ２７）で示しています。つまり、法定耐用年数（注２）

が５０年である鉄筋コンクリート造の建物をさらに３０年近く長く使用するという

ことですが、８０年という長い期間を本当に安全に使用できるのでしょうか。 

 西尾市では建物の長寿命化を判断するため、平成２４・２５年度に公共施設の

劣化調査を実施しました。鉄筋コンクリート造の建

物の物理的（構造的）耐用年数調査（注３）では、

建築後３０年以上経過している小・中学校施設など

鉄筋コンクリート造１１９棟に対して構造体（建物

の骨組みで容易に変更ができない部分）劣化調査を

行い、長寿命化が可能かどうかの耐久性を判定しま

した。また、その調査と平行して建物の老朽化を調

べるため、２１５棟について目視による建築物劣化調査を行いました。調査の詳

細については第３部（Ｐ１２７～１３３）をご覧ください。 

なお、これらの調査結果については、平成２５年３月に公表しました「西尾市公

共施設白書2012」の施設別ごとの「建物の総合判定」に反映させています。 

第１次実施計画では、こうした建物の耐震性や老朽化などの対策、すなわち建

物の安全性の確保についての再配置を 優先に検討しました。ここで耐震性と老

朽化について誤解のないように説明しておきますが、耐震性が確保されている建物 

（注１）⽬標耐⽤年数・（注２）法定耐⽤年数・（注３）物理的（構造的）耐⽤年数調査について
は、第１部Ｐ２６の本⽂中で⽤語説明しています。 

コンクリート壁のコア抜き作業 
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がすべて長寿命化できる建物ではありません。そのケースがまさに再配置プロジェ

クト０２（第２部第２章）の一色支所で、平成１７・１８年度に耐震補強工事を実

施しましたが、構造体の劣化が進行しているため、長寿命化が難しい建物として分

類し、法定耐用年数での解体を予定しているものです。つまり、耐震改修工事は巨

大地震によって利用者が避難するまでの間の建物倒壊を防ぐための工事で、建物の

老朽化を遅らせて長寿命化を図るものではありません。 

 

■多様な官民連携手法の活用による再配置事業の推進 

 第１次実施計画の３つ目のテーマは、再配置手法として多様な官民連携手法の

活用を考えていることです。公共施設再配置における官民連携の必要性について

は、基本計画のおさらいをした本章（Ｐ１１～１３）に示されており、また再配置

の基本理念３と基本方針３が求めているのは市民協働による再配置の推進です。 

第１次実施計画では実際、ほとんどの再配置プロジェクトでさまざまな官民連携

手法の導入を予定しており、このことは再配置手法を紹介している次章（Ｐ４６）

と、再配置プロジェクトを紹介している第２部の各章で説明しています。さらには、

再配置プロジェクトの概算の総事業費計が維持費及び運営費を除いても約８２億円

と見込まれる大規模な公共事業となる（第１部Ｐ３６）ため、財源確保と財政負担

の平準化の観点からも、ＰＦＩ（注１）の導入の必要性は高いと考えています。 

 なお、官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）については、国も積極的な取組みを推進して 

います。平成２５年６月に閣議決定された「日本再興戦略」の中で、国は、「今後 

 

（図表１－１３）官民連携（ＰＰＰ）／ＰＦＩに関連する国の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） ＰＦＩ Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）の略。  
直訳すれば公共サービスの「⺠間資⾦主導型の⼿法」。公共施設などの設計、建設、維持管理・運
営などに⺠間の資⾦とノウハウ（経営能⼒および技術的能⼒）を活⽤し、効率的かつ効果的な公共
サービスを利⽤者に提供することを⽬的とした官⺠連携⼿法。詳細は第１部第３章Ｐ４７参照 

【経済財政運営と改革の基本方針】平成２５年６月１４日閣議決定 

③民間能力の活用等による効率的な社会資本整備 

  厳しい財政制約の下、国民にとって真に必要なサービスを提供する観点から、選択と集中の徹底、 

国・地方の適切な分担、民間の資金・ノウハウを活用するＰＰＰ／ＰＦＩへの抜本的転換、コスト構造の

改善等を進める。 

【日本再興戦略】平成２５年６月１４日閣議決定 

⑦民間の資金、知恵を活用して社会資本を整備・運営・更新する（ＰＰＰ／ＰＦＩ） 

「成果目標」…今後１０年間でＰＰＰ／ＰＦＩの事業規模を１２兆円（現状４.１兆円）に拡大する。 

（１）収益施設・公的不動産の活用や民間都市開発と一体で進めることにより、民間資金等を最大限に

活かして社会資本の更新等の投資を可能とするような手法を積極的に推進する。 
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１０年間でＰＰＰ／ＰＦＩの事業規模を１２兆円（現状４．１兆円）に拡大する」

と提唱するなど、（図表１-１３）のような方針を出しています。 

そこで、西尾市では官民連携の先進自治体（香川県仲多度郡まんのう町）の事例

研究などから、ＰＦＩの新たな方式を大規模な再配置事業に導入を検討するため、

国土交通省の先導的官民連携支援事業の補助金を受けて「サービスプロバイダ方式

のＰＦＩ実現可能性検討調査」を平成２５年度に実施しました。 

 

