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「目標」を示した地方自治体
‐公共施設等総合管理計画の分析‐
柳

1

至

本稿の目的
本稿の目的は、どのような地方自治体が公共施設等を削減する数値目標を示

したかを、公共施設等総合管理計画の分析を通じて明らかにすることにある。
総務省は 2014 年 4 月に、地方自治体に対して公共施設等の最適配置を実現す
る「公共施設等総合管理計画」を策定するよう要請した。これは、財政難や人
口減少を背景とし、公共施設等の老朽化対策として長期的な視点から公共施設
等の更新・統廃合・長寿命化などを計画するように求めるものであった。要請
にこたえて、ほぼ全ての地方自治体で計画が策定されたところだが、計画の内
容には違いがみられる。本稿では、どのような地方自治体が、公共施設等の縮
小に関して数値目標を示したかを明らかにする。
財政難や人口減少を背景として、計画的に公共施設等の社会資本の更新・統
廃合を進めないと、老朽化した社会資本の損壊や財政破綻が生じるという指摘
がある。根本祐二は、今後 50 年間の社会資本の更新投資総額を 330 兆円と推
計する。この場合、現状の社会資本ストックを更新するには、今後 50 年間に
わたって、今の公共投資予算を 3 割増やさなくてはならないことになる。根本
は、財政状況を考えると、全ての社会資本を維持することは難しいため、公共
施設の統廃合や多機能化を進める必要があると指摘する（根本 2011）。
その一環が公共施設等総合管理計画であり、地方自治体が所有する公共施設
等を再編しようとしている。そもそも人口減少に応じて、都市を計画的に縮小
させることは難しい。饗庭伸は、都市が縮小する段階において、土地の動向は
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その所有者の固有の事情に左右されるため、縮小は「スポンジ」的に行われる
ことを指摘する。「スポンジ」化とは、都市密度の上下が都市内部のランダム
な地点で行われることを指す。そのため、少なくとも短期的には、計画的にコ
ンパクトシティを目指すということは困難となる（饗庭 2015）。他方で、公共
施設に関しては、地方自治体が所有しているため自ら方針を立てることができ
る（瀬田 2016: 34）。その際に、公共施設等の統合や廃止について数値目標を
立てることは重要であるという指摘がある。根本は、先行自治体では数値目標
を規定している例が多く、計画全体を統制する上で有効な仕組みであると述べ
る（根本 2014: 12）。
ただし、公共施設等の統合や廃止に関連して数値目標を立てることは、本来
は容易ではない。日本政策投資銀行が 2013 年 12 月に実施した世論調査による
と、現在ある公共施設の総量を見直すことには 8 割が賛成するものの、具体的
な施設名をあげて質問をすると、減らすべきとする回答は 1 ～ 4 割程度と低く
なるi。住民がその廃止に肯定的ではない政策の廃止は、地方自治体内の議題
に上がらない傾向があるため（柳 2018）、公共施設等の統合や廃止に関連して
具体的な数値目標を立てることは、困難であることが予想される。
実際には、地方自治体によって対応が分かれたものの、後述するように公共
施設の統廃合については、一定数の地方自治体が数値目標を示した。ただ、ど
のような地方自治体が数値目標を示したかは明らかではない。曽我謙悟は、各
国の縮小都市がなぜ異なる政策的対応をとるのかを理論的に検討する中で、先
行研究では各国における政策の異同やその原因を探求することはなされていな
いと指摘する（曽我 2016: 173）ii。本稿で分析する公共施設等総合管理計画
の内容の異同についても、その要因については明らかとなっていない。それで
は、その違いはなぜ生じたのだろうか。
本稿ではどのような地方自治体が公共施設等を削減する数値目標を示したか
を、公共施設等総合管理計画の分析を通じて明らかにすることにより、その要
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因について示す。財政難や人口減少を背景として、今後の日本ではこれまで政
府が提供していた社会資本の廃止といった「不利益の分配」が増加することが
予想される。この「不利益の分配」は住民に身近な所でも行われようとしてお
り、公共施設が老朽化するなかで、住民が日常的に利用する公共施設の統廃合
を進めていく動きがあるのである。本稿では、どのような地方自治体が、この
「不利益の分配」について「目標」を示したかを明らかにする。

