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１１１１ 我我我我がががが国国国国をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的要因社会的要因社会的要因社会的要因
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我我我我がががが国国国国のののの人口動向人口動向人口動向人口動向

１１１１ 瀬戸市瀬戸市瀬戸市瀬戸市をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的要因社会的要因社会的要因社会的要因

資料：「国土の長期展望 中間取りまとめ」（国土交通省 H23.2.21）より抜粋
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社会保障費社会保障費社会保障費社会保障費のののの推移推移推移推移とととと将来予測将来予測将来予測将来予測

１１１１ 瀬戸市瀬戸市瀬戸市瀬戸市をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的要因社会的要因社会的要因社会的要因
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瀬戸市瀬戸市瀬戸市瀬戸市のののの社会保障費社会保障費社会保障費社会保障費

単位：百万円

資料：平成26年度当初予算資料よりデータを抜粋し作成

� 2025年は、団塊の世代（約2,200万人）が

75歳以上の後期高齢者となり、4人に1人

が75歳以上という超高齢社会が到来。

� これまで国を支えてきた団塊の世代が給

付を受ける側に回るため、医療、介護、福

祉サービスへの需要が高まり、社会保障

財政のバランスが崩れる可能性大。

� 国の介護保険の総費用は、制度の始まっ

た2000年度の３．６兆円から、2013年度に

９．４兆円へと増加し、2025年には約20兆

円まで達する見込み。
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■■■■ 社会資本社会資本社会資本社会資本のののの高齢化高齢化高齢化高齢化へのへのへのへの対応対応対応対応がががが迫迫迫迫られるられるられるられる新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題のののの発生発生発生発生 ■■■■

市民生活を支える社会資本の多くは、膨大な量であるがゆえに、その維持管理や更新に必要な経費は、地方自

治体の財政運営に大きな影響を与えるが、都市の営みに欠かすことのできない機能を担うライフラインといわれる

社会資本の使命は、都市が存在する限り永遠の継続を担保しなければならない。

一方、ハコモノと言われる社会資本は、その多くが高度成長期に整備されてきたこともあり、ここ10年の間に施設

自体が対応年数を迎えるが、維持管理維持管理維持管理維持管理やややや改修等改修等改修等改修等によるによるによるによる延命策延命策延命策延命策ではではではでは解決解決解決解決できないできないできないできない寿命寿命寿命寿命というというというという避避避避けられないけられないけられないけられない宿命宿命宿命宿命を背

負っている。

社会資本の更新に伴う新たな投資には、綿密綿密綿密綿密なななな計画計画計画計画によるによるによるによる優先順位優先順位優先順位優先順位付付付付けけけけと、不退転不退転不退転不退転のののの着実着実着実着実なななな実行実行実行実行を実現しなけ

れば、限られた予算の中での施設更新は不可能となってしまう。

２２２２ 課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ背景背景背景背景 ①①①①

何故何故何故何故、、、、いまいまいまいま検討検討検討検討するするするする

必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか？？？？
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２２２２ 課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ背景背景背景背景 ②②②②

■■■■ 国策国策国策国策にににによるよるよるよる『『『『インフラインフラインフラインフラ長寿長寿長寿長寿命化基本命化基本命化基本命化基本計画計画計画計画』』』』のののの策定策定策定策定とととと推進推進推進推進 ■■■■

日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略

2013.6.142013.6.142013.6.142013.6.14 閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定

インフラインフラインフラインフラ長寿命化基本計画長寿命化基本計画長寿命化基本計画長寿命化基本計画

2013.11.292013.11.292013.11.292013.11.29 関係省庁連絡会議関係省庁連絡会議関係省庁連絡会議関係省庁連絡会議

地方地方地方地方へへへへ要請要請要請要請

関係省庁発関係省庁発関係省庁発関係省庁発 2013.122013.122013.122013.12～～～～
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３３３３ 検討対象検討対象検討対象検討対象とするとするとするとする社会資本社会資本社会資本社会資本

地方自治体が管理する財産の範囲と分類は、図3-1とおりとなっている。
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（自治法238の1）