【参考】日本初の官民連携手法「サービスプロバイダ方式のＰＦＩ」とは 

「サービスプロバイダ方式のＰＦＩ実現可能性検討調査」の詳細については、第

３部（Ｐ１３４）をご覧いただくとして、西尾市では日本で初めてとなるこの官民

連携の新方式の導入についての実現可能性が高いと判断しています。 

 平成１１年に法制化された日本のＰＦＩは、複数の企業で構成するＰＦＩ事業の

主体（特別目的会社）の代表企業を大手建設会社が担うことから「ハコモノ」整備

中心の事業が一般的です。一方、サービスプロバイダ方式のＰＦＩでは、特別目

的会社の代表的な企業を運営企業（サービスプロバイダ）として位置付け、そこ

から建設会社に業務を発注するという施設運営優先の事業であることが特色です。

施設運営を中心とすることで運営しやすい建物が整備できることや、サービスプロ

バイダを地域事情に精通している地元企業が担うことで地域経済の活性化につなが

るなど、これまでにない新しい官民連携のビジネスモデルが誕生する可能性が期待

できます。サービスプロバイダ方式のＰＦＩを図式化すると（図表１－１４）のよ

うなイメージになります。 

 

（図表１－１４）サービスプロバイダ方式のＰＦＩイメージ図 

 

 

 

  

 

 

 
建設会社等 

西  尾  市 

特別目的会社 
＝サービスプロバイダ 

（運営事業者） 

金融
機関融資契約 

 

業務委託 

性能発注（注１）

による長期間の 

事業契約 

外部モニタリング 

（注１）性能発注 
市が求める「性能」を満
たしていれば細かな手法
は問わない発注方式。
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ひと⽬で分かる第１次実施計画の概要        【第１部第１章のまとめ】 

項 目 内        容 

計画名称 
西尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018 

第１次実施計画と称する場合もあります。 

計画目的 
次世代への財政負担を軽減し公共施設を適切に引き継ぐため、基本

計画で示した理念や方針を反映させた再配置プランを実現すること 

計画テーマ 
新たなまちづくりの出発点・安全性の確保・官民連携の活用
第１次実施計画は「新たなまちづくりの出発点」「建物の安全性の確保」「官
民連携の活用」の視点から推進します。詳細は本章Ｐ２０以降で解説。 

計画期間 
平成２６（2014）年度～平成３０（2018）年度：５年間 
第１次実施期間として位置づけています。策定日：平成２６年３月２６日 

第１部【ガイダンス編】頁数：５０頁  
西尾市の公共施設再配置についての基礎知識（基本計画の復習）、実施計画の

概要、西尾市の再配置目標値、再配置手法（ＦＭツール）などについて説明し

ています。第２部を読むための導入部分（入門講座）です。 

第２部【再配置戦略編】頁数：１１４頁 
平成２６年度から５年間で取り組む８つの再配置プロジェクトについて、再配

置プランに至るプロセスを中心に説明しています。実施計画の中心部分です。

計画構成 

（３部構成） 

総頁数： 

３１８頁 

第３部【資料編】頁数：１５４頁 
実施計画策定にいたる検討過程に関係する会議録等の資料をまとめたものです

再 配 置 
施 設 数 
（予定） 

●再配置施設数＝41施設（131棟）（新設更新数は除く） 

→○解体数＝16施設（67棟） ○譲渡数＝10施設（10棟）  

○貸付数＝２施設（2棟） ○改修等数＝14施設（52棟）   

※新設（更新）数＝２施設は除く  
※吉良支所は解体と改修等の両方で計上しているため合計は42施設になる。 
※機能集積するだけの弓道場の２施設は改修等に含む（再配置効果も同じ扱い） 

再 配 置 
効 果 
（予定） 

●再配置施設延床面積＝60,445.91㎡（新設更新数は除く） 

→○解体面積＝24,271.62㎡ ○譲渡面積＝1,418.04㎡  

○貸付面積＝456.05㎡ ○改修等面積＝34,300.20㎡  

※新設（更新）面積＝12,000㎡程度は除く 

★ＬＣＣ削減効果（再配置前－再配置後）＝約139億8,900万円/30年 

 

実施計画

の位置づ

け 

実施計画は行財政改革の側面を持ちながら公共施設再配置に基づく

西尾市のまちづくりの将来像にも大きな影響を与えるものです。こ

のため、市の 上位計画である「第７次西尾市総合計画」、「行財

政改革大綱」等と一体的に位置づけ、また「都市計画マスタープラ

ン」等の各種計画との整合性を図りながら、全庁的な取り組みであ

る公共施設再配置の推進力と継続性を保障していくものとします。 

 

平成 24 年 3 月に策定した⻄⻄⻄尾尾尾市市市公公公共共共施施施設設設再再再配配配置置置基基基本本本計計計画画画（本章Ｐ2～14） 

効率的・効果的な施設配置を実現する公共施設再配置という新たな 

公共施設マネジメントに対する西尾市の基本理念と基本方針を定めています 

  平成 37 年以降に公共施設の更新建替時期が集中する⇒公共施設⼀⻫更新問題 




