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あ ら ま し

近年，公共施設などの老朽化問題に対する国や地方自治体の関心が非常に高まってい

る。高度経済成長期の人口急増に合わせて急速に整備を進めてきた公共施設が，建設か

ら約40～50年以上経過し，その維持更新費用が短期間に集中するものと見込まれている。
一方，特に地方自治体においては，人口減少と少子高齢化の進行により，税収の縮減と

社会保障関係費の増加による投資余力の低下が懸念され，全ての公共施設を現状のまま

一律に維持更新し続けることは困難な状況にある。そのため，公共施設を総合的に把握

し，財政運営と連動させて維持更新・活用するための公共施設マネジメントの取組みが

急務な状況にある。このような状況下で，2014年4月に総務省から「公共施設等総合管理
計画策定の要請」が全国の地方自治体に示されたことで，地方自治体における公共施設

マネジメントへの取組みが加速している。

本稿では，そうした公共施設マネジメントに取り組む地方自治体に対し，富士通総研

の考えるより高い実効性のある戦略的なマネジメント方策を実践するためのポイントを

紹介する。

Abstract

Recently, the national and local governments have come to show increasing interest 
in the aging of public facilities.  Public facilities, which were rapidly developed 
along with the population upsurge in Japan’s high economic growth period (between 
1955 and 1961), are now over 40 to 50 years old and expenses for maintaining and 
renovating them are estimated to concentrate in a short period.  Meanwhile, local 
governments, in particular, are faced with a fear of a fall in investment capability due 
to reduced tax revenues and increased social security costs caused by the population 
decrease and aging population combined with a falling birthrate.  This has made 
it difficult to continue to maintain the conditions of all public facilities without 
exception.  Accordingly, activities are urgently needed for managing public facilities 
and comprehensively grasping their status in order to maintain, renovate and utilize 
them in conjunction with fiscal management.  Under these circumstances, the Ministry 
of Internal Affairs and Communications (MIC) issued the “request for developing a 
comprehensive management plan for public facilities” to local governments nationwide 
in April 2014, and this accelerated local governments’ activities for the management of 
public facilities.  This paper presents to the local governments that are working on such 
management of public facilities the points in practicing Fujitsu Research Institute’s 
idea of strategic management measures with higher effectivity.
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る。一方，多くの地方自治体は，人口減少や高齢
化の影響から，税収減による収入の縮小と社会保
障費の負担増などにより，財政の厳しさが深刻化
しており，集中する更新費用の全てを負担するこ
とは難しい。健全な自治体経営を実現していくた
めには，公共施設を経営資源として捉え，財政と
連動して維持更新・活用するための取組みが急務
な状況にある。
そうした中，2014年4月に総務省から「公共施設
等総合管理計画（以下，総合管理計画）策定の要
請」（3）が全国都道府県および市区町村に出され，こ
こ数年のうちに公共施設マネジメントに取り組む
自治体は急増すると考えられる。各自治体におけ
る取組みの方法やレベルは異なり，どのように展
開していくべきか試行錯誤している状況にある。
本稿では，自治体経営の基盤強化に資すること
を狙いとし，富士通総研が考える高い実効力のあ
る戦略的な公共施設マネジメント方策を実践する
ためのポイントについて紹介する。

総合管理計画で求められる新たな観点

総合管理計画は，2013年11月に国が定めた「イ
ンフラ長寿命化基本計画」を踏まえ，地方自治体
がその行動計画として定めるものとされている

総合管理計画で求められる新たな観点

ま　え　が　き

2012年，中央自動車道笹子トンネル内で発生
した天井板の崩落事故以来，我が国のインフラ老
朽化問題に注目が集まるようになった。こうした
国や地方自治体などの保有するインフラを含む公
共施設の老朽化問題は，10年以上前から指摘さ
れ続けてきた。そもそも，これは人口が右肩上が
りに拡大してきた高度経済成長期に，公共施設も
急速に整備が進められてきたことに起因している
（図-1）。（1）その結果，我が国の道路や上下水道など
のインフラは，その整備率および提供する便益な
どに鑑みると，世界を凌ぐ高い水準にあると言わ
れている。しかし，そうした公共施設が集中建設
された時期から約40～50年以上が経過し，耐用年
数を迎えるものが増え始めており，10～20年後に
は，維持更新のための費用負担は急増する。我が
国の場合，この老朽化が短期間に集中することが
大きな問題となっている。

2011年度に総務省が実施した「公共施設及びイ
ンフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する
調査」（2）によると，地方公共団体の公共施設などに
かかる今後40年間の更新費用は，現在の更新投資
額に対し，年平均で約2.6倍になると見込まれてい