２

公共施設等総合管理計画の概要

公共施設等総合管理計画とは、国のインフラ長寿命化基本計画を受けて地方
自治体が作成した行動計画である。日本政府は社会資本の老朽化対策として、
2013 年 11 月のインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議でインフ
ラ長寿命化基本計画を決定した。これは、同年 6 月に閣議決定した「日本再興
戦略」に基づいた計画である。この基本計画では、狙いとして、①これまでに
整備したインフラの老朽化や大規模災害に対応できる安全で強靭なインフラシ
ステムを構築すること、②総合的・一体的なインフラマネジメント実現による
トータルコストの縮減や予算の平準化を図ること、③メンテナンス産業による
インフラビジネスの競争力を強化することという 3 点を示す。そして、各府省
庁及び地方自治体に対し、具体的な行動計画を策定することを求めている。こ
の地方自治体の行動計画に相当するものが、公共施設等総合管理計画となる。
総務省は、2014 年 4 月に各自治体に対して、公共施設等総合管理計画の策定
を要請するとともに、策定にあたっての指針を示した。
公共施設等総合管理計画は地方自治体版のインフラ長寿命化基本計画（行動
計画）であるものの、その目的は同じではない。インフラ長寿命化基本計画は、
現状の公共施設等の点検・修繕を計画的に行うことに重点を置いた計画であっ
た。公共施設等総合管理計画は、それだけではなく、長期的な視野に立った公
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共施設等の最適配置の実現や財政負担の軽減・平準化という目的も加えたもの
となっている（仁井谷 2015: 28）。そのため、総務省が示した指針では、公共
施設等の長寿命化の実施方針だけではなく、統合や廃止の推進方針も記載する
こととされている。
公共施設等総合管理計画の対象となる公共施設等は地方自治体の社会資本全
般を指す。指針の中では、「公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が
所有する建築物その他の工作物」を指すとされている。具体的には、いわゆる
ハコモノの他、道路・橋りょう等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、下
水道等）
、プラント系施設（廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚水処理場等）が
例示されており、非常に包括的な概念となっている。
総務省が示した指針では、総合管理計画に記載すべき事項として、①公共施
設等の現況及び将来の見通し、②公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関す
る基本的な方針、③施設類型ごとの管理に関する基本的な方針をあげている。
①公共施設等の現況及び将来の見通しでは、地方自治体が有する公共施設等
の現状を把握するとともに、人口の見通し（30 年程度）や、公共施設等の中
長期的な維持管理・修繕・更新等に関する経費や財源の見込みを記載するよう
求めている。これらの事項は、地方自治体が自らの状況を客観的に把握・分析
するものであり、公共施設等の管理の前提となる（仁井谷 2015: 30）。
②公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針は、総合管理
計画の主要事項であり、本稿で分析する計画内容が含まれる。基本的な方針と
して、計画期間を 10 年以上とすることや、計画が幅広い施設を対象とするた
め全庁的な取組体制を記載することを求めている。そして、①を踏まえて現状
をどのように認識するかを記載する。この現状認識に基づき、点検・診断等の
実施方針、維持管理・修繕・更新等の実施方針、安全確保の実施方針、耐震化
の実施方針、長寿命化の実施方針、統合や廃止の推進方針、総合的かつ計画的
な管理を実現するための体制の構築方針を記載する。さらに、計画策定後には
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フォローアップの実施方針を記載することとされている。
③施設類型ごとの管理に関する基本的な方針では、個別施設ごとの基本方針
を記載することとされた。②における方針について個別施設計画と整合性を示
すことが求められている。
こうした内容を記載した公共施設等総合管理計画は、2017 年 3 月までにほ
ぼ全ての地方自治体で策定された。総務省は、計画の策定に必要な経費につ
いて、2014 年度から 3 年間の特別交付税措置を講じ、計画策定を支援した。
2017 年 3 月時点では、47 都道府県中 47 都道府県（100％）、813 市区のうち
798 市区（98.2％）、928 町村のうち 908 町村（97.8％）が計画を策定した。
もっとも統廃合に関する数値目標の記載状況は異なる。表 1 は、公共施設等
総合管理計画内に、統合や廃止の推進方針や数値目標を記載した地方自治体の
割合を、都道府県、市区、町村に分けて示したものである。まず統合や廃止の
推進方針については、総務省の指針において記載することと定められていたた
め、ほぼすべての地方自治体で記載されている。都道府県では 100％、市区で
は 98.1％、町村では 97.4％の割合となる。これに対して、数値目標の記載に
ついては地方自治体によって対応が分かれた。総務省の指針では、計画の実効
性を確保するために、計画期間における公共施設等の数・延床面積等に関する
目標やトータルコストの縮減・平準化に関する目標について「できるかぎり
数値目標を設定するなど、目標の定量化に努めること」と記載し、努力目標
とされている。そのため、都道府県では 23.4％、市区では 64.7％、町村では
46.9％の割合となっており、記載していない地方自治体も多い。
数値目標を記載した都道府県は 11 自治体となる。総務省のまとめでは、山
形県、千葉県、山梨県、長野県、岐阜県、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、
徳島県、高知県が数値目標を示したとされた。ただし、延床面積や経費に関し
て現状からの削減率を示したのは、千葉県、長野県、岐阜県、徳島県のみであっ
て、残りの県では現状を上限とする目標を示す県が多い。

