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第 1 章.はじめに
1-1.本研究の目的
昨今、日本の人口減少と少子高齢化の問題、また公共施設等の老朽化の問題が議論されて
いるが、本研究では、昨年度同様、これらの問題が豊中市の財政にどの程度影響するかを考
えるため、一定の前提を設定したシミュレーションを行う。地方財政対策において、計算さ
れる足元の財源不足の金額を見るだけではなく、構造的な税収水準や、人口構造の変化によ
る財政面でのインパクトを可能な限り正確に反映した定量的なシミュレーションに基づき、
今後の財政運営のあり方の検討材料を提供することが本研究の目的である。
具体的な今年度の研究の内容は、昨年度行わなかった土木インフラの更新に関する分析
を行い、公共施設と合わせてどれくらいの更新費用がかかるのかを再計算する。また、既存
の公共施設で管理運営費や人件費でどれほどのコストが発生しているかについてみていく。
そして、これらの分析をもとに、財政上の課題と既存の公共施設を維持更新することができ
るのかを再検討し、豊中市の行政サービスの質を落とさないようにするための方策につい
て考えていく。
1-2.財政の課題
『豊中市の財政構造に関する調査研究』
（2015）では、楽観パターンと悲観パターンの 2
つを用いて分析を行った。楽観パターンにおいても、ある程度市税収入は伸びるが、人口の
高齢化等の要因によって市税収入が落ち込むことが懸念されることがわかった。そして、少
子化によって児童福祉費は減少するが、それ以上に老人医療費や介護保険等の繰出金が増
え、また生活保護費も増加した場合、財政の硬直化が進むことがわかった。そして、楽観パ
ターンと悲観パターンの両方で、個人市民税収入よりも生活保護費のほうが上回っており、
豊中市の経営を圧迫することがわかった。
1-3.土木インフラの更新の必要性
国土交通省の調査によると、下水道管に起因する道路陥没が全国で毎年 4,000～6,000 件
程度発生している。とりわけ、埋設後 30 年以上が経過した管で陥没事故が増える傾向にあ
るという（国土交通省「下水道管渠の道路陥没事故に関する調査」）。また、水道管の破裂な
どの事故も、幹線管路だけに絞ってみても全国で毎年 6,000 から 10,000 件程度起こってい
る（日本水道協会「水道統計」
）
。この中には、下水道工事や共同溝の敷設工事など、水道以
外の土木工事で掘削した、水道管を誤って破裂させてしまうという事故もある。しかし、そ
のような事故で簡単に破裂してしまうような管は、劣化の進んだ古い管であることが多い。
つまり、古い管は破裂するリスクが高いといえる。
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日本の水道管は、漏水率が低いが、これは細やかな漏水調査を行い、漏水を発見した際に
は管の補修を行うというメンテナンスを行っているからである。このように上下水道管は
いったん埋めてしまえば終わりというわけではなく、機能させるためには、定期的な点検と
メンテナンスが欠かすことができない。
いったん埋設された上下水道管は、どのくらいの長きにわたって使えるのか。上下水道管
が上下水道施設の資産価値に占める割合が 7 割を占めるだけに、その長短によっては今後
の試算の維持に必要な費用が変わってくる。平均的な耐用年数は、資産の減価償却年数が目
安となる。管の種類によって寿命が変わるが、わが国では水道管 40 年、下水道管 50 年と
されている。管材の改良によって超寿命化が進んでいることは、上下水道管の経年劣化、と
りわけ高度経済成長期に敷設された水道管が軒並み法定耐用年数を経過しているので、す
ぐに取り換えなければ大変なことになるという切迫度を緩める要素になっているが、30～
40 年以上布設から経過した水道管の更新はいずれやらなければならない。
全国の水道管約 70 万㎞のうち、
老朽管は毎年少しづつ敷設替えによって更新されている。
しかし、その延長は、毎年 0.5～0.6 万㎞でしかない 1。つまり、このペースでいくと全部の
入れ替えまでに 100 年以上かかる計算になる。水道管の更新には膨大な資金を必要とする。
しかし、水道事業体の懐事情を見ると、内部留保金や積立金等の自己資金は必ずしも潤沢で
はない。そこで、足りない分については、起債によって借金をすることになるが、人口の減
少や一人当たりの水道水の利用量が減る中で、多額の借金の返済は困難であろう。これは水
道管だけでなく道路・橋りょうについても同じことが言えるだろう。
1-4.なぜ公共施設のランニングコストを分析するのか
近年、多くの地方自治体が、ファシリティマネジメント（FM）の観点から公共施設の再
配置に取り組んでいる。FM をより高度に進めるには、FM の財務、品質、供給の 3 つの目
標を達成するための技術と知識が求められる。つまり、FM には常に目標管理が求められる
が、目標管理とは経営計画に基づいて組織の目標設定とその施策の実施及び達成状況を管
理することであり、公共施設の目標を設定する必要がある。
ライフサイクルコスト（LCC）という言葉がある。LCC とは建物の一生に必要な費用の
ことで、内訳は、建物の設計・建設費などの初期投資（イニシャルコスト）
、施設での事業
を運営していくために必要なコスト（施設運営コスト）
、施設の維持管理に必要な改修から
解体までの建物にかかるコスト（施設維持コスト）である。イニシャルコストの数字が大き
いため、その数字ばかりに目が行きやすいが、LCC のなかでイニシャルコストは 2～3 割程
1

