
瀬戸市公共施設白書（概要版） 

平成27年7月 

瀬戸市 



１． 公共施設白書の目的と位置付け 

◆公共施設白書の目的と位置付け 

公共施設の現状を見える化し、共通理解を深める 

●税収減×社会保障の増加 

●保有する公共施設の老朽化 

●生活スタイルの多様化 

社会的な
背景 

●公共施設すべてを更新するのか？ 

●更新費用はどのように負担するのか？ 

●優先順位をどうするか？ 

●実行可能なのか？ 

新たな都
市の課題 

良好な公共サービスを継続して提供するためには、公共施設等の最適な配
置を実現し、管理に係る財政負担を軽減・平準化する方策を考えなくては
ならない。 

目 
的 
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２． 公共施設等の保有状況 

◆公共施設白書の対象とする施設 

 本白書の対象とする施設は、本市が所有する公共施設のうち、
公共建築物とインフラ資産とし、下記に示す235施設（延床面積
約30.7万㎡）及び、道路、橋りょう、上水道、下水道、公園等を
対象としています。 
 分野別の施設数の割合をみると、生涯学習施設（公民館、集会
所等）が63施設と最も多く、上下水道等の管理施設が33施設、学
校施設が31施設と多い状況であることが分かります。 

【市有資産体系図】 

【公共建築物施設一覧】 
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分野別施設数の内訳
レベル① レベル②

学校 31 158,340 小学校（20）　中学校（8）　給食センター

特別支援学校（2）

保育施設 保育園 19 13,917 保育園(19)

コミュニティ施設 63 25,217 公民館（17）　地域交流センター（3）　

集会所（41）　図書館（１） 市民交流センター

文化施設 15 31,183 文化センター　歴史民俗資料館　　窯垣の小径ギャラリー　　陶の路「暮らしっくストリート」ポケットパーク　　案内処　　無風庵　　瀬戸蔵

北川民次記念館　　窯垣の小径資料館　　染付工芸館　　小長曽陶器窯跡上屋　　ノベルティ・こども創造館　文化財収蔵庫（2）　　新世紀工芸館　　

レクリエーション施設 9 13,185 市民公園（スポーツ施設）　　北スポーツ施設　　公園等管理施設（7）

産業振興施設 3 2,462 デジタルリサーチパークセンター　　道の駅瀬戸しなの　　宮前地下街

福祉施設 9 10,165 高齢者福祉施設（3）　障害者福祉施設

児童福祉施設（4）　保健施設

公営住宅施設 市営住宅 10 11,453 市営住宅（10）

市役所・出張所 11 14,338 本庁舎　　分庁舎(2)   支所（3）　　市民サービスセンター(2)

倉庫(2)　　職員厚生施設（山の家）

消防・防災施設 21 5,113 消防本部　消防分署（2）　分団詰所（12）　水防倉庫等（6）

環境施設 11 18,936 斎苑　　し尿処理施設（クリーンセンター）　　ごみ収集施設（クリーンセンター）　　大気汚染測定所　　下水処理場　

浄化センター（2）　　下水道展示館　中継ポンプ場　　資源リサイクルセンター　　屋外学習施設

管理施設 33 3,271 浄水場・取水場（6）　　資材庫

配水場（17）　ポンプ場（9）　

235 307,580

※市関係機関の所有する施設

医療施設 1 75,436 公立陶生病院組合

ごみ処理施設 2 15,959 尾張東部衛生組合（2）

看護専門学校 1 4,958 公立瀬戸旭看護専門学校

合計 3 96,353

プラント系
管理施設

分　類
施設数 延床面積（㎡） 主な施設

学校施設

生涯学習施設

その他

文化施設

福祉施設

行政施設
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２． 公共施設等の保有状況 

 現在、本市が保有する公共建築物は、1950年代頃から建設されてきた
施設であり、2014年（平成26年4月）現在、建築物の延床面積は約32.7
万㎡となっています。特に、人口の伸び率が急激に増加した1965年（昭
和40年）から1975年（昭和50年）頃に学校施設が建設され、急速に整
備量が増加しました。 
 また、建設から30年を経過した施設は、全体の約7割を占めており、施
設の老朽化が進んでいます。 