ま　え　が　き
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図-1　社会資本整備の推移
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築物の老朽化が進行し，新たな問題が生じる可能
性もある。そのため，総合管理計画ではインフラ
を含めて計画の対象とすることを前提としており，
公共建築物とインフラのそれぞれにかかる将来コ
ストを試算し予算配分を検討することを前提とし
ている。
（2） 施設のリストラと維持保全方針の明確化
各施設を評価して方向性を定めるだけではな
く，どう維持管理していくのかを含めて方針を提
示する必要がある。これまで，公共施設マネジメ
ントへの取組みは，いかに施設をリストラして総
量圧縮を実現していくかという方向性と，保有す
る施設を目標耐用年数までどう安全な状態で使用
できるようにするかという維持保全の方向性の大
きく二つに分かれていた。
特に前者は，行革部門や企画，財政部門が中心
となってまとめる場合に多く，後者は管財部門や
営繕部門が中心となってまとめる場合に多く見ら
れた。しかし，総合管理計画では，このように施
設の統廃合なども検討すると同時に劣化状況を正
しく把握し，維持保全業務に生かしていくといっ
た双方の方向性を明確にしていくことが求められ
ており，全庁の部門横断的な体制構築が必要とさ
れている。

（図-2）。更に計画策定を促すため，策定に要する
経費を特別交付税で充当することと，計画を策定
していれば，これまで起債対象ではなかった「施
設の除却費用」を地方債の特例措置として認める
とされている。
本章では，総務省の示す総合管理計画策定の指
針において求められている新たな視点について説
明する。これらの視点は，これまで先行して公共
施設マネジメントに取り組んできた地方自治体が
策定した，公共施設マネジメント計画や保全計画
ではあまり盛り込まれてこなかったポイントであ
り，主に次の3点が特徴として挙げられる。
（1） インフラを含む公共施設全体を対象
まずは，計画の対象とする施設の範囲について
である。これまで多くの場合，公共施設マネジメ
ントの対象は，公共建築物を中心とし，インフラ
（道路や橋梁，上下水道など）を含まない事例が多
い。建築物は統廃合などによる施設総量の削減余
地がある一方，例えば道路や上下水道の廃止は非
常に困難であることから，まずは建築物から対象
にするという意図がある。
しかし，例えば公共建築物だけを対象として計
画を立てても，いざ整備しようとしたときに橋の
崩落があればそこに予算をかけなければならなく
なる。その場合，計画が実効力を持たないまま建

インフラ長寿命化基本計画
（基本計画）【国】

（行動計画）      【地方】（行動計画）      【国】

（個別施設計画） （個別施設計画）

各省庁が策定 公共施設等総合管理計画

道路 河川 学校 道路

出典：総務省「公共施設等総合管理計画の策定要請」

河川 学校

図-2　インフラ長寿命化計画の体系
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（3） 民間や近隣自治体などとの連携の模索
当該団体としてあるべき行政サービス水準を明
確にし，サービスの提供主体や方法と施設の在り
方を一緒に考える必要がある。「自治体が主体で
サービスを提供するか？」「サービスを提供する場
所は公共施設である必要があるか？」といった基
本的な方針を固める必要がある。更に「施設を更
新する際に民間の技術・ノウハウ，資金などの活
用が見込めないか？」「隣接する市区町村と公共施
設の相互利用や共同運営などができないか？」と
いった民間やほかの自治体などとの連携について
検討する必要がある。
以上の三つの観点を参考に，既に策定している
公共施設マネジメント計画や保全計画の見直し，
もしくは新たに策定する計画に反映していくこと
が必要である。

公共施設マネジメント推進支援サービス

本章では，富士通総研の提案する公共施設マネ
ジメント推進支援サービスについて述べる。以下
にその具体的な実施フローを示す。
（1） 前提条件の整理
将来の人口・財政フレームを推計するととも
に，アンケート調査結果に基づく公共施設の住民
満足度，総合計画・行財政改革大綱などの上位関
連計画に掲げられた今後の公共施設の在り方など
を整理する。
（2） 公共施設の実態把握
各施設の所管課に調査シートを配布し，公共施
設の実態をきめ細かく洗い出す。更に書面調査だ
けでは把握できない内容については，個別にヒア
リングなどを行う。
（3） 公共施設白書の作成
前項までの調査結果を「公共施設白書」として
取りまとめる。白書は簡潔に住民にとっても分か
りやすい内容にする。
（4） 今後の基本的な方向性の検討
公共施設白書の作成過程で収集した定量データ
を活用し，客観的な分析・評価を行う。そこから
対象施設一つひとつの今後の基本的な方向性（案）
を明らかにする。
（5） マネジメント推進方策（基本方針）の検討
施設の維持管理・運営にかかるコストの全体最