玉真俊彦（2011）
『管があぶない』ぎょうせい、p34.
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度といわれており、LCC のほとんどは施設の運営と維持のコスト、いわゆるランニングコ
ストであり、つまり建物は建設したときよりも建設した後の方がコストが大きいことにな
る。
公共施設の再配置の財務目標を設定するためには、公共施設のイニシャルコストと維持
管理費だけでなく、人件費や光熱費を含んだ運営費についてもどれほどかかるのかを合わ
せて試算していく。
1-5.研究の方向性
公共施設の総量の削減や長寿命化の施策を推進するにあたっては、抽象的な理論ではな
く、コストの現状や将来見通等に関する実証的なデータをもとに考えていく必要がある。例
えば神奈川県藤沢市の「藤沢市公共施設マネジメント白書」では、公共施設について、コス
ト情報とストック情報の両面から分析を行っている。コスト情報については、行政コスト計
算書等を活用して、建物全体及びそこで使われている行政サービス（人件費・事業費など）
が全体でいくらかかっているかを把握し、ストック情報については、土地・建物の老朽化状
況などの物理的な状況に加え、その建物がどのように利用・運営されているか利用実態、運
営実態も合わせて、公共施設や行政サービスを把握することで、事務事業の問題点や課題を
浮き彫りにしている。
神奈川県秦野市の「秦野市公共施設白書」においては、今後 40 年間で大規模改修と更新
費用に約 750 億円がかかると試算し、この点と合わせて、今後高齢化と人口減少が進み、
生産年齢人口も減る見込み（対 2013 年（平成 25 年）比、－1 万人）を示している。この
ように、大規模改修・更新費用の財政需要と納税者に相当する生産年齢人口の減少を突き合
わせて、これからの公共施設のあり方について議論をしている。
本研究においても、藤沢市や秦野市のように、抽象的な理論ではなく、具体的な将来の見
通しを示しながら研究を進めていく。そこで求められるのが、財政需要を正確に把握するこ
とである。また、公共施設の改修・更新の方針に基づき、その経費の「ヤマ」を迎える時期
と規模について把握することが求められ、それに備えた財源の確保が必要になる。基本的に
は基金の積み立て、施設の長寿命化による支出のヤマの繰り延べ、更新時期の平準化、総量
の縮減等が考えられるが、どの方策をとるのがいいのか議論を進めるためにもその支出が
どの程度で、その期間がどれくらいになるのかを把握することも行う。
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第 2 章.昨年度の調査研究のまとめと豊中市の財政と公共施設の状況
2-1.豊中市の財政構造改革の取り組み 2
2-1-1.豊中市の財政構造改革の歩み
豊中市では、1998 年 4 月に「豊中市行財政改革大綱」を策定して以来、2007 年度までの
10 年間にわたり、行財政改革を進めてきた。1999 年には「財政非常事態宣言」が出され、
準用財政再建団体転落への危機が迫っていたこともあり、徹底した事業の見直しや給与構
造改革などの制度の見直しにより、準用財政再建団体への転落は回避された。しかし、経常
収支比率 95％の目標が未達成であることや、さらなる厳しい社会経済状況に対応するため、
2007 年 8 月に「新・行財政改革大綱」を策定し、構造改革をより進め、当初予算において
2013 年度までに経常収支比率 95％以下を目標とすることが定められ、その目標を達成する
ことができたが、本項ではその歩みを概観する。
豊中市では、1998 年（平成 10 年）4 月に「豊中市行財政改革大綱」を策定して以来、
2007 年度までの 10 年間にわたり、行財政改革を進めてきた。第 1 期実施計画（平成 10～
12 年度）に 127 項目は概ね達成されたが、財政健全化の数値目標である経常収支比率 95％
以下は達成されなかった（図表 2-1）
。平成 11 年 10 月には財政非常事態宣言が出され、緊
急財政再建対策が打ち出された。平成 12 年 12 月には第 2 期実施計画（平成 13～16 年度）
が策定された。
2004 年（平成 16 年）5 月には財政収支見通しが作成され、これを基礎として同年 11 月
に「行財政再建指針」（平成 17～19 年度）を打ち出した。1999 年（平成 10 年度に 2.6 億
円の赤字になった実質収支（一般会計ベース）は 6 年連続の赤字を示し、平成 15 年度には
28.9 億円の赤字であった（図表 2-2）
。経常収支比率は平成 14 年度 101.6%、平成 15 年度
101.3%と 100％を超え、積立基金の取り崩しなどによって臨時的財政運営を余儀なくされ
た（図表 2-3）
。1991 年（平成 2 年度）には 131 億円あった財政調整基金は 2005 年（平成
12 年度）には 900 万円になり、公共施設等整備基金も平成 6 年度の 187 億円から平成 12
年度には 3 億円程度になるなど積立金は枯渇状態に陥った（図表 2-3）
。

2本節は『新・豊中市行財政改革大綱』取り組み総括に依拠する。
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図表2-1経常収支比率の推移
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図表2-2実質収支の推移
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財政危機の最大の要因は、1994 年度（平成 6 年度）以降、地方税収が横ばいか減少が続
いたことである（平成 8～9 年度は除く）
（図表 2-4）。豊中市の地方税収の減少は府内の他
の都市よりも顕著であった。豊中市行財政構造改革本部は、その要因として、①阪神・淡路
大震災の影響（平成 7 年）
、②労働人口（15～64 歳人口）の減少が大幅であること、③他都
市と比べて多い高額所得者の納税義務者数や課税所得額の減少をあげている 3。

3豊中市（2007）
「新・豊中市行財政改革大綱」
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図表2-3積立金残高の推移
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図表2-4 地方税収入額の推移
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豊中市は人件費の削減、事務事業の見直し、臨時的収入をはじめとする歳入の確保などに
より、2004 年度（平成 16 年度）実質収支は黒字となったが、同年、新たな財政再建対策を
とらず現状のまま財政運営を続けると、2005 年度（平成 17 年度）には再び 52 億円の赤字
に転落し、2007 年度（平成 19 年度）には 235 億円の赤字となって準用再建団体に転落す
る見通しを示した。この見通しを受けて、
「豊中市行財政指針」では、当面の準用財政再建
団体に転落する危機を回避するため、平成 17～19 年度の 3 年間を「財政立て直し期間」と
定め、累計で 235 億円の財政収支目標改善額を設定した。財政健全化の指標として、①実
6

質収支の黒字化と黒字維持、②経常収支比率 95％以下に加えて、③プライマリーバランス
の均衡（地方債を除く歳入と公債費を除く歳出の差額）を掲げた。豊中市のプライマリーバ
ランスは、平成 12～14 年度には 36～40 億円の赤字を計上し、平成 15 年度の 12 億円の赤
字を経て、平成 16 年度には 25 億円の黒字となった。平成 18 年 11 月に策定された行財政
再建計画（第 3 年次）では平成 16～17 年度の取り組みによる財政収支改善効果を 169 億
円、平成 19 年度までの 3 年間で 224 億円とした。平成 18 年 5 月における財政収支の中期
見通しの試算では、実質収支は平成 17 年度の決算見込みでは 1.52 億円の黒字となるが、
平成 19 年度には 94.94 億円の赤字となるとした。
2005 年（平成 19 年）8 月、豊中市行財政構造改革本部は、
「新・行財政改革大綱」を策
定した。一般会計決算を見ると、平成 16 年度から実質黒字に転換し、
「（旧）行財政改革大
綱」策定後 10 年間の中間総括として、行財政改革の取り組みはほぼ計画通りに実施し、財
政健全化の取り組みも計画に記載したものを上回る効果額をあげることができたとした。
それにもかかわらず、財政非常事態宣言の収束は打ち出されなかった。実質収支の赤字幅拡
大という緊急事態からは脱却したものの、経常収支比率 95％以下という数値目標は達成さ
れず、財政の健全化には至らなかったからである。
財政非常事態宣言の解除に至らなかった要因として、予想を上回る地方税の減収と三位
一体の改革の影響があげられる。三位一体の改革では国から自治体への税源移譲が期待さ
れたが、国の財政再建最優先政策によって、国から地方への財政移転の圧縮が中心となり、
総額で地方交付税が 5.1 兆円、国庫支出金 4.4 兆円削減された（図表 2-5、2-6）
。

図表2-5豊中市の地方交付税の推移
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「新・行財政改革大綱」
（平成 20～24 年度）では、これまでの予算削減中心の発想から、
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限られた資源を効率的・効果的に活用し、あわせて税収等の歳入をいかに確保するかという
発想へと切り替えていく必要があるとして、ビジョンに向かう基本姿勢として、
「新たな改
革を〈創造〉する」という新機軸を打ち出した。そこで新たな行財政計画の目標として、①
「財政健全化」の成果目標、②「新しい公共空間」づくり、③持続可能な行財政システムづ
くり、④都市の未来づくりを掲げた。
この大綱に掲げる目標を実現するために、平成 20～21 年度に第一年次～第二年次「新・
行財政改革プラン」を策定し、行財政改革に取り組んだ。しかし、「新・行財政改革大綱」
と「新・行財政改革プラン」の取り組みを始めた平成 20 年 9 月に、リーマン・ショックを
契機とする世界金融危機が発生した。平成 10 年以降の行財政改革の取り組みの成果は、減
税・高齢化等による市税の減収、
「三位一体の改革」といった外部環境の変化により、その
財政的成果が打ち消され、目標である経常収支比率 95％以下を達成することができなかっ
たが、今期においても、世界同時不況により再度地方税収入が落ち込み、財政力指数が低下
。
した 4（図表 2-7）
2011 年（平成 23 年）2 月、3 年間のプランと実施を踏まえて、
「新・行財政改革プラン
（新大綱達成プラン）
」を策定、2012 年（平成 24 年）4 月に改定した。
「新・行財政改革大
綱」の 4 つの目標のうち、財政健全化については、経常収支比率 95％以下の数値目標につ
いて、基本的な施策は経常一般財源の 90％にとどめ、5％分を「豊中らしさ」
「特色づくり」
に重点配分すると定めた。予算削減にとどまることなく、スクラップ・アンド・ビルドによ
り新たな課題に対応してゆく「新・行財政改革大綱」の基本姿勢が財政健全化目標に具体化
された。
一般会計ベースの経常収支比率を 95％以下とする目標年度は平成 25 年度に設定された。
経常収支比率は平成 25 年度 94.9%を達成し、財政非常事態宣言の脱却を宣言した。