を確保するために、計画期間における公共施設等の数・延床面積等に関する目標やトータル
コストの縮減・平準化に関する目標について「できるかぎり数値目標を設定するなど、目標
の定量化に努めること」と記載し、努力目標とされている。そのため、都道府県では 23.4％、
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46.9％の割合となっており、記載していない地方自治体も多い。
表 1 表統廃合に関する方針と数値目標の記載状況（単位：％）
1 統廃合に関する方針と数値目標の記載状況（単位：％）
都道府県

市区

町村

統合・廃止の推進方針の記載有り







数値目標有り













1

注：総務省の「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平成
注：総務省の「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平
29 年 3 月 31 日現在）
」の「都道府県」版、「指定都市」版、
「市区町村（指定都市を除
成 29 年 3 月 31 日現在）」の「都道府県」版、
「指定都市」版、
「市区町村（指定都市を除く。）」
く。
）
」版より筆者作成。

版より筆者作成。
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 数値目標を記載した都道府県は 11 自治体となる。総務省のまとめでは、山形県、千葉

数値目標を記載した市区町村を人口規模別にみたものが表 2 となる。人口が
県、山梨県、長野県、岐阜県、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、徳島県、高知県が数

1 万未満の自治体では数値目標を記載した割合は
42.5％である。人口規模が 1
値目標を示したとされた。ただし、延床面積や経費に関して現状からの削減率を示したの
は、千葉県、長野県、岐阜県、徳島県のみであって、残りの県では現状を上限とする目標

万以上 3 万未満となると 55.4％、3 万以上 5 万未満となると 64.4％、5 万以上
を示す県が多い。

20 万未満となると
64.9％と記載する割合は高くなる。20 万以上の自治体では
 数値目標を記載した市区町村を人口規模別にみたものが表 2 となる。人口が 1 万未満の
自治体では数値目標を記載した割合は 42.5％である。人口規模が 1 万以上 3 万未満となる
57.5％となるが、総じて人口が多いと数値目標を記載する割合が高くなる傾向
と 55.4％、3 万以上 5 万未満となると 64.4％、5 万以上 20 万未満となると 64.9％と記載

がある。

する割合は高くなる。20 万以上の自治体では 57.5％となるが、総じて人口が多いと数値
目標を記載する割合が高くなる傾向がある。

表2

市区町村における人口規模別の数値目標の記載状況（単位：％）
表 2 市区町村における人口規模別の数値目標の記載状況（単位：％）

数値目標有

1

1万未満





1万以上3万未満





3万以上5万未満





5万以上20万未満





20万以上





全体





注：総務省の「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平成

注：総務省の「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平
29 年 3 月 31 日現在）
」の「指定都市」版、
「市区町村（指定都市を除く。
）
」版より筆者作
成 29 年 3成。
月 31 日現在）」の「指定都市」版、「市区町村（指定都市を除く。）」版より筆
者作成。

３ 先行研究の検討

 公共施設等総合管理計画の内容の異同についてその要因を探求する研究は少ない。計画
を分析対象とする研究の多くは、特定の地方自治体を対象として、どのように計画を策定し
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先行研究の検討