◆公共建築物の床面積の変遷 

整備量のピーク（学校施設が多い） 
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分野別建物延床面積の内訳 

  年別公共施設整備量 

建設から30年を経過した施設 



レベル① レベル②

環境施設 11 18,936 斎苑　　し尿処理施設（クリーンセンター）　　ごみ収集施設（クリーンセンター）　　大気汚染測定所　　地下水処理場　

浄化センター（2）　　下水道展示館　中継ポンプ場　　資源リサイクルセンター　　屋外学習施設

管理施設 33 3,271 浄水場・取水場（6）　　資材庫

配水場（17）　ポンプ場（9）　

合計 44 22,207

プ ラ ン ト 系
管 理 施 設

分　類
施設数 延床面積（㎡） 主な施設

２． 公共施設等の保有状況 

◆インフラ資産の保有量 

建設から３０年を経過した施設 

幅 員 9.0以上
7.5以上

9.0未満

5.5以上

7.5未満

4.5以上

5.5未満
4.5未満

延長（計）

ｍ

道路（市道） 22,325 31,418 108,295 112,986 288,910 563,934

橋りょう

数

305

延長　ｍ

3,183

面積　㎡

25,354

導水管 送水管 配水管 合計　ｍ

上水道 7,982 8,613 723,661 740,256

インフラ系 

【道路・橋りょう・公園】 

プラント系 

【ごみ収集施設・し尿処理 

施設・上下水道施設等】 

【建築施設】 
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下水道

合計　ｍ

403,732

汚水管 雨水管

346,796 56,936

種別 箇所数 面積(ha)

街 区 公 園 47 14.27

近 隣 公 園 5 8.30

地 区 公 園 1 1.50

総 合 公 園 2 37.90

運 動 公 園 1 36.30

特 殊 公 園 2 6.43

都 市 緑 地 2 3.75

合計 60 108.45

都

市

公

園

【管 渠】 



３． 現状と課題の整理 

 市全体の人口推計について、国立社会保障・人口問題研究所の推計指標を用いた場合の本市の人口は、2040年 
（平成52年）には109,092人まで減少することが予測されています。 
 年齢3区分による人口構成は、年少人口（0～14歳）及び生産年齢人口（15歳～64歳）が大幅に減少し、少子高
齢化がより一層進んでいくことが見込まれます。 

◆市全体の人口の推移 
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３． 現状と課題の整理 

◆財政の現状と課題 

【歳入の推移と内訳（決算）】 
 近年10年間の歳入総額は、概ね350億
円前後。平成18年度以降は微増傾向。 
 主な自主財源となる市民税は、約180
億円前後で推移。平成25年度の歳入をみ
ると、歳入の約半分を占めています。 
  

【歳出の推移と内訳（決算）】 
 近年10年間の歳出総額では、平成18年
度が最小で、近年は概ね微増傾向。 
 歳出のうち、義務的経費に当たる扶助費
が増加傾向で、平成16年度に約40億円で
したが、平成25年度には約80億円と約2
倍になっています。 
  

扶助費の増加 

   生産年齢人口の減少予測による税収減 
課
題 

   義務的経費（扶助費）の増加 
課
題 

6 
各年度の「地方財政状況調査」より作成 

※各年度の歳入総額は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。 
各年度の「地方財政状況調査」より作成 

※各年度の歳出総額は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。 



３． 現状と課題の整理 

◆修繕・更新費の将来見通し（公共建築物編） 

 総務省が公開している『公共施設等更新投資試算ソフト』を用いたシミュレーションでは、今後40年間で必要と
なる公共建築物の修繕・更新費は総額で1,516億円に及びます。これは、年平均で約38億円となり、直近5年間の
インフラ施設を含む公共施設の投資的経費の平均である32.9億円を上回ることが想定されます。 
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○建設後 50 年で更新（建替え）を実施する。更新費は建設費と同額とする。単