4普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で、通常３

年度間の平均値が用いられる。リーマン・ショック後、基準財政需要額が増えているた
め、財政力が低下している。
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図表2-7財政力指数の推移
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図表 2-8 豊中市の行財政改革の歩み
年度

方針・計画等

期間

取り組み内容等

H10

行財政改革大綱

H10～H19

市民主体の改革
職員の意識改革
聖域（例外）なき改革
行政責任の明確化
評価の仕組みづくり

H10

行財政改革（第一期実施計画）

H10～H12

127 項目のうち、
経常収支比
率 95％以下の改善を除きお
おむね達成

H11

財政非常事態宣言
緊急財政再建対策

H12

行財政改革（第二期実施計画）

H16

財政収支見通し作成

H13～H16

103 項目おおむね達成
H19 年 の 財 源 不 足 額 見 込
235 億円

H16

行財政再建指針

H17～H19

行財政再建計画

財政の健全化
持続的・自律的な行財政運
営の基盤づくり

H19

新・豊中市行財政改革大綱

H20～H24

行政サービスの原価の縮減
事務事業の見直し
歳入の確保
特別会計・公営企業等の健
全化

H20

新・豊中市行財政改革プラン

H22

中間総括

H22

事業等の戦略的たな卸し

H23

新大綱達成プラン

H20～H24

特定事業の見直し
歳入の確保
人事給与、人材育成および
人件費
市有施設有効活用

H25

経常収支比率 94.9%

財政非常事態宣言解除
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2-1-2.豊中市の財政構造改革の成果
決算データを基にした財政分析では、過去の趨勢を診断するものであって、そこから将来
の財政運営の趨勢を診断しようとする場合、これまでの傾向が今後も続くことが前提とな
る。しかし、企業立地や撤退などの影響で、突然、地方税収が増減したり、急激な人口の増
減がある場合、過去の趨勢で将来を診断することは難しく、財政診断では、常に近未来の変
化を織り込むことが求められるが、それを財政分析の手法によって対応することは難しい。
分析の結果から財政運営の指針を導くには、
以下の 3 つの観点から行うことが求められる 5。

① 現金主義会計の健全性を中心にした「1 年間の資金収支の健全性」
（実質収支と財政調整基金が一定程度あるか）

実質収支＋財政調整基金
標準財政規模
② 発生主義会計を取り入れた健全性を中心にした「中長期の資金収支の健全性」
（債務償還可能年限の長さ） 6
一般会計等に係る地方債の現在高＋債務負担行為に基づく支出予定額＋公営企業債等繰入見込額＋組合等負担等見込額
公債費＋公営企業債の元利償還金に対する繰入金＋組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等＋債務負担行為に基づく支出額
純債務
経常一般財源−経常一般財源充当経費+経常一般財源充当ベースの公債費・準公債費

÷

③ 地方交付税制度の趣旨に沿った「地方債の償還財源の健全性」
（留保財源と留保財源で対応すべき公債費とのバランス） 7

5

小西砂千夫（2012）
『公会計改革の財政学』日本評論社、で使われた手法を用いた。

6純債務＝一般会計等に係る地方債の現在高＋債務負担行為に基づく支出予定額＋公営企業

債等繰入見込額＋組合等負担等見込額＋退職手当負担見込額＋設立法人等の負債額等負担
見込額－財政調整基金－連結実質収支－減債基金－充当可能特定歳入
経常一般財源 − 経常一般財源充当経費 + 経常一般財源充当ベースの公債費・準公債費＝経
常一般財源等+減収補てん債+臨時財政対策債－経常経費充当一般財源等計＋元利償還金
（経常経費充当一般財源等）＋公営企業債の元利償還金に対する繰入金＋組合等が起こし
た地方債の元利償還金に対する負担金等＋債務負担行為に基づく支出額（公債費に準ずる
もの）
7留保財源等＝法定普通税収＋法定外普通税収＋事業所税＋利子割交付金＋配当割交付金＋
株式等譲渡所得割交付金＋地方消費税交付金＋ゴルフ場利用交付金＋自動車取得税交付金
+軽油取引税交付金＋地方譲与税＋地方特例交付金等＋交通安全対策特例交付金－基準財
政収入額
基準財政需要に算入されない公債費・準公債費（経常経費充当一般財源等）＝公債費＋公
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留保財源等

�

基準財政需要に算入されない公債費・準公債費（経常経費充当一般財源等）

①～③のどの点に問題があるかに応じて、財政運営がどのような点で困窮するかの症状
が異なる。①が悪い場合、常に資金ショートの危機的状態であり、災害等があった場合一気
に赤字に転落する懸念がある。②が悪い場合、当面はともかく、中長期的には財政収支が均
衡せず苦しむ傾向がある。③が悪い場合、税収と留保財源の規模に対して借りすぎの状態に
なっていて、その分を公債費以外の経費で吸収せざるをえない状態にある。
①の「1 年間の資金収支の健全性」についてみていくと、平成 13 年度は、阪神淡路大震
災の影響もあって、実質収支がマイナスで推移している。その後も低調基調が続き、平成 22
年ごろから回復しているが、他の中核市（平成 24 年度決算：13.9）や特例市（平成 24 年
度決算：14.6）と比べると低位で推移しているため、1 年間の資金収支の健全性はまだ回復
途上といえよう（図表 2-9）
。
②の中長期の資金収支の健全性についてみていくと、平成 22 年度から 24 年度間で徐々
に資金収支の健全性が回復している。これは、債務負担行為予定額が減ったことや基金の積
立が進んだこと、充当特定歳入が増えたことによって豊中市の将来負担比率が減り、債務償
還可能年限が短くなっていることの影響によるものである（図表 2-10）
。
③の地方債の償還可能財源の健全性（平成 24 年度）についてみていくと、0.95 を上回っ
ている。他の中核市や特例市の平均値をみると 0.53、財政力のある関西圏や首都圏の自治
体では 0.65 であり、他市と比較しても豊中市の地方債の償還可能財源の健全性は良いとい
えよう。2 年間で基準財政需要に算入されない公債費・準公債費（経常経費充当一般財源等）
が 20 億円程度削減されたことの影響が大きいと考えられる（図表 2-11）
。
豊中市の財政は、短期の資金収支は依然苦しいものがあるが、これまでの財政健全化計画
によって中長期の資金収支や財政の健全性は改善しているといえよう。