公共施設等総合管理計画の内容の異同についてその要因を探求する研究は少
ない。計画を分析対象とする研究の多くは、特定の地方自治体を対象として、
どのように計画を策定したかを示すものとなる（西尾 2014; 西野 2015; 鷲頭
2015; 森 2016; 山田・秀島・長野 2016 など）。多くの地方自治体で公共施設
等総合管理計画の策定が行われた期間が 2014 年度から 2016 年度であったため、
現時点では計画内容の分析にまで至っていないのであろう。
ただし、上森・堤（2016）のように、先進事例を対象として、計画内容につ
いて分析した研究も存在する。上森貞行と堤洋樹は、2015 年 4 月 1 日時点で
計画を策定済みであった 75 の地方自治体を対象にした調査を行い、数値目標
として公共施設等の延床面積に関する縮減目標を設定した地方自治体が最も多
いことを示す。そして、延床面積に関する数値目標の設定の有無と、地方自治
体の施設保有量、人口推移、財政状況、地域特性の関係を分析する。分析の結
果、設定の有無と、住民一人当たりの延床面積、人口、高齢者人口の増加に関
係があるとする。本稿と同じく数値目標を分析する先駆的な研究であるものの、
分析期間の都合上、分析対象が限られているとともに、変数間の統制がなされ
ていないという課題を有する。
このように、公共施設等総合管理計画の内容に関する研究は多くないものの、
公共施設統廃合や政策廃止についての研究は多く、統廃合の要因に関する分析
がなされている。これらの研究では、統廃合を規定する要因として、人口変化
の推移、人口密度、地方自治体の財政状況、市町村合併の有無、政治状況をあ
げている。
まず、公共施設の必要性や統廃合に大きく影響するのが、その地域における
人口の変化である（石井 2015; 佐藤 2016）。人口が少なくなることが予想さ
れるほど、その地域における公共施設の維持が難しくなる。また、自治体関係
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者の認識としても、2015 年から 2040 年の人口減少率が高いほど、対策を講じ
ようとしていることが指摘されている（長岡・持木・籠 2017）。
人口密度も要因として考えられる。人口密度が低い地域ほど、公共施設の再
編が起こりやすい。石井吉春は、公共施設の必要性に影響を与える要因として
人口減少とともに人口密度をあげる。石井は、市街地の拡大と人口密度の低下
が関東甲信越地方を除いて全国的に進んでおり、コンパクトシティ政策の推
進といった形で公共施設のあり方に影響を与えている可能性を指摘する（石
井 2015）。茨城県の公立小中学校の統廃合を分析した斎尾直子は、都市的地域
や平地農業地域よりも中山間地域で廃止が多く発生したことを指摘する（斎尾
2008）。
地方自治体の財政状況もその要因の一つとなる。斎尾（2008）では、財政力
指数が低い市町村で公立小中学校の廃止が多く発生したことを指摘する。また、
政策的経費率が低く、予算の裁量がない地方自治体ほど、自治体関係者の認識
として、対策を講じようとしている（長岡・持木・籠 2017）。
市町村合併もその要因としてあげられる。市町村合併については、平成の大
合併時の合併特例債による新たな公共施設の設置により、むしろ否定的に作用
しているという見方が存在する（佐藤 2010）。一方で、斎尾（2008）では、市
町村合併を契機として広域化した全域の小中学校の統廃合を検討し始めたとこ
ろが多いことを指摘する。浅野・時田（2017）が、2005 年から 2015 年の間に
市町村合併を行った人口 10 万以上の都市にアンケート調査したところ、再編
の時期は遅れているものの、約 7 割の地方自治体で公共施設の再編実績があり、
特に学校教育系施設の再編が進んでいるという。
日本の公共施設統廃合に関する先行研究では指摘されていないが、より幅広
い政策を対象とした政策廃止研究において指摘されている要因が政治状況であ
るiii。政策廃止研究では、政府の事業や組織の廃止を主に分析対象とする。政
治状況に着目する先行研究では、特に首長と議会に着目し、首長の交代や議会
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の構成という政治的要因によって政策廃止が左右されると考える研究が多い
（Lewis 2002; 2003; 松並 2005; 三田 2009; Berry et al. 2010; 砂原 2011
など）。日本の都道府県立病院の廃止を分析した柳（2018）では、公立病院の
廃止に際しては住民が反対をするため、住民の多くが廃止に賛成をするダム事
業や土地開発公社といった政策と比べるとそもそも廃止が議題に上がることが
少ないことを明らかとした。また、廃止が議題に上がるのは、議会において知
事与党が多数の状況となり、政治状況が安定している場合に限られることを示
している。