公共施設マネジメント推進支援サービス

適化と，公共サービスの質の向上を同時に実現す
るために取り組むべき施設マネジメントの推進方
策（基本方針）を明らかにする。
（6） 今後の取組み課題の検討
上記（1）～（5）を踏まえつつ，総合的かつ計
画的に施設マネジメントを推進していくために，
全庁的に取り組むべき重点課題を明らかにする。
以降では，前章で述べた総合管理計画で求めら
れる新たな三つの観点に対し，富士通総研の提案
する支援サービスを紹介する。

全庁的な重点課題の解決に向けた提案

● 現状と課題
総務省からの総合管理計画策定の要請を請け，
これまで動きのなかった自治体でも公共施設マネ
ジメントに取り組み始めている。そうした中，取
組みを進める自治体にとって大きなハードルと
なっているのは，個別具体の施設の方向性を決め，
それを具現化していくことである。特に施設を統
合・廃止するという決断が下せない。先進的に取
り組んでいると言われている自治体ですら，これ
が大きな悩みの種となっている。自分が所管する
施設を廃止したくない職員，自分の近所にある施
設や普段利用していなくても思い出深い施設を取
り壊してほしくない住民，そうした有権者から支
持を得たい議員や首長，それぞれの施設に対する
思いが錯綜し，ときには大きな反発を呼び，調整
は困難を極める。
公共施設マネジメント導入の第一歩は，施設の
実態を洗い出し，今後どれだけ維持更新コストが
かかるかを試算することから始まる。試算してみ
ると，おそらく現在の施設量を維持更新していく
だけの費用を捻出することは難しく，施設総量の
圧縮，すなわち施設の統合・廃止を避けて通るこ
とができないことが明らかになる。そのため，ど
の施設を，どの優先順位で統合・廃合または維持
更新していくかを明確にし，庁内外に丁寧に説明
しながら，合意形成を図っていかなければならな
い。実施に当っては，建物とそこで提供するサー
ビスを定量的・定性的な情報を用いて，客観的に
評価することが重要であり，それは今後の方向性
を協議し，判断する上でも非常に有益な情報と
なる。

全庁的な重点課題の解決に向けた提案
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市民生活に及ぼす影響など，様々な観点から仮説
の実効性を検証することで，個別施設の方向性の
協議に必要な情報を提供する。そうすることによ
り，関係者間での合意形成を図る地盤固めの部分
からサポートしている。

施設の維持保全の最適化

● 現状と課題
公共施設は整備することがゴールではなく，そ
れらをいかに効率的・効果的に維持保全し，運用
していくかが重要である。それによって公共施設
の劣化の進行速度が変わり，また住民などの利用
率や職員の執務効率にも影響が及ぶ。更には，維
持管理コストや行政サービスの提供コストにも大
きく関わる。
効率的・効果的な施設の維持保全の実現に向け
ては，建物を目標耐用年数まで安全な状態で使用
できるよう，不具合が生じる前に計画的な予防保
全工事を行うことが重要となる。それにより，不
具合が生じてからその都度工事を行う場合に比べ
て，修繕にかかるコストの低減や工事予算の平準
化などにつながることが期待できる。ただし，予
防保全が目的でも闇雲にコストを投じても意味が
ない。ある一定の基準を設定し，それに準じて最

施設の維持保全の最適化

● 富士通総研の提案する支援サービスのポイント
～単なる実態把握にとどまらず，今後のあるべ
き方向性までを提示～
富士通総研では，公共施設の老朽化の進行具合
や施設を介して提供中のサービスの利用状況，今
後の大規模改修や建替えなどに必要と考えられる
コストの試算など，ハード・サービスの両面から
各施設の実態をきめ細かく洗い出す作業から支援
している。また，単なる実態把握にとどまらず，
維持管理・運営にかかるコストの全体最適化と公
共サービスの質的向上を同時に実現するための戦
略的なマネジメント方策を立案し，持続性に長け
たより足腰の強い自治体経営の推進を積極的に支
援している。
従来，各自治体で作成されてきた公共施設白書
は，保有する施設の実態を整理し，報告書として
取りまとめ，情報を公開する程度にとどまってい
るものが多く見受けられた。富士通総研は，建物
の経過年数や所要の耐震性能の有無，利用状況の
推移，維持管理・運営に投じている経費などの定
量データを用いて，「建物性能（ハード面）」と「施
設機能（サービス面）」の両面から各施設を客観的
に評価している（図-3）。大まかな方向性を仮説と
して設定し，今後充当可能な財源との兼ね合いや
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め，建替えや改修，他施設へ
の移転などにより，建物性能
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B
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図-3　施設の分析・評価イメージ
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適な維持管理・予防保全を実現することが重要で
ある。
● 富士通総研の提案する支援サービスのポイント
（1） 個別施設の方向性や予算と連動した維持保全
の在り方を提示
富士通総研では，単に建物を長く使うことだけ
に主眼を置くのではなく，「いつ，どの施設に，ど
のレベルで保全費用・更新費用を投じれば，財政
運営や施設運営上，最も効率的・効果的であるか」
に主眼を置き，最適な維持保全の在り方を明らか
にしている（図-4）。
（2） 維持保全およびマネジメントに活用できる情
報管理の在り方を提示
多くの自治体では，公共施設に関わる情報は公
有財産台帳，固定資産台帳，営繕台帳と，用途や
観点によって別台帳で管理している。各台帳は管
理する施設の範囲や項目，データの粒度，その更
新のタイミングなどが異なり，数値に差異が生じ
るなども散見される。公共施設マネジメントの導
入を機に，施設の諸元データ，補修および修繕履
歴や日常の点検結果など各台帳で個別管理してき
た情報を連携させ，財産管理とともに総合管理計
画の進捗管理・見直し，毎年度の維持保全業務な