営企業債の元利償還金に対する繰入金＋組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負
担金等＋債務負担行為に基づく支出額
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図表2-9 1年間の資金収支の健全性の推移
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図表2-10中長期の資金収支の健全性の推移
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図表2－11 地方債の償還財源の健全性の推移
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2-2.歳入と歳出
2-2-1.歳入
2008 年度（平成 20 年度）と 2009 年度（平成 21 年度）決算を比較すると、歳入の半分
を占める市税収入は、世界的な景気後退を受けて法人市民税が大きく減少している（平成
20 年度 47.1 億円→平成 21 年度：34.5 億円）
。また、自動車取得税交付金などが景気の影
響を受けて減収となっている。その一方で、地方交付税（平成 20 年度 13.9 億円→平成 21
年度 14.9 億円）と地方譲与税（平成 20 年度 25.7 億円→平成 21 年度 27.7 億円）が増収と
なっている。市税収入の落ち込みが大きかったため、資金のやりくりをするために、退職手
当債を 20 億円発行するほか、臨時財政対策債として 44 億円を発行し、特定目的基金から
新たに 6.1 億の借入（繰入運用）を行って必要な歳入を確保した。
2010 年度（平成 22 年度）決算においても、市税収入は落ち込み、地方交付税や国庫支出
金が増収となった。それでも資金がたりなかったため、臨時財政対策債 64 億 5 千万円の発
行、退職手当債を 10 億円発行、土地の売却で 6 億 1 千万を得て、必要な歳入を確保した。
平成 23 年度決算の市税収入では、個人市民税は減収となったが、法人市民税・たばこ税
の増収により、前年度と比べて 3.5 億の増収となった。また、地方交付税や国庫支出金・府
支出金が増収となっている。一方、退職手当債や臨時財政対策債を減らしたことにより市債
による収入は 29 億 9 千万円の減収となった。その他、土地開発公社に対する返還金が 24.6
億の増収となった。
2013 年度（平成 25 年度）決算の市税収入では、法人市民税が法人実効税率の引き下げ
の影響により減収となったが、固定資産税が家屋の新増築や大阪国際空港の民営化の影響
により増収となり、前年度と比べて 8.7 億円の増収となっている。その一方で、地方交付税
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が減額になり、平成 24 年度における土地開発公社解散に伴う第 3 セクター等改革推進債の
発行（45 億円）などの特殊要因が 2013 年度にはなかったため、総額では 70.4 億円減収と
なった。
豊中市の個人所得水準は高く、全国平均や大阪府平均を上回っている。バブル景気のピー
クである平成 2 年度には 177.2 万円で、大阪府内では 2 番目に高かった。バブル経済崩壊
後の平成 7 年度には 185.4 万円に増加したが、全国や大阪府内の自治体との格差指数は低
下し、府内では第 3 位に順位を下げた。
その後、経済の長期停滞、労働法制の規制緩和による非正規労働者の増加などにより、個
人所得は減少傾向を示し、平成 17 年度には 167.0 万円となった。大阪府内の市町村平均の
対全国格差指数は平成 7 年度の 104.3 から平成 12 年度には 101.2、平成 17 年度 97.2 と急
速に低下し、大阪圏の地盤沈下が個人所得水準の面にも現れている。しかし、平成 7 年～
17 年の豊中市の対府格差指数をみると、117.2 から 122.0 へ上昇しており、大阪府内にお
いて富裕な自治体といえる 8。
法人税収入については、大阪府内の人口 20 万以上の 10 都市の中で比較すると、人口一
人当たりの法人税収入は 10 団体中 7 位であり、豊中市は企業城下町に代表されるような自
治体とは違い、必ずしも法人税収入に依拠している自治体ではない。しかし、今後の人口減
少社会を考えると、バランスの良い地方税収入を獲得するには法人市民税を得る努力をし
ていかなければならない。
2-2-2.歳出
豊中市は平均的には府内で 3 番目に高い個人所得水準を示している一方で、多くの生活
保護資格世帯が存在する。平成 22 年度の生活保護受給世帯は 6,253 世帯、受給者は 8,889
名、保護率は 22.9‰である。豊中市の保護率は平成 4 年（1992 年）以降、全国平均および
大阪府平均を常に上回って推移している 9。比較的所得水準が高い中間層と生活弱者が市内
に併存している点に豊中市の特徴がある。
豊中市では、継続して行財政改革を進めており、2015 年度（平成 27 年度）は前年度と比
べて人件費と退職手当を合わせて 11.5 億の減収となった。また、公債費では、借換債が 11.4
億の減収となった。維持補修費では、地域活性化に関する国の臨時交付金を利用した施設の
維持補修費関係が増額したほか、児童手当や、生活保護、障害者福祉費の増加等により扶助
費は 21.1 億増額するなど、年々増加の傾向にある。

8地方税収を生産年齢人口で割ることで算出。
9http://area-info.jpn.org/SehoPerPop.html
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豊中市の歳出を性質別分類で見ると、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）で全体の 60％
以上を占めている。また、目的別分類で見ると、民生費（38.6%）や総務費（15.3%）
、公債
費（11.5%）の割合が大きい。どちらの分類で見ても、扶助費、民生費といった福祉にかか
わる経費の割合が大きくなってきている。これは、社会の構造変化や、国の制度変更による
影響が大きく、今後も増えていく可能性がある。
2010 年度から 2014 年度（平成 22 年度から 26 年度）決算における社会保障関係費は、
平成 24 年度は中核市に移行したことに伴い、事務権限等が移譲され扶助費や保育所関連経
費などが前年度より 27 億 7,100 万円増加した。一方、他の年度においても、民生費では、
高齢化に伴う介護・高齢者関連経費や障害者福祉関連経費の増加、長引く不況に伴う扶助費
の増加ほか、待機児童の解消など、子ども・子育て支援関連経費が増加している。衛生費で
は、妊婦健診の公費助成額や定期予防接種関連経費などが増加している。また、社会保障関
連経費では毎年度増加しており、様々な行財政改革の取り組み効果により増加額は一定抑
制されているが、子ども・子育て支援関連事業の充実などにより増加傾向にある。社会保障
関連経費は 4 年間で 67.78 億（23.23%）と大きく増加しており、平成 26 年度決算におい
ては一般会計の 4 割を占めるに至っているため、財政運営上の大きな課題である。
豊中市では一般会計の社会保障関連経費に係る歳出一般財源について、事業計画の今後
の見込みのほか、直近の伸び率等を勘案して推計を行っている。
短期の推計（2016 年度～2017 年度（平成 28～29 年度）
）では、歳出一般財源ベースで
20 億 800 万円増加するのに対し、地方消費税交付金は景気回復に伴う消費拡大の 13.75 億
円の増加を見込んでいるが、支出と収入の増加を差し引くと 6.33 億の財源不足が生じ、既
存の歳入で創出する必要がある。平成 29 年度の歳出は平成 27 年度との比較で 37.81 億円
増加する見込みであるのに対し、地方消費税は税率が引き上げられるため 23.7 億円の増加
を見込んでおり、支出と収入の増加を差し引くと財源不足額は 14.11 億円に拡大し、その後
も財源不足が続くと見込んでいる 10。以上のように、財源不足は恒常的に続くものと想定さ
れ、財源確保等の取り組みにより社会保障サービスの提供を持続可能なものにしていく必
要がある。
2014 年度（平成 26 年度）は黒字決算を維持したが、財政調整基金への 15 億円の積立や
1999 年（平成 11 年度）から続いた特定目的基金からの繰入運用を 1 年前倒しで解消した
こと、借換債によらず市債償還を進めたことなど財務内容全体の一層の健全化を見据えた
取り組みを行ったことにより、実質収支（対前年度▲20 億 4000 万円）、経常収支比率（対
前年度▲1.8%）など収支における数値は前年度に比べ悪化した（図表 2-12）
。

10豊中市（2016）
「歳入確保に係る基本方針（改定）
」
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また、2016 年度（平成 28 年度）
、2017 年度（平成 29 年度）の見込においては、実質収
支が 0、経常収支比率は逓減、プライマリーバランスの黒字化を継続していくことを示して
いる。しかし、基金からの繰入金への依存などによりプライマリーバランスの均衡を保って
いる状況であるため、持続可能な財政基盤の構築には新たな取組みが欠かせない 11。
図表 2-12 財政収支の見通し
平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