年度に負担が集中しないように、建替え時は費用を 3 年間に分割する。 

○建設後 30 年で大規模改修を実施する。改修時の費用は 2 年間に分割する。 

○更新（建替え）費の単価は、「更新費用試算ソフト仕様書」を参考とし、 

28～40 万円／㎡とする。 

○大規模改修の単価は、一般的な想定値である建設費（更新費）の約 6 割と 

する。 

 

区分 更新（建替え） 大規模改修 

生涯学習施設、文化施設、行政施設 40万円/㎡ 25万円/㎡ 

福祉施設、プラント系管理施設 36万円/㎡ 20万円/㎡ 

学校施設、保育施設 33万円/㎡ 17万円/㎡ 

公営住宅施設 28万円/㎡ 17万円/㎡ 



３． 現状と課題の整理 

◆更新費の将来見通し（インフラ資産編） 

 総務省が公開している『公共施設等更新投資試算ソフト』を用いたシミュレーションでは、今後40年間で必要
となる、道路・橋りょう・上下水道等の社会インフラの更新費用は総額で1,438億円に及びます。年平均で約36
億円となり、直近5年間のインフラ資産を含む公共施設の投資的経費の平均である32.9億円を上回ることが予測
されます。 
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【道路整備費】 

 道路の総面積を更新（打換え）の耐
用年数（15年）で割ったものを、1年間
の舗装更新量として仮定し算出。 
 
【上水道整備費】 
 耐用年数40年を経た年度に更新す

ると仮定し、年度別整備延長に更新費
用を乗じ算出。 
 耐用年数40年を経過しても更新され

ずに残っているものについては、直近
の5年間に更新することと仮定し配分。 
 
【下水道整備費】 
 耐用年数50年を経た年度に更新す

ると仮定し、年度別延長に更新費用を
乗じ算出。  



３． 現状と課題の整理 

◆修繕・更新費の将来見通し（公共建築物＋インフラ資産編） 

 総務省が公開している『公共施設等更新投資試算ソフト』を用いたシミュレーションでは、今後40年間で
必要となる、公共建築物と社会インフラの修繕・更新費用は総額で2,953億円に及びます。また、年平均で
は約74億円となり、直近5年間のインフラ施設を含む公共施設の投資的経費の平均である32.9億円の約2.2
倍となることが想定されます。 
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３． 現状と課題の整理 

◆修繕・更新費の将来見通し（公共建築物＋インフラ資産編） 

現 状 

社会インフラを含む
公共施設等の投資的
経費の平均（平成
21年度～平成25年
度の平均総額） 

約32.9億円/年 

今後40年間で必要
となる、公共建築物
の修繕・更新費用の
平均総額 

約38億円/年 

約36億円/年 

今後40年間で必要
となる、社会インフ
ラの更新費用の平均
総額 

今後40年間 

約74億円/年 

人口減による税収減 
× 

高齢化の進行＆社会保障の増加 
 
 
 

投資的経費をどのように 
負担していくのか？ 
負担可能なのか？ 

投資的経費が現状の 

約2.2倍必要となる。 

課題 
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３． 現状と課題の整理 

◆現状と課題の整理（分野別） 

分  野 施設状況 課   題 

学校施設 ・学校施設の延床面積は、本市の公共施設の総延床面積 
 の半分以上を占める。 
・建築後30年を経過した施設は、全体の9割（延床面積） 
 を超える。 
・小・中学校は、平成24年度までに、全ての耐震補強 
 工事を完了。 

・施設状況（延床面積、コスト等）で、学校ごとに大きな 
 差がある。 
・１学年１クラスの学校があり、クラス替えが出来ない等 
 の状況がみられる。 
・耐震化は完了しているが、施設の老朽化が進む。 

保育施設 ・施設数は19、延床面積は、本市の公共施設の総面積の 
 4.5%。 
・建築後30年を経過した施設は、全体の9割（延床面積） 
 を超える。 
・休園中の保育園のうち今村保育園では、園舎を利活用し 
 ている。 