どに活用できるよう一元化を図ることが重要であ
る。富士通総研では，各自治体の維持保全業務に
沿った公共施設のマネジメントに活用できる情報
管理の方法を提案する。なお，情報管理の在り方
については，本誌掲載の「ICTを活用した効率的か
つ戦略的な社会資本の維持管理」で兵庫県様の事
例を交えながら詳しく紹介する。

民間活用などを視野に入れた推進方策の検討

● 現状と課題
自治体の公共施設マネジメントにおける民間活
用手法としては，PFI（Private Finance Initiative）
などの施設の新設・更新に関わるもの，指定管理
者制度や包括管理委託などの維持運営に関わるも
のなど様々である。今後の公共施設は新設ではな
く，既存施設をいかに効率的に維持保全していく
かが中心となる。
自治体は，施設の維持・更新・廃止などを判断
する際，まずは自治体側の都合で施設を評価する。
しかし，施設の立地条件や建物の構造・規模によっ
て，民間活用を進めたくても自治体側の都合だけ
では，民間企業などにとってメリットが少ない場
合が多分にある。自治体の都合だけで最終的な個

民間活用などを視野に入れた推進方策の検討
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図-4　予算と連動した施設保全の在り方
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実効力のある公共施設マネジメントに向けた取組み

別施設の方向性を決めるのではなく，民間側のニー
ズをきちんと把握した上で，それを個別施設の方
向性に反映していくことが非常に重要である。真
に実効性の高いマネジメントを推進していくため
には，こうした民間活用なども視野に入れ，各自
治体の実態に即した推進方策を明らかにしていく
必要がある。
● 富士通総研の提案する支援サービスのポイント
～各自治体の実態に応じた，真に実効性の高い
マネジメント推進方策を提示～
富士通総研は，行政経営に関するコンサルティ
ングの豊富な実績・ノウハウを生かし，行政改革
との連動，使用料の見直しや指定管理者制度の第
三者評価などとの連動を視野に入れたサービスを
提供し，真に実効力のある公共施設マネジメント
をトータルでサポートする。
各施設の維持管理・運営にかかるコスト，同種・
類似のサービスを提供中の民間施設の配置状況な
ども加味しながら，維持管理・運営にかかるコス
トの全体最適化と，公共サービスの質の向上の双
方の実現を目指す。そのため，「大規模改修や建替
えにかかるコストの最適化」「サービス内容の見直
しによる施設を介したサービスメニューの最適化」
「将来的なサービス需要動向を踏まえた施設の保有
総量の最適化」など様々な視点から，各自治体様
の実態に応じた真に実効性の高いマネジメント推
進方策を立案する。

む　　す　　び

住民の日々の暮らしとも密接な関わりを持つ公
共施設のマネジメントを高い実効力を伴って実践
するためには，庁内外の多くの関係者が納得する
形で推進していくことが必須条件である。その際，
統合・廃止も視野に今後の各施設の在り方につい

む　　す　　び

て，合意形成を図るには多大な時間を要する。こ
のため，可能な限り速やかに，庁内外の関係者に
対して今後の各施設の在り方を選択肢として提示
し，議論を進めることが重要なポイントである。
また，各施設の劣化や利用の状況などの実態
は，経年によって変化することから，公共施設に
関するデータを一元的に管理し，定期的な実態把
握とこれを踏まえた方策の見直しも極めて重要な
ポイントである。
この二つのポイントを着実に具現化するため，
富士通グループでは，富士通総研がこれまで多く
の自治体で手懸けてきた行政経営に関するコンサ
ルティングの豊富な実績・ノウハウと，富士通が
提供する行政分野向けのICTを駆使したシステム
構築スキルの強固な融合を図る。それにより，マ
ネジメント方策の立案からその後の進捗管理まで
トータルで各自治体の取組みをサポートし，真に
高い実効力を伴った公共施設マネジメントの推進
に積極貢献する所存である。
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