行政財産

（自治法238の4）

公用財産

（庁舎、支所）

公共財産

（道路、公園等）

普通財産

（自治法238の5）

物 品

（自治法239の1）

債 権

（自治法240の1）

基 金

（自治法241の1）

資料：地方自治体が管理する財産（参考：「地域再生に金融を活かす」根本裕二著）から抜粋

図図図図3333----1111 社会資本社会資本社会資本社会資本のののの範囲範囲範囲範囲とととと分類分類分類分類
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３３３３ 検討対象検討対象検討対象検討対象とするとするとするとする社会資本社会資本社会資本社会資本

分分分分 類類類類 種種種種 類類類類 検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき社会資本社会資本社会資本社会資本のののの範囲範囲範囲範囲

建建建建 築築築築 系系系系 学校施設 保育園、小学校、中学校

瀬戸旭看護専門学校 など

生涯学習施設 公民館、コミュニティセンター、図書館 など

文化施設 美術館、スポーツ施設、文化施設 など

福祉施設 やすらぎ会館、児童館 など

公営住宅施設 市営住宅

行政施設 本庁舎、支所、サービスセンター、消防署 など

病院施設 陶生病院

インフラインフラインフラインフラ系系系系 道路、橋梁、公園、上下水道 など

プラントプラントプラントプラント系系系系 ごみ処理施設（尾張東部衛生組合）、し尿処理施設、下水終末処理場、浄水場 など

表表表表3333----1111 検討検討検討検討のののの対象対象対象対象とするとするとするとする社会資本社会資本社会資本社会資本のののの範囲範囲範囲範囲

地方自治体が管理する社会資本（財産）を体系別に分類すると見ると、「建築系」、「インフラ系」、

「プラント系」に大別できる。

本指針では、未来の都市経営にとって必要となる機能を与件として、大別される区分ごとの指針を

とりまとめる。
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４４４４ 解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題

感覚感覚感覚感覚的的的的なななな要因要因要因要因

■■■■ 「「「「無無無無いいいいよりあったよりあったよりあったよりあった方方方方がががが

良良良良いいいい」」」」とととといういういういう感情感情感情感情

制度的制度的制度的制度的なななな要因要因要因要因

■■■■ 受益受益受益受益とととと負担負担負担負担のののの乖離乖離乖離乖離

■■■■ 補助制度補助制度補助制度補助制度のののの呪縛呪縛呪縛呪縛

■■■■ 公公公公会計制度会計制度会計制度会計制度

■■■■ フルセットフルセットフルセットフルセット主義主義主義主義

経営的経営的経営的経営的なななな要因要因要因要因

■■■■ 判断判断判断判断をををを複雑化複雑化複雑化複雑化してしてしてしているいるいるいる

スパイラルスパイラルスパイラルスパイラル



５５５５ 社会資本総合社会資本総合社会資本総合社会資本総合マネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメントの区分区分区分区分
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保有保有保有保有又又又又はははは使用使用使用使用するするするする施設施設施設施設とととと、、、、そそそそ

れられられられらのののの利用環境利用環境利用環境利用環境をををを都市戦略都市戦略都市戦略都市戦略

のののの視点視点視点視点からからからから、、、、総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ統括統括統括統括

的的的的にににに企画企画企画企画、、、、管理管理管理管理、、、、活用活用活用活用するマするマするマするマ

ネジメントシステムネジメントシステムネジメントシステムネジメントシステム

ファシリティ・マネジメントファシリティ・マネジメントファシリティ・マネジメントファシリティ・マネジメント アセット・アセット・アセット・アセット・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

社会社会社会社会インフラのインフラのインフラのインフラの資産資産資産資産をををを適正適正適正適正にににに

評価評価評価評価しししし、、、、それをそれをそれをそれを将来将来将来将来にににに渡渡渡渡ってってってって

安全安全安全安全かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに維持維持維持維持することすることすることすること

でででで、、、、公共公共公共公共サービスのサービスのサービスのサービスの最適化最適化最適化最適化をををを

達成達成達成達成するするするするためのマネジメントためのマネジメントためのマネジメントためのマネジメント

システムシステムシステムシステム

建築系建築系建築系建築系 インフラインフラインフラインフラ系系系系

プラントプラントプラントプラント系系系系
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６６６６ ファシリティ・マネジメントファシリティ・マネジメントファシリティ・マネジメントファシリティ・マネジメント思想思想思想思想