・施設の老朽化が進んでいる。 
・休園中の保育園で、使用していない施設もある。 

生涯学習 
施設 

・施設数は63、市全体で最も多い（全体の27%）。 
・建築後30年を経過した施設は、全体の約4割（延床面積）。 
・集会所については、市が施設を所有し、日常の維持管理管 
 理は自治会等が行っている。 

・施設の箇所数が多いため、今後の施設の維持 
 管理や更新の方法について検討が必要。 
 

文化施設 ・施設数は27、延床面積は、本市の公共施設の総面積の 
 15.2%。 
・建築後30年を経過した施設は、全体の約6割（延床面積）。 
・文化施設は、駅周辺の市街地に集中。 
・レクリエーション施設は、郊外に立地。 

・学校施設、保育施設に次いで、建築後30年を経過した  
 施設が多い。 
・文化施設は、市内外からの広域的な利用を考慮し、今後 
 の維持管理、更新等について検討が必要。 

福祉施設 ・施設数は9、延床面積は、本市の公共施設の総面積の3%。 
・施設の多くは、市街地に位置する。 
・施設数及び延床面積について、分野別の中で比較すると整 
 備量は少ない。 

・福祉施設の利用者（高齢者、障がい者、子ども等）の特 
 性を踏まえ、施設の設置や機能について、引き続き検討 
 が必要。 

 現況調査の結果から、各分野別の施設現状と課題を整理しました。 
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３． 現状と課題の整理 

◆現状と課題の整理（分野別） 

分  野 施設状況 課   題 

公営住宅 
施設 

・施設数は10、延床面積は、本市の公共施設の総面積の 
 3.7%。 
・施設の半数は、品野中学校区に集中している。 
・十軒家住宅を除いて、建設後50年を経過しており、老朽 
 化が進んでいる。 

・市内の中心部には、愛知県住宅供給公社が管理する県 
 営住宅が複数建てられており、市域全体の公営住宅施 
 設は充足している。 
・建築年度の新しい十軒家住宅を除く施設は、当面は維 
 持するものの、入居者の移転により順次廃止をしてい 
 く。 

行政施設 ・施設数は32、延床面積は、本市の公共施設の総 
 面積の6.3%。 
・市役所本庁舎が、全体の延床面積の60%を占める。 
・建築後30年を経過した施設は、全体の5割程度。 

・市役所、支所、消防署等、都市機能を担う施設である 
 ため、継続的な維持が必要となる。 
・「山の家（職員厚生施設）」は老朽化が進み、利用で 
 きないため、廃止を検討。 

プラント系 
管理施設 

・施設数は44、延床面積は、本市の公共施設の総 
 面積の7.2%。 
・建築後30年を経過した施設は、全体の4割程度。 
・浄化センター、クリーンセンターは、1箇所あたりの 
 施設規模が大きい。 
・市内一円に上水道施設が整備されており、起伏の大 
 きい山間部には、ポンプ場が多く設置されている。 

・プラント系管理施設の維持管理については、施設規模 
 が大きいこと、また専門的な知識・技術が必要なこと 
 から、民間委託も踏まえた幅広い管理手法の検討が必 
 要。 

インフラ 
資産 

・道路：563.9km ・橋りょう：305橋 
・上水道：740.3km ・下水道（汚水）：346.8km 
・公園：302箇所 

・都市の営みに欠かすことのできない機能を担うインフ 
 ラ資産は、適正にその資産としての評価を行い、将来 
 にわたり適正に維持することが必要。 

その他 ・一部事務組合の所有施設 ・一部事務組合及び構成市と情報共有を図ることが必要。 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆公共施設等に関する課題の解消に向けて 

 
①建設から３０年を経過する施設が多く、施設の寿命が近づいている。 
②公共施設の老朽化により維持管理経費が増加する中で、投資的経費を 
 どう確保していくか。 
③施設の分野によっては、施設量（施設数や規模）と利用量（利用率） 
 が合致していない施設も見られる。 
④生産年齢人口の減少が予測される中、今後の公共施設等の利用需要が  
 変化していく。 
 

本市の公共施設等に関する課題の整理 

  
 公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長
寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとと
もに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要。 
 

課題解消に向けた考え方 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆社会資本の維持管理と更新に関する基本方針 