決算

予算

見込

見込

市税

66,668

65,755

66,603

67,272

譲与税・交付金等

8,846

10,836

10,564

11,616

地方交付税

6,469

6,650

6,305

5,815

国・府支出金

36,195

41,357

39,807

41,284

市債

10,437

12,393

11,519

8,106

その他歳入

17,154

14,095

11,045

8,958

歳入合計

145,769

151,086

145,843

143,051

人件費

26,961

27,624

27,989

27,727

扶助費

41,803

44,692

45,092

46,277

公債費

13,794

12,319

11,531

11,888

普通建設事業費

14,271

18,966

15,115

10,179

物件費

15,069

17,855

16,865

16,535

補助費等

13,798

13,760

13,736

13,685

繰出金

12,644

14,003

13,975

15,168

その他歳出

3,988

1,867

1,590

1,592

歳出合計

142,328

151,086

145,843

143,051

歳入歳出差引

3,441

0

0

0

（H26 一般会計実質収支）

2,218

経常収支比率（％）

93.2

94.9

94.8

94.7

プライマリーバランス

5,827

42

31

3,597
（単位：百万円）

11

豊中市（2015）
「豊中市行財政運営方針」。なお、豊中市では新たな取組みとして、ネー
ミングライツ等の市有資産の活用、公有財産（不動産）の貸付等、寄付金収入の拡大な
ど、新たな歳入の創出や歳入の源泉の涵養に取り組んでいる（豊中市（2016）「歳入確保
に係る基本方針（改定）
」pp14-29.）
。
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2-3 将来における財政の推計
2-3-1.個人市民税の推計
歳入面の分析としては、高齢化の進行が豊中市の歳入の基盤となっている個人市民税に、
どのような影響を及ぼすかについて考察する。財政力指数が高い豊中市では歳入に占める
市税収入の割合は概ね 50％前後で推移しており、そのうち個人市民税が 40％超、法人市民
税が 5％程度であり、他市と比較しても個人市民税の割合が高い。
企業城下町のような法人市民税に大きく依存する市町村では、その歳入が景気や特定の
企業の業績に左右されやすいことと比べれば、個人市民税は安定した税源とみなされてき
た。しかし、急激な少子高齢化の進行と生産年齢人口が減少する局面において、個人市民税
の減少が懸念される。豊中市の個人市民税がどのように推移するかを予測するために、複数
の前提と条件を設定してシミュレーションを行った。個人市民税の中長期的な見込みにつ
いては、
「賃金上昇率」
「年代別賃金カーブ」
「年金給付水準」の 3 つをケース設定した。
方法は現在の年齢区分別納税義務者一人当たりの個人市民税収額をベースとして、賃金
上昇率等のケースに基づく複数の設定値を算出し、それを推計人口

12 に基づく年齢区分別

納税義務者数の推計値に乗じることによって、人口構成の変化に見合った個人市民税予測
を行った（図表 2-13）
。
シミュレーションの結果、8 パターンのうち、最も良い条件を並べた楽観パターン（パタ
ーン 1）では、平成 32 年度まで個人市民税は増加し、その後減少するが平成 27 年度の水
準よりも高い結果となった。ただし、高齢化の影響によって老人福祉費が伸びるため、財政
は現在よりも苦しくなると見込まれる。
また、最も条件が悪い悲観パターン（パターン 8）では、平成 26 年以降、人口が増えた
としても、個人市民税は逓減し、平成 27 年度の水準の 3/4 程度に落ち込むこととなった。
第 4 章で明らかにするが、悲観パターンの場合、平成 42 年の個人市民税収では急増する生
活保護費よりも下回る可能性が明らかになった。

12とよなか都市創造所（2014）
「少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する

調査研究Ⅱ」の中位推計を用いた。
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図表2-13 個人市民税シミュレーション
300
290
280
270
260
250
240
230
220

H27

H32

H37

H42

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4

パターン5

パターン6

パターン7

パターン8

2-3-2.社会福祉費の推計
人類史上、これまで経験したことのない未曾有の超高齢化・人口減少社会を迎えつつある
日本はこれから大きな社会的困難に立ち向かわなければならない。例えば、現行の年金制度
が採用する賦課方式は、現役世代が高齢者を扶養する方式である。高齢者 1 人を何人の現
役で扶養するかが、賦課方式を前提とする年金制度の維持にとって重要なものとなる。この
比率は 1970 年代は現役世代 10 人で 1 人の高齢者を支え、1994 年（平成 6 年）では 5 人
で 1 人、2008 年では 3 人で 1 人と推移してきたが、国立社会保障・人口問題研究所（2012）
の試算によると、団塊の世代が最初に後期高齢期を迎える 2022 年には約 2 人で 1 人、2040
年には約 1.5 人で 1 人、2050 年には約 1.3 人で 1 人を支えるところまで悪化する見込みで
ある 13。
現在の合計特殊出生率と平均寿命の延びを前提に考えると、2050 年には、人口減少と高

13豊中市の人口推計（とよなか都市創造研究所（2014）
「少子高齢社会における人口の変化

と市政への影響に関する調査研究Ⅱ」の中位推計）をみると、平成 22 年で 3 人で 1 人、
平成 32 年で 5 人で 2 人、平成 42 年で 2 人で 1 人、平成 52 年で 3 人で 2 人の高齢者を支
える状態になる。
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齢化によって一人当たりの実質 GDP が 2 割落ち込み、75 歳以上が 4 人に 1 人、65 歳以上
が 5 人に 2 人、人口は 9,700 万人となる見込みである。2025 年には団塊の世代が 75 歳以
上を迎え、社会保障サービスのコストが急増し、その後も、団塊ジュニアが 75 歳以上とな
る 2050 年まで、継続的にコストが増加することが見込まれる。
前述したように、2050 年には、75 歳以上が 4 人に 1 人、65 歳以上が 5 人に 2 人、人口
としては中位推計で 65 歳以上が 3,768 万人、75 歳以上が 2,385 万人になることが見込ま
れている。これだけの数の高齢者を減少する現役世代で支えなければいけないので、介護が
より重要な問題になってくる。厚生労働省は多大な補助金を必要とする施設介護から在宅
介護へと方針を転換しているが、在宅介護に切り替えたとしても高齢者の数は増え続ける
ため、高齢者に係る介護コストは膨らみ続ける。実際に厚生労働省が発表した 2025 年まで
に介護に係る負担額の将来推計を見ると、保険料負担額も公費負担額も倍増しており、2012
年（平成 24 年）の 8.4 兆円から 19.8 兆円（充実と重点化・効率化による、現状投影シナリ
オを上回る改革シナリオの数字）へと増加する見込みとなっている 14。
扶助費を研究対象として取り上げる理由は、少子高齢社会においての財政問題は、扶助費
が趨勢的に増加基調にあること、その財政負担が年々重くなってきているからである。公的
扶助に関する行政責任は国にあるものの、事業を直接実施している自治体においては直接
持ち出しとなる財源(超過負担を含む)も多くなっているからである。公的扶助に必要な財源
が全額、地方交付税や国庫支出金を通じて負担されているわけではない。2012 年度（平成
24 年度）決算をみると、扶助費総額 385 億円のうち、豊中市の負担は充当一般財源の 112
億円（29.1%）で、残りは国や大阪府が負担している。
一般財源等の中心は地方税と地方交付税であるから、扶助費がすべて地方税によって賄
われているわけではないが、自治体にとっての扶助費の負担は特に都市部において重くな
っている。扶助費のうち生活保護費についてみても、都市においては自治体が財源の 1/4 を
負担し、国は 3/4 の負担をしている。これは国の基準で決めた事業経費についてであって、
実際に支出される措置費はそれを上回っている。その持ち出し分は自治体の超過負担にな
り、その分だけ自治体の負担になっている。
扶助費が増減する理由としては、一般的に給付対象者を含む人口の増減が主な要因とし
て考えられている。しかし、豊中市の直近 5 年間の人口の増減と扶助費との関係をみると、