４

分析の枠組み

本稿では、公共施設等総合管理計画における数値目標の有無を従属変数とし、
人口変化の推移、人口密度、地方自治体の財政状況、市町村合併の有無、政治
状況、人口を独立変数として分析する。表 3 は従属変数と独立変数の定義とデー
タの出典を示したものとなる。本稿で取り上げる独立変数は、公共施設統廃合
や政策廃止の先行研究で指摘されていた要因であり、これらの要因により計画
における数値目標の有無を説明できるかを分析する。
本稿で分析対象とする地方自治体は市区町村とする。都道府県ではなく、市
区町村を対象とするのは、都道府県よりも市区町村が有する公共施設の統廃合
をめぐって地域社会における反発や混乱が生じると考えるからである。市区町
村は、住民が日常的に利用するスポーツ施設や小中学校などを保有しており、
そうした公共施設を統廃合するとなると、住民からの反発は大きい。日本政策
投資銀行が 2014 年 10 月に実施した世論調査によると、学校（72.7％）、市役
所（63.7％）、保育園（58.8％）、図書館（50.7％）といった施設が 5 割以上の
住民から今後も公共施設として優先して残すべき施設として回答されており、
これらの施設は市区町村が主に保有しているiv。
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従属変数と独立変数の定義と出典
定義と出典

従属変数
削減目標

「公共施設の数、延床面積等に関する目標・ト－タ
ルコストの縮減、平準化等に関する目標」欄におい
て「数値目標」欄が「有」の場合は1、「無」の場
合は0。出典：総務省「公共施設等総合管理計画の
主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平成29
年3月31日現在）」の「指定都市」版及び「市区町
村（指定都市を除く。）」版。

独立変数
人口変化

2010年を100としたときの2040年の人口指数。出
典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別
将来推計人口（平成 25（2013）年 3 月推計）」。

人口密度

2015年度の人口密度（1km2当たり）。出典：総務
省「平成27年国勢調査人口等基本集計」。

財政力指数

2014年度の財政力指数。出典：総務省「平成26年
度地方公共団体の主要財政指標一覧」。

経常収支比率

2014年度の経常収支比率。出典：総務省「平成26
年度地方公共団体の主要財政指標一覧」。

実質公債費比率

2014年度の実質公債費比率。出典：総務省「平成
26年度地方公共団体の主要財政指標一覧」。

市町村合併の有無

1999年度以降に市町村合併の経験があれば1、ない
場合は0。出典：総務省「平成11年度以降の市町村
合併の実績」。

首長の当選回数[市区のみ]

2014年4月時点に在職する首長の当選回数。出典：
地方自治総合研究所『全国首長名簿2014』。

自民党推薦の有無[市区のみ]