③③③③既存既存既存既存のハコモノののハコモノののハコモノののハコモノの広域利用広域利用広域利用広域利用にににに関関関関するするするする可能性可能性可能性可能性のののの検討検討検討検討

現代では、公共交通機関の充実とモータリゼーションの発達に

よって、ハコモノ整備の最盛期であった昭和中期と比べて、移動時

間の飛躍的な短縮を実現している。

今後の更なる技術の進歩がもたらす移動手段の確保を前提とす

るならば、それはハコモノの広域利用を可能とするもので、既存の

全てのハコモノに聖域を設けず、広域利用に関する可能性を追求す

ることが求められている。

①①①①フルスペックフルスペックフルスペックフルスペック型型型型からからからから機能型機能型機能型機能型へのへのへのへの転換転換転換転換

これまでの地方自治体が整備してきたハコモノ

の多くは、あったらいいを形する『フルセット主

義』によって整備が進められてきた。

また、学校施設に代表される団塊の世代を受

け入れるためのピークを基準に整備された施設

は、今では余剰となっているものも少なくない。

こうした都市に存在するフルスペックの施設群

について、都市経営に必要なものをどうやって

残すかの分岐点は、個別の事案ごとでのフルス

ペックを許容せず、「施設偏重から機能優先」へ

の基準転換が不可欠である。

②②②②多機能型多機能型多機能型多機能型（（（（複合型複合型複合型複合型やソフトやソフトやソフトやソフト化化化化））））へのへのへのへの転換転換転換転換

これまでのハコモノの多くは、「１つの機能を１つの

施設で果たす」考え方が主流であったが、人口減少

を与件とするならば、社会に必要な機能を求める議

論を深める過程で、活動拠点が個々に無ければな

らないという「城」の概念を捨てた検討が必要とな

る。

その検討には、単に効率性だけの視点で、ハコモ

ノ廃止の議論を促進しようとするものではなく、社会

に求められる機能を複合的に組み合わせた選択と

集中により、１つのハコモノで多機能な組み合わせ

を実現するための発想の転換が求められている。
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③コンパクト③コンパクト③コンパクト③コンパクト化化化化をををを基本基本基本基本としたとしたとしたとした選択選択選択選択とととと集中集中集中集中へのへのへのへの転換転換転換転換

国では、少子高齢化者社会の進展による人口減少を背景に、維

持すべき都市の範囲を限定し、必要な社会資本の集約を図ろうとす

るコンパクトシティ論が提案されている。

瀬戸市では、あえて過疎地域の排除論を容認するのではなく、プ

ラント系の利用量の削減や、インフラ系維持管理への市民参加と

いったソフト面の充実に都市全体で取り組み、更新しなければなら

ない社会資本そのものをコンパクトにする取り組みに挑戦する。

①①①①長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦

都市の営みに欠かすことのできない機能を担う

ライフライン全てを、同時期に更新するためのコ

スト負担は不可能である。

また、プラント系の更新には、現存とは別の場

所で、新たな整備を実施する必要が生じるため、

新規整備に比べて多額のコストが発生する。

そうした難しい課題を解決する術を検討するた

めにも、いま出来ることとして、現存する社会資

本の長寿命化に取り組む必要がある。

②②②②予防保全予防保全予防保全予防保全のののの長期包括委託長期包括委託長期包括委託長期包括委託へへへへのののの転換転換転換転換

これまでの社会資本に対する維持管理は、事後保

全を基本に実施されてきたが、そうした手法が肥大

化した社会資本に対する最適な対処方法であるか

の議論は尽くされていない。

限られた予算の有効活用という視点で、あえて事

後保全という前例踏襲を否定し、傷まないようにす

る手法に取り組む発想の転換が求められている。

また、事後保全から予防保全への転換には、民間

企業への長期包括委託も含めた聖域の無い検討が

求められる。

７７７７ アセット・マネジメントアセット・マネジメントアセット・マネジメントアセット・マネジメント思想思想思想思想