2.04%の賃金上昇率につながる年率 1.88%の名目経済成長率の成長
と年率 1.24%の物価上昇率がある。
詳細は、hhtp:www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/stutyukento/dai10/siryoul-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hakabunya/shakaihoshou/dl/shouraisuike
i.pdf
14この前提には、年率
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人口が緩やかな伸びを示しているのに対し（平成 20 年 4 月 1 日住民基本台帳人口 388,136
人→平成 24 年 4 月 1 日住民基本人口 391,040 人、0.07％増）、扶助費については、平成 20
年度の決算では 249 億円であったが、2012 年度（平成 24 年度）決算においては 385 億円
となり、154％増という著しい伸び率を示している。これは、児童手当法（～平成 21 年度）
、
子ども手当法（平成 22 年 4 月～23 年 9 月）、子ども手当特別措置法（平成 23 年 10 月～24
年 3 月）
、そして現行の児童手当法（平成 24 年度）などの法改正の影響を受けた結果であ
り、必ずしも「人口減＝扶助費減」という図式にはならないことを示し、推計に当たっては
工夫を要する。
児童福祉費と老人医療費の推計にあたっては、2008 年度（平成 20 年度）決算を基準値
（対象者、件数、扶助額）とし、2012 年度（平成 24 年度）までの増減率が継続するものと
して乗算し、これに推計人口の変動率を乗じて推計を行った。
図表 2-14 が示しているように、児童福祉費は 2010 年度（平成 22 年度）決算の 190 億
円から 2030 年度（平成 42 年）では 142 億円、約 50 億円の減少が見込まれる。児童福祉
費のうち、89 億円（46.8%）が児童手当、児童扶養手当、子ども手当であり、保育所費（保
育所費、民間保育所費含む）が 73.5 億円（38.6%）となっており、子どもの数が減ること
でこれらの経費もまた減少すると考えられる。しかし、今後豊中市が子育て世代を呼び込む
ために児童福祉関連の予算を積み増した場合、支出がそれほど減少しないことも考えられ
る。
老人医療費（老人福祉費と老人医療助成費）は、2010 年度（平成 22 年度）決算では 14
億円から平成 42 年では 18 億円となっており、約 4 億円の増加が見込まれる（図表 2-15）
。
老人医療費のうち、負担金補助及び交付金 4.9 億円（34.7％）
、扶助費が 7.2 億円（51.0％）
となっており、高齢者が増加することで老人医療費もそれに比例するかたちで増加するこ
とが見込まれる。
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図表2-14 児童福祉費の推移
(単位：百万円)
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図表2-15 老人医療費の推移
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2-3-3.生活保護費の推計
生活保護費の急増は、豊中市だけでなく、全国の市町村においても同様の傾向を示してい
る。
「地方財政白書」をみると、2002 年度（平成 14 年度）決算の生活保護の支出は全国で
2 兆 1,348 億円であったが、2012 年度（平成 24 年度決算）の生活保護の支出は 3 兆 6,857
億円となっており、
特に平成 21 年度から急激な伸び率を示している。生活保護費の急増は、
平成 21 年度 3 月に厚生労働省が働くことが可能な若い失業者達に対し生活保護を支給する
よう都道府県に求める通知を出したことが引き金になり、2009 年（平成 21 年）12 月に厚
生労働省が「速やかな保護決定」を改めて通知し、受給資格取得を容易にしたことにより、
生活保護費が急増している。
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豊中市の生活保護者の受給人数をみると、2008 年度（平成 20 年度）7,220 人から 2012
年度（平成 24 年度）には 9,832 人となり、毎年 10％近い伸び率を示している。仮に毎年
10％近い生活保護人口が増えると仮定すると、2012 年度（平成 24 年度）決算の 180 億円
の生活保護費が 2030 年度（平成 42 年度）には 713 億円になり、豊中市の歳入が 2012 年
度（平成 24 年度）から変わらない（1,438 億円）とすると、歳入に対する生活保護費の割
合は半分近くになり、現実的な数字ではない。
そこで、本研究においては、4 つのパターンを設定して推計を行った。1 つめは、2015 年
度（平成 27 年度）まで生活保護費が毎年 5％増加し、その後 2030 年度（平成 42 年度）ま
で毎年 2％増加すると仮定して推計を行った結果、267 億円となった。2 つめは、平成 27 年
度まで生活保護費が毎年 5％増加し、その後 2030 年度（平成 42 年度）まで毎年 3％増加す
ると仮定して推計を行った結果、324 億円となった。3 つめは、毎年 5％生活保護費が増加
するとした場合、2030 年度（平成 42 年度）には 432 億円という推計結果になった。4 つ
めとして生活保護費の伸びと高齢化の進展が相関していると仮定し、過去 10 年間の生活保
護費の増減と 65 歳以上人口の増減率を用いて単回帰分析を行った。その結果、2030 年度
（平成 42 年度）の生活保護費の推計は 240 億円となった（図表 2-16,2-17）
。
図表 2-16 生活保護費の推計（平成 42 年度）
過去 5 年間のトレンド（a）

713 億円

毎年 5％生活保護世帯増（b）

432 億円

平成 27 年まで 5％、その後 3％増（c）

324 億円

平成 27 年まで 5％、その後 2％増（d）

267 億円

過去 10 年間の生活保護費と高齢化率による回帰分析（e）

240 億円
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(単位：億円)

図表2-17 生活保護費の推移
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2-3-4.繰出金の推計
繰出しとは、一般会計と特別会計の予算の相互充用の方法である。本研究では、特別会計
の歳入不足分を補うための一般会計から各特別会計への繰出金を推計の対象とした。豊中
市の国民健康保険事業特別会計の主な歳入は、被保険者からの保険料、国庫支出金、国県財
政調整交付金のほか、繰入金が占めており、その中でもその他一般会計繰入金の比重は 10％
ほど（平成 24 年度決算 49.9 億円）である。また、歳出では、保険給付費が大きな割合を占
めるほか、後期高齢者医療制度・介護保険制度への支援金等や共同事業拠出金等が主なもの
になっている。
この「その他一般会計繰入金」は、豊中市の国保財政の健全化・安定化を図るとともに、
被保険者への保険料負担の高騰を抑制する役割を持ち、主な歳出である保険給付費の増減
と密接な関係がある。保険給付費は、被保険者の年齢層が高くなるにつれ、増加する傾向に
あり、給付を賄うための「その他一般会計繰入金」
（一般会計からみると「繰出金」
）も同様
に増加することになる。他の社会保障関連特別会計である介護保険事業特別会計、後期高齢
者医療事業特別会計についても同様に一般会計からの「繰出金」によって事業の安定化が図
られている。これを踏まえ、過去の繰出金の推移をみると増加傾向にあることがわかり、こ
れからの超高齢社会の進行と相まって今後の豊中市の財政に大きな影響を与えることが懸
念される。このことから、
「繰出金」を個別に取り上げ、推計を行う。なお、今後想定され
る社会保障制度と税の一体改革に伴う影響は見込まないことを前提に、過去 5 年間の被保
険者数等の推移と、将来人口推計に基づく高齢者人口や世帯数の推計値をもとに繰出金の
推計を行った。
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① 過去 5 年間の被保険者数等の推移をもとに推計
はじめに、2012 年度（平成 24 年度）における一般会計から 3 特別会計（国民健康保
険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計）への繰出金の実
績数値と過去 5 年間の被保険者数等をもとに推計を行った。国民健康保険については国
民健康保険被保険者世帯数の平均伸び率が 0.175％の増加（全体としては減少傾向）
、介
護保険については介護認定者数の平均伸び率が 4.02%の増加、後期高齢者医療制度につ
いては後期高齢者医療制度対象者数の平均伸び率が 16.48%であり、この数値をトレンド
とし、今後、同様の変化が見込まれるものと仮定し、推計を行った。
その結果、国民健康保険繰出金については、2012 年度（平成 24 年度）49.9 億円→2030
年度（平成 42 年度）62.9 億円（126％増）、介護保険繰出金については、2012 年度（平
成 24 年度）38.0 億円→2030 年度（平成 42 年度）78.2 億円（205％増）、後期高齢者医
療制度繰出金については、2012 年度（平成 24 年度）7.5 億円→2030 年度（平成 42 年
度）12.3 億円（164％増）
、全体としては、58 億円の負担の増加という結果となった（図
表 2－18） 15。
介護保険とその他の繰出金を比較すると、介護保険の伸びが突出している。65 歳以上
の 5.7 人に 1 人、75 歳以上の 3.2 人に 1 人が要介護等の認定を受けており 16、高齢化が
進展することで介護保険を必要とする高齢者が増えることが懸念される。また、年齢を重
ねるほどより重度の認定を受ける傾向にあり、それだけ費用もまた必要になると見込ま
れている。