資料：「高齢化する社会資本の戦略的な維持管理と更新」に関する基本方針（平成26年3月20日公表） 

◆管理（マネジメント）の考え方の区分 

①フルスペック型から機能型への転換 
②多機能型（複合型やソフト化）への 
 転換 
③既存のハコモノの広域利用に関する可 
 能性の検討 

①長寿命化への挑戦 
②予防保全の長期包括委託への変換 
③コンパクト化を基本とした選択と 
 集中への転換 

14 



４． 公共施設の今後のあり方 

◆管理（マネジメント）に関する基本方針 

◆ファシリティマネジメントに関する基本方針 

 フルセット主義＋フルスペック型との決別 

●機能転換（シェアードサービス化）への進化 

 究極の車社会である現代においては、移動手段の確保が容易であることを前提とすれば、複数の地域で1つの 

 活動拠点を共有することが可能となる。 

●既存ストックを新たなコミュニティづくりに活かす 

 学校施設は、地理的、社会的に地域の中心に存在している。ならば、学校施設を教育だけの機能に特化せず、 

 地域にとって必要な公民館機能、防災機能などを集約するといった選択肢を前提に議論を深めることが可能である。 

●民間の積極的な活用 

 事務事業の中には、「民間に委ねた方が費用が安くなるのではないか」と思われる事業もあるが、安直に民間委託 

 に走れば、市民サービスの質の向上には繋がらない。そこで、民間から行政サービスの委託や民営化への提案を 

 自由に提案できる制度を創設する。 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆管理（マネジメント）に関する基本方針 

◆ファシリティマネジメントに関する基本方針 

 施設情報の適切な分析と評価 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆管理（マネジメント）に関する基本方針 

◆ファシリティマネジメントに関する基本方針 

 ハコモノ施設のＲＯＡを作成する（公会計の見える化の推進） 

 ハコモノのＲＯＡ 

   民間企業には“Ｒ（Return）”があるが、行政には“Ｒ”がない。                                  

   だから、ＲＯＡ（Return  on  Assets）を測定出来ないと言われる。                         

   現存しない指標を作ることで、公会計の見える化を推進する。  

 

          （総便益）／（利用量）  ････ 100％稼働したらいくらか？  〈定量化困難〉   

          （費用）／（利用量）･････････ 利用１件当たりの費用  〈定量化可能〉 

 

          （利用件数）／（提供能力）･･・ 稼働率（利用率）  〈定量化可能〉 

          （提供能力）／（総資産）・・････ 投資効果     〈定量化可能〉  

収 

益 

性 

効 

率 

性 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆管理（マネジメント）に関する基本方針 

◆アセットマネジメントに関する基本方針 

 国策に応じた「基本計画」の策定（新たな財源の確保） 

 計画的な実行を担保する事業費補助の獲得 

 国策の指針である「インフラ長寿命化基本計画」を踏まえ、地方の事情に合わせた「公共施設等 

 総合管理計画」の立案が求められている。  

 社会資本の総合的なマネージメントを盛り込んだ計画の立案を担保に、国では新たな補助制度を 

 創設するとされており、事業費補助をいち早く獲得するため、迅速な整理と計画を立案し実行する。  

 

 事後保全との決別と予防保全への転換 ＋ 民間企業への長期包括委託の推進 

 これまで実施してきた事後保全型をあえて否定し、傷まないようにする『予防保全』へと切り替える。 

 これまで計上していない予防保全費は、見かけは予算増となるが、フルコストでみれば維持管理費 

 を圧縮することが出来る。 

 予防保全の採択と合わせて、地元企業への長期包括委託の推進を図ることは、維持管理費の総量  

 削減と共に、地元企業の成長の機会や、新たな雇用の創出という効果をもたらす。 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆課題解決手法の検討 

・施設更新及び維持管理の優先順位付け 

・施設規模等、将来必要とする施設の量に関する整理（施設機能の見直し） 

 ・施設運営・施設管理に関する検討 

公共施設等に関する課題の解消すべき視点 

施設と課
題解決手
法の組み
合わせ 

課題解決手法の検討 

上記３つの視点から、様々な課題解決手法について提案する。 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆課題と解決手法① 