2014年4月時点に在職する首長の直近の選挙におい
て自民党からの推薦・支持があれば1、なければ
0。出典：地方自治総合研究所『全国首長名簿
2014』。

人口

2015年度の人口。出典：総務省「平成27年国勢調
査人口等基本集計」。




 本稿で分析対象とする地方自治体は市区町村とする。都道府県ではなく、市区町村を対象
とするのは、都道府県よりも市区町村が有する公共施設の統廃合をめぐって地域社会にお
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従属変数とするのは公共施設等総合管理計画における数値目標の有無とな
る。考えられる従属変数としては、数値目標における削減率もありうる。ただ
し、各自治体が計画で示している削減率を比較可能な形で操作化することは困
難である。これは、各自治体が計画の中で示している削減の計画年数、削減目
標の単位、対象が異なるからであるv。そのため、本稿では数値目標を示したか、
示していないかの 2 値を従属変数とすることとした。数値目標の有無について
は、総務省がまとめた「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりま
とめた一覧表（平成 29 年 3 月 31 日現在）」に各自治体の計画ごとの数値目標
の有無が記載されているため、これを利用した。
最初の独立変数として、人口変化をあげる。そもそも公共施設等総合管理計
画の策定には日本における人口減少という背景がある。総務省が示した指針に
おいても、「今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくこ
とが予想されることを踏まえ」という文言があり、今後 30 年程度の人口見通
しを踏まえて現況と将来の見通しを把握・分析することになっている。そのた
め、将来的な人口減少率が高いことが予想される地方自治体ほど、数値目標
を記載することが予想される。国立社会保障・人口問題が推定した 2010 年を
100 とした時の 2040 年時点の人口指数を投入する。
次の独立変数として、人口密度をあげる。石井（2015）が示唆するように、
人口密度が低い地方自治体ほど、コンパクトシティ政策の推進をするなどして、
公共施設の再編を行おうとする可能性がある。本稿では、人口密度が低い地方
自治体ほど、統廃合に関して数値目標を記載することを予想して投入する。
また、計画を策定する地方自治体の財政状況も独立変数とする。地方自治体
の財政状況が悪化しているほど、公共施設等を維持する財源がなく、数値目標
を記載するだろう。総務省の指針においても、中長期的な経費や財源の見通し
を把握・分析することが求められている。地方自治体における財政状況が悪化
しているほど数値目標を記載することを予想し、主要な財政指標である財政力
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指数、経常収支比率、実質公債費比率を投入する。
市町村合併の有無についても独立変数とする。1999 年に旧合併特例法の改
正が行われ、国は市町村合併を積極的に推進した。この「平成の大合併」にお
いては市町村合併をすることにより重複した公共施設を統廃合し、行政の効率
性を高めることが目的の一つとされた。ただし、合併した地方自治体と合併し
なかった地方自治体が有する公共施設数の変化を比較すると、合併により顕著
に効率化した施設類型はないという評価がある（後藤・安田記念東京都市研究
所 2013: 60-65）。「平成の大合併」の際に重複した施設の統廃合ができなかっ
た地方自治体が、公共施設等総合管理計画の策定を機に改めて、公共施設等の
統廃合に乗り出すことがありうる。そこで、「平成の大合併」の経験がある地
方自治体ほど数値目標を記載することを予想し、1999 年度以降の合併の有無
をダミー変数として投入する。
そして、政治状況を独立変数として投入する。政策廃止研究においては、政
治状況が廃止に強く影響することが指摘されてきた。特に、自治体病院のよう
に住民がその廃止に反対するような政策についてはそもそも廃止が議題に上が
らない（柳 2018）。本稿で取り上げる市区町村の公共施設等についても、具体
的に廃止が議題に上がるとなると住民からの反発が生じるため、本来であれば
議題に上がらないことが予想される。ただし、例外的に廃止が議題に上がる事
例も存在しており、それは首長与党が多数であり、政治状況が安定している場
合である（柳 2018）。
そこで、本稿では首長の当選回数と自民党からの推薦の有無をもって政治状
況を表す変数とする。まず、首長の当選回数については当選回数が多いほど政
治状況が安定しており、数値目標を記載することを予想する。首長与党多数で
あるかどうかについては、日本の市区町村においては選挙時に無所属として立
候補する議員が多いため、首長と議員の支持関係を選挙レベルで把握すること
は難しい。しかし、議員の日常的な活動レベルで考えると、実質的な党派性は
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存在しており、自民党系が地方議員全体のほぼ半数を占めていることが指摘さ
れている（濱本 2010） vi。そこで、選挙時に自民党から推薦・支持を受けた首
長ほど政治状況が安定しており、数値目標を記載することを予想し、ダミー変
数として投入した。
最後に統制変数として人口を加える。人口規模が大きい市区町村ほど、先進
的・革新的な制度を導入するとともに、サービスが充実しており、パフォーマ
ンスが高い（横山 2010）vii。人口については公共施設統廃合に関する先行研
究においても、人口と統廃合との関係性が示されている（上森・堤 2016）。た
だし、公共施設統廃合と人口がなぜ関係性を有するかが明確ではないため、本
稿では地方自治体のパフォーマンス能力を示す統制変数として投入した。
本稿の分析は市区と町村に分けて分析を行う。これは町村レベルでは政治状
況を十分に把握できなかったためである。そのため、前述した政治状況を表す
変数を投入するのは市区レベルに限られる。

５

分析の結果

数値目標記載の有無を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析の結果を
示したものが、表 4 である。前述のように、分析は市区と町村を分けて行って
おり、政治状況を示す変数は市区のみに投入した。
分析結果をみると、総じてモデルの説明力は弱い。市区と町村の分析ともに、
Cox and Snell や Nagelkerke の疑似決定係数は低い。統計的に有意であった
変数は、市区と町村の分析ともに、市町村合併の有無のみとなる。
市区及び町村の分析で統計的に有意となった変数が市町村合併の有無であ
る。オッズ比は市区で 1.925、町村で 1.569 であった。これは、1999 年度以降
に合併を行った経験がある市区では、行った経験がない市区と比較して、数値
目標を示す比が 1.925 倍となることを意味する。後藤・安田記念東京都市研究

本稿の分析は市区と町村に分けて分析を行う。これは町村レベルでは政治状況を十分に
把握できなかったためである。そのため、前述した政治状況を表す変数を投入するのは市区
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レベルに限られる。


所（2013: 60-65）では、2005 年と 2011 年を比較して、合併を行ったとして
５ 分析の結果

も公共施設の統廃合には結びついていないことを指摘していた。市町村合併を

 数値目標記載の有無を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析の結果を示したもの
した地方自治体は合併後も統廃合を進めることができなかったが、公共施設等
が、表  である。前述のように、分析は市区と町村を分けて行っており、政治状況を示す変
総合管理計画の策定を契機に数値目標を示したことが推測される。
数は市区のみに投入した。