3 会計については今後制度変更の可能性がある。社会保障制度改革国民会
議報告書（平成 25 年 8 月 6 日）によると、
「国民健康保険に係る財政運営の責任を担う主
体（保険者）を都道府県としつつ、国民健康保険の運営に関する業務について、都道府県
と市町村が適切に役割分担を担い、保険料収納や医療費適正化のインセンティブを損なう
ことのない文献的な仕組みを目指すべき」という国民健康保険制度の広域化が提言として
だされ、また介護保険の自己負担額や 70～74 歳の国民健康保険の自己負担額の引き上げ
（1 割→2 割）が出されていること、後期高齢者制度については、75 歳以上の国民健康保
険への加入、もしくは制度の廃止も考えられ、市町村の繰出金の負担が減ることが考えら
れる。
15ただし、この

16厚生労働省「介護保険事業状況調査」
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（単位：百万円)
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図表2-18 繰出金の推計
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2-3-5.本項のまとめ
本章をまとめると、子どもが減少することで約 50 億円程度現在よりも費用がかからな
い結果となったが、その分老人医療費や高齢者に係る繰出金がそれと同じだけ増えるた
め全体として費用を抑えることが難しいことがわかった。また、本研究では生活保護費の
複数の推計を行ったが、働くことが難しい 75 歳以上の人口が今後急増するなかで、生活
保護の基準に該当する人数も急激に増えることを考えると、高齢者の生活保護者がより
一層増えても不思議ではない。つまり、生活保護の固定化がより一層進み、生活保護費の
予算の拡大=赤字の拡大へと進展することが懸念される。
団塊の世代が後期高齢者に入る 2025 年までに、将来を見据えた新たな方向性を立てて、
今後健全な行財政運営をどう行っていくかを検討し、実行しなければ急速に悪化する状
況に対応できないこともありえよう。
2-4.豊中市の公共施設の状況 17
2-4-1.施設配置の状況
豊中市は 36.6 ㎢の市域の中に約 520 の公共施設が設置されている。過去より文教都市と
して発展してきたこともあって、全体的に見ると、教育関連施設が約 4 割と最も多く、つい
で集会・コミュニティ施設、社会福祉等施設の順となっている。
都市計画マスタープランの地域別構想による 7 地域ごとの公共施設の分布状況を見ると、
東部と北部の施設数が少なく、また、平均すると市外部の建物の平均築年数が高い傾向にあ

17本節は、豊中市（2011）
「豊中市市有施設有効活用計画」に依拠している。
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るが、これは施設の整備時期や圏域人口、空港などと関係があるものと考えられる。
2-4-2.築年数及び耐震化の状況
豊中市の施設は平成 9 年に、震災復興対策として、借上公営住宅や市営住宅など 31 施設
が供給されたこと、なかでも市立豊中病院が建設されたことにより大きく伸びているもの
の、多くは築後 30 年以上経過しており、特に昭和 56 年に施行された現在の耐震基準以前
の建物が施設全体の 60％を占めており、築後 40 年以上経過した施設も全体の 30％以上を
占めている（図表 2-19）
。
そのため、必要な耐震性 Is 値 0.6 18を満たしていない施設が多く、耐震化が急務である。
特に、総延べ床面積の大きな小学校、中学校を含む学校等施設のほとんどが昭和 56 年(1981
年)以前に建築されているため、平成 21 年度末の小中学校の耐震化率は、その他の市有施設
の耐震化率 63.1％に対し、35％に過ぎず、豊中市は、地域の避難施設の中核であり、児童
生徒が長時間生活をする施設でもある小中学校を優先して校舎の耐震改修を行った。
また、豊中市で平成 16 年に積算した LCC(Life Cycle Cost：施設が存続する全期間にわ
たる費用)では、市有施設を 30 年ごとに適切に維持補修をしたと仮定した場合にかかる維
持補修費の合計を 1,500 億円と見積もっている。
今後、施設の建物の性能を総合的に判断し、効果的・効率的に管理運営していくためには、
公共施設の維持管理・修繕・改修などにかかる費用を将来にわたって把握し、建替コストと
比較できる仕組みを構築する必要がある。

0.6 以上としており、それ以下の建物につ
いては耐震補強の必要性があると判断される。「Is 値≧0.6」の建物は「必要な耐震強度に
対し 100％の強度を持っている」ことを意味していて、
「耐震強度が 60％」ということで
はない。Is＜0.3 は地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いこと
を意味し、0.3≦Is＜0.6 は地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があ
ることを意味する。

18耐震改修促進法等では耐震指標の判定基準を

27

図表 2-19 築年別公共施設の整備状況

2-4-3.公共施設の管理・運営の状況
豊中市の施設は、平成 10 年度に策定された「豊中市行財政改革大綱」のなかの「外部活
力の導入」の方針を受け、まず施設の管理運営経費の節減を図るために、保育所の一部民営
化やごみ収集業務の一部委託等の業務委託の推進が図られた。
さらに、平成 15 年度に指定管理者制度が施行され、市民サービスを提供している施設の
多くが指定管理者制度を導入することになった。しかしながら、保育所、幼稚園、ごみ収集
などの分野において直営で行っているものも多く、全体の 55％が直営での管理運営が行わ
れている。
現在、豊中市の公共施設は、施設で約 520 施設、延べ床面積で 104 万㎡である。
これら施設を、分野別(大分類)に見ると、施設数については、教育文化関連施設、集会・
コミュニティ施設、社会福祉等関連施設、市営住宅施設の順となっており、上位 3 施設で施
設全体の 79％を占めている。
延床面積については、教育文化関連施設、市営住宅施設、社会福祉等関連施設、行政施設
の順となっており、上位 3 施設で延床面積全体の 88％を占めている。
教育文化関連施設、社会福祉等関連施設、市営住宅施設は、施設数、延床面積ともに上位
に位置している。
一方、集会・コミュニティ施設については、施設の数は多いが、延床面積は相対的に小さ
い。
2-4-4.公共施設と財政上の課題
自治体の将来にわたる税収に密接に関連するものは、当該自治体の将来にわたる生産年
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齢人口の見通しである。このため、人口推計において、高齢人口、若年人口だけでなく、生
産年齢人口の推移に留意する必要がある。前述の通り、豊中市税においては、個人市民税収
入が約半分を占めており、豊中市の税収入は納税者の増減に大きく左右されることから、今
後、地方税収入が落ち込むことが見込まれる。その一方で公共施設の老朽化の問題も解決し
なければならない。
各自治体は、公共施設等の更新・改修の方針に基づき、その経費の「ヤマ」を迎える時期
及び規模について正確に把握する必要がある。自治体ごとの事情により、公共施設等の集中
的な新設時期は異なる。高度経済成長期、平成初期の景気対策の時期、平成 20 年前後の市
町村合併の時期などがそれにあたる。それぞれの時期に集中的に新設した公共施設等の更
新時期が到来すれば、その財政負担が大きな課題となる。施設更新時期に急増するこのよう
な財政需要に対し、支障なく対応できる措置を講じなければならない。
豊中市の公共施設の更新・改修の「ヤマ」は、2021 年から 2025 年の間で、高度経済成
長期に建てられた学校等の教育施設（築後 60 年で更新）である 19。
第 3 章.公共施設等の更新
第 1 章で指摘したように、公共施設と同様土木インフラについても更新の時期を迎えて
いる。そして使えなくなった橋りょうや水道管が破裂するなども起こっており、その更新は
急務となっているがその費用を算出することが本章の目的である。
3-1.公共施設の大規模改修と更新費用の推計
3-1-1.公共施設の大規模改修及び更新の推計方法
建築物の耐用年数は 60 年と仮定するが（財団法人自治総合センターの算出方法に基づ
く）
、建築物付属設備（電気設備、昇降機設備等）及び配管の耐用年数が概ね 15 年であるこ
とから 2 回目の大改修である 30 年目で建築物の大規模改修を行い、その後 30 年で建て替
えると仮定する。なお、試算の時点で、建築時からの経過年数が 31 年以上 50 年までのも
のについては、今後 10 年間で均等に大規模改修を行うと仮定し、建設時より 51 年以上経
ているものについては、建替え時期の時期が近いので、大規模改修は行わずに 60 年を経た
年度に建替えると仮定する。
耐用年数が既に経過している公共施設等については、試算した年度から 5 年間で均等に
19基本的には、①自治体の歳出抑制により確保する財源の基金への積立、②施設の長寿命化