課題 解決手法 概    要 

施設規模等、
将来必要と
する施設量
に関する整
理（施設機
能の見直
し） 

① 他用途への転換 
 （機能転換） 

・従来の施設機能を変更し、他の施設として使用することや施 
 設機能を入れ替える等、施設と機能を最適化する。 

② 機能の複合化 
 ②－１ 廃止・統合 

・余剰な公共施設を廃止、または統合することにより最適化する。 

 ②－２ 多機能化 ・一つの施設を時間帯などの場合により、異なる用途の機能として 
 利用し、有効活用する。 

 ②－３ 集約化 ・一つの施設内に複数の機能を保有し、運用や維持管理などの効率 
 化を図る。 

③ 広域化 ・複数の地域で公共施設の機能を補完するなど、現状の施設の利用 
 対象地域より、広域に利用対象区域を拡大する。 

施設更新及
び維持管理
の優先順位
付け 

④ 維持管理計画 ・限られた財源の中で、より効果的な更新・修繕を行えるよう施設 
 の優先順位付けを行う 

⑤ 情報の一元化 ・自治体が保有する公共施設の情報を一元化し、維持管理を効率化 
 する。 

課題とその対応方法の組み合わせについて提案します。 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆課題と解決手法② 

課題 解決手法 概    要 

施設運営・
施設管理に
関する検討 

⑥新たな財源確保 ・財源の確保を目的として、施設利用を有料化するなど、公共施設  
 を活用した多様な財源を確保する。 
 また、施設内容や規模とその利用料が適正であるか検証し、利用 
 料の適正化により財源を確保する。 

⑦施設保有方法の見直し ・自治体が保有する資産のうち、遊休資産（公共施設跡地、用地  
 等）を売却したり、貸し出すことで財源を確保する。また、施設 
 を借用し所有しないことにより、維持管理経費を抑制する。 

⑧アセットマネジメント ・施設を資産と捉え、適正にその資産としての評価を行い、将来に 
 渡り快適に維持することで、公共サービスの最適化やコスト縮減 
 を行う。 

⑨民間活力の導入 ・自治体がサービスを提供するよりも、民間に委ねた方が効率的で 
 ある場合、公共施設等の事業、業務を民間へ委託あるいは、民間 
 と連携し実施する。 

⑩公共サービス提供手法の転 
 換（ソフト化） 

・民間が設置した施設を代替施設とし、公的利用すること。 
 例えば、民間会議室の賃貸借や、民間スポーツ施設の利用助成な 
 ど、施設を保有せずにサービスを継続する。 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆施設整備に関する基本的なルール（基本方針）の設定 

本市の公共施設等に関する課題に、これまでに示した解決手法を照らし合わせることで、公共施設等に関する課題を
解消するためのモデルケースを検討します。 
その前提として、公共施設等の維持管理に最も影響を与える「施設量」に対し、施設の整備に関する基本的なルール
を設定します。 

case1 

施設の拡大に伴い、サービス提供も拡大
するが、運営に関する経費も増加。 

case2 

施設量を維持しても、老朽化する施設の
管理に関する経費は増加する。結果、
サービスの低下を招く。 

case3 
施設量を削減すれば、
施設の老朽化対策を進
めながら、当面はサー
ビスを維持することが
可能。 

施設量を削減することで、

サービス（機能）を維持
する！ 
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４． 公共施設の今後のあり方 

◆施設整備に関する基本的なルールの設定 

施設量を削減することで、サービス（機能）を維持する！ 

  これ以上施設を増やさない！ 
ルール 

① 

 フルスペック・フルセット施設の縮減！ 
ルール 

② 

・１つ施設を増やすときは、１つ以上施設を減らす。 
・１つの機能しか持たない施設は新規で建てない。２つ以上の機能を有する施設を 
 建設することで、余分な施設を建てない。 

・ニーズの低い施設機能は廃止もしくは縮小する。 
・新規施設の建築にあっては、施設に求められる必要最小限の機能を確保する。 
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