表4

数値目標記載の要因（二項ロジスティック回帰分析）

表  数値目標記載の要因（二項ロジスティック回帰分析）
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 分析結果をみると、総じてモデルの説明力は弱い。市区と町村の分析ともに、&R[ DQG

人口変化や人口密度、財政状況や政治状況を示す変数については市区及び町
6QHOO や 1DJHONHUNH の疑似決定係数は低い。統計的に有意であった変数は、市区と町村の
分析ともに、市町村合併の有無のみとなる。
村ともに統計的に有意ではなかった。そもそも公共施設等総合管理計画は人口
 市区及び町村の分析で統計的に有意となった変数が市町村合併の有無である。オッズ比

減少という背景を踏まえて各自治体が策定するように求められたものだが、将
は市区で 、町村で  であった。これは、 年度以降に合併を行った経験がある

来的な人口変動率が数値目標の有無に影響を与えたことを確認できなかった。
11

財政状況についても、公共施設等にかかわる経費や財源の見通しを分析した上
で計画を策定することが求められているが、財政状況が数値目標の設定に影響
を及ぼしたことは確認できない。また、政治状況を示す変数も統計的に有意で
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はなく、政治状況の安定性が数値目標の策定に影響を及ぼしたことを確認でき
なかった。
統計的に有意な変数が少なく、モデルの説明力が弱かったことには 2 つの理
由が考えられる。まずは、本稿で操作化した変数が適切でなかったという理由
である。ただし、人口変化を示す変数である国立社会保障・人口問題研究所に
よる人口指数は多くの地方自治体が計画策定時に参考としておりviii、それだけ
では説明ができない。そこでもうひとつの理由として、各自治体は、各自治体
の将来人口や財政状況、政治状況を踏まえて、数値目標を示したわけではない
という理由がありうる。必ずしも現在直面している人口減少に対応するために
数値目標を提示したのではなく、平成の大合併時から 20 年たっても解決でき
なかった統廃合問題について、今回の計画策定を契機に対応するために、数値
目標を提示した地方自治体が多かったという可能性がある。

６

知見と含意

本稿では、どのような地方自治体が公共施設等を削減する数値目標を示した
かを、公共施設等総合管理計画の分析を通じて明らかにした。数値目標の有無
を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析を行ったところ、市区と町村と
もに、計画における数値目標は、平成の大合併を経験している地方自治体ほど
記載している傾向がみられた。一方で、数値目標設定の有無に影響することを
予想した将来的な人口変動率や、人口密度、財政状況、政治状況は影響を与え
たことを確認できなかった。
以上の知見からすると、各自治体は公共施設等総合管理計画における統廃合
の数値目標を、現状の客観的な分析と実行可能性を踏まえた上で示したとは限
らないことが推測される。本稿の分析からは将来的な人口減少率や人口密度、
財政状況といった要因が影響を与えたことを確認できない。また、政治状況が
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安定していないと公共施設の統廃合といった住民が反発する政策の実行は困難
であるが、政治状況を示す変数も影響を与えたことが確認できない。総務省が
示した指針において、数値目標の策定が努力目標とされていたため、実行可能
性を深く検討せずに数値目標を示した地方自治体が多く存在した可能性があ
る。そして、市区と町村ともに影響を与えていた変数が市町村合併の有無であ
る。これは、市町村合併という過去から積み残した課題を、今回の計画策定を
契機に解決しようとしている地方自治体が多いことを意味する。
そうだとすると、公共施設等総合管理計画において統廃合の数値目標を示し
たとしても、実行段階においては大きな反発が起きて実行できないことが予想
される。例えば、人口減少率が高くなく、財政状況が悪化していなかったとし
ても数値目標を示せば、住民に対して説明する際に、統廃合の必要性を示すこ
とがそうではない場合に比べて難しくなる。また、政治状況が安定しておらず、
公共施設の統廃合のような多数の住民にとっての「不利益の分配」を実現する
政治的基盤を有さない場合には、公共施設を統廃合することが難しいだろう。
実際に、先行自治体では、計画の公表に対しては無反応だったり、議会でも賛
成多数となったりするが、具体的な施設名があがると反対の声が上がるという
（西野 2016; 瀬田 2018）。
さらに、今回の分析結果は、数値目標を示す必要がある地方自治体であって
も、示していない地方自治体が多いということも意味している。人口減少率が
大きく、財政状況が悪く、このままでは公共施設等の維持が難しい地方自治体
であっても、数値目標を示せていない。数値目標を示せたとしても、それを実
行できるとは限らない。ただし、数値目標すら示せなければ実行もまた難しい
であろう。
こうして本稿の分析からは、地方自治体が公共施設等総合管理計画において
数値目標を策定したとしても、それはカギカッコつきの「目標」であることが
示唆される。根本は、公共施設の統廃合に際して、数値目標を規定することは
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計画全体を統制する上で有効な仕組みであると指摘する（根本 2014: 12）。し
かし、また同時に数値目標は現状の客観的な分析を踏まえたものである必要性
も指摘する（根本 2014: 12）。本稿の分析からは、数値目標を現状の客観的な
分析と実行可能性を踏まえた上で設定していない地方自治体が存在することが
想定される。そのような地方自治体が、「目標」を示したとしてもそれは机上
の空論であり、その実行は困難を極めることとなるであろう。

７
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i 日本政策投資銀行による『公共施設に関する住民意識調査』。この調査はインター
ネットを用いた調査方法を採用し、20 歳～ 69 歳の男女で日本全国の市又は東京 23 区
の在住者（株式会社マクロミルの登録モニター）を調査対象としている。有効回答数は
1054 人。調査において、減らすべきと回答された施設は、公営住宅は 35.2％、学校は
30.1％と比較的高いが、福祉施設は 8.3％、子育て支援施設は 7.6％と 1 割弱となる。
ii 曽我は、都市政府と都市圏、都市政府が所管する政策領域、地方政府の政治制度
といった制度配置が政策的対応を規定することを示唆する（曽我 2016）。
iii 政策廃止が議題に上がるまでの前決定過程における要因としては、政治状況以外
に政策の性質という要因が存在する（柳 2018）。これは、政策ごとに異なる廃止コスト
等の要因のことである。個別の公共施設の統廃合が議題に上がるかどうかという点には、
こうした政策の性質が影響するものと考えるが、本稿で分析対象とする地方自治体が有
する公共施設全体の数値目標の設定には大きくは影響しないと考え、本稿では要因とし
て取り上げない。
iv 日本政策投資銀行による『公共施設に関する住民意識調査（平成 26 年度版）』。こ
の調査はインターネットを用いた調査方法を採用し、20 歳～ 69 歳の男女で日本全国の
市又は東京 23 区の在住者（株式会社マクロミルの登録モニター）を調査対象としている。
有効回答数は 3110 人。
v 例えば、計画年数に関しては、今後 10 年間で〇％の削減という目標を示している
地方自治体もあれば、計画年数を示さなかったり、20 年、40 年単位での目標値を示し
たりする地方自治体がある。削減目標の単位についても、公共施設等の延床面積で〇％
の削減という地方自治体もあれば、公共施設等の数について目標値を示す地方自治体が
ある。対象についても、全ての公共施設等を対象とする地方自治体もあれば、公共施設
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とインフラを分けて目標値を設定したり、特定の公共施設等を除外した目標値を設定し
たりする地方自治体がある。
vi 辻中豊らによる「行政サービスと市民参加に関する自治体全国調査」。この調査で
は、2007 年 8 月から 12 月にかけて、日本全国の全市区町村の 4 つの部署（市民活動、
環境、福祉、産業振興）の行政職員に調査票の回答を依頼した。この調査では、市民活
動部署の職員に、
「貴自治体の議会では、各政党の立場に近い議員はどのくらいいますか。
無所属議員は立場の近い政党に含めてお答えください」と質問し、解答欄は「自民党系」
というように、〇系という形で議員を割り振った。配布サンプル数は 1827 であり、市
民活動部署の回収数は 1179 である。
vii 同上の「行政サービスと市民参加に関する自治体全国調査」の分析。横山（2010）
では、先進的な事業や施策の取組状況から 5 つのパフォーマンス指標を作成して従属変
数とし、市区町村の人口規模、人口集中地区人口比、第 1 次産業就業者数比、財政力指数、
住民 1 人当たりの職員数を独立変数とした重回帰分析を行った。分析の結果、人口規模
は 5 つのパフォーマンス指標全てについて統計的に有意であり、人口規模が大きいほど
パフォーマンスが高い傾向がみられた。
viii 総務省の指針において活用が推奨されている「公共施設等更新費用試算ソフト」
では、各自治体独自の将来推計人口がない場合は、国立社会保障・人口問題研究所によ
る数値を参考にするよう促されている。