による「ヤマ」の繰り延べ、③長寿命化措置を講じた上での更新時期の調整による平準化、
④総量縮減、⑤その他のコスト削減(経費削減)等の措置により対応することとなる。いずれ
の方式をとる場合においても、計画的な財政運営が必要になる。
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更新すると仮定する。これは、耐用年数を経過している公共施設等は老朽化しているものと
考えられ、更新の必要性は高いものの、本研究の翌年度に一度に更新することは想定されに
くく、ある程度計画的に更新していくのが現実的という判断に基づく。
公共施設等の建築物の種類ごとの更新と大規模改修の単価については、公共施設の種類
により建築構造等が異なることから、出来る限り現実に即したものとするために、既に更新
費用の試算に取り組んでいる自治体の調査実績、設定単価等を基に用途別に 4 段階に単価
を設定する。この単価は、落札価格ではなく、予定価格又は設計単価を想定して設定してい
る。
なお、大規模改修の単価は、通常建替えの 5~6 割であるが、本試算では 6 割と想定し、
この想定の単価を設定する（図表 3-1）
。

図表 3-1 公共施設の建替え、大規模改修時の単価設定 20
【建替え】
市民文化系施設

市民会館、コミュニティセンター、公民館

40 万円/㎡(解体費含む)

社会教育系施設

図書館、博物館、美術館

40 万円/㎡(解体・グラウンド整備費含む)

スポーツ・レクリエーション系施設

体育館、武道館、プール

36 万円/㎡(解体費含む)

産業系施設

労働会館、産業振興センター

40 万円/㎡(解体費含む)

学校教育系施設

小学校、中学校

33 万円/㎡(解体・グラウンド整備費含む)

子育て支援施設

幼稚園、保育所、児童館

33 万円/㎡(解体費含む)

保健福祉施設

老人福祉センター、保健所

36 万円/㎡(解体費含む)

医療施設

市民病院

40 万円/㎡(解体費含む)

行政系施設

市庁舎、支所、消防署

40 万円/㎡(解体費含む)

公園住宅

28 万円/㎡(解体費含む)

公園

33 万円/㎡(解体費含む)

供給処理施設

ゴミ処理場、浄化センター

36 万円/㎡(解体費含む)

その他

駐車場、卸売市場

36 万円/㎡(解体費含む)

20財団法人自治総合センターが考案した「公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡便な

推計に関する調査票」という更新費用試算ソフトの単価を参考にした。
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【大規模改修】
市民文化系施設

市民会館、コミュニティセンター、公民館

25 万円/㎡(バリアフリー対応等改修含む)

社会教育系施設

図書館、博物館、美術館

25 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

スポーツ・レクリエーション系施設

体育館、武道館、プール

20 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

産業系施設

労働会館、産業振興センター

25 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

学校教育系施設

小学校、中学校

17 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

子育て支援施設

幼稚園、保育所、児童館

17 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

保健福祉施設

老人福祉センター、保健所

20 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

医療施設

市民病院

25 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

行政系施設

市庁舎、支所、消防署

25 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

公園住宅

17 万円/㎡(バリアフリー対応等改修含む)

公園

17 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

供給処理施設

ゴミ処理場、浄化センター

20 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

その他

駐車場、卸売市場

20 万円/㎡ (バリアフリー対応等改修含む)

3-1-2.公共施設の大規模改修及び更新の推計結果
昨年度の調査結果では、1 年間で公共施設の更新等に必要な金額は 1 年間で 112.35 億円
であった。全公共施設を更新・大規模改修すると仮定した場合、どの程度の費用が掛かるの
かを示したのが図表 3-2 と 3-3 である。2015 年から 2055 年までの 40 年間に必要な費用は
総額 4,384 億円、これを 1 年あたりに換算すると毎年 109.6 億円の予算が必要になる。近
年、豊中市の投資的経費は増えているが、平成 27 年度の豊中市の投資的経費は 180 億円ほ
どであった。このうち道路橋りょうなどの土木インフラの更新費（約 23 億円）
、文化芸術
センター整備費本年度支出（約 35 億円）
、老人福祉施設整備補助金（約 4.8 億円）
、障害者
福祉施設等整備補助金（約 3.7 億円）
、私立認定こども園等整備事業費（約 8.8 億円）
（仮称）
市営第二葉第 3 住宅（約 2.4 億円）
、
（仮称）新・第 2 学校給食センター建設事業（8.6 億円）
を足し合わせた金額から平成 27 年度の投資的経費を差し引くと 100 億円を下回る。つま
り、公共施設の更新についてはこれまで以上の負担が続くことになるといえる。
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図表 3-2 公共施設の大規模改修及び更新費用の推計
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庁舎等

消防施設

その他行政系施設

公営住宅

供給処理施設

その他

経年30年以上の施設の大規模改修

図表 3-3 分野別公共施設の大規模改修及び更新費用の推計
（

）内は総額からみた割合を示している
学校

1,762 億円（40.1%）

スポーツ施設

596 億円（13.6%）

市営住宅

547 億円（12.4%）

高齢者福祉施設

242 億円（5.5％）

集会施設

235 億円（5.4％）

庁舎

190 億円（4.3％）

博物館

139 億円（3.2％）

幼保こども施設

119 億円（2.7％）

その他

96 億円（2.2％）

消防施設

88 億円（2.0％）
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0

図書館

80 億円（1.8％）

障害者福祉施設

60 億円（1.4％）

文化施設

58 億円（1.3％）

幼児・児童施設

48 億円（1.1％）

その他学校教育施設

47 億円（1.1％）

保健施設

41 億円（0.9％）

産業系施設

32 億円（0.7％）

その他行政施設

7 億円（0.2％）

その他社会福祉施設

4 億円（0.1％）

合計

4,391 億円（100％）

3-2.土木インフラの更新費用の推計
3-2-1.土木インフラの更新の推計方法
道路の耐用年数については、平成 17 年度国土交通白書によると、道路改良部分は 60 年、
舗装部分は 10 年となっているが、更新費用の試算において、舗装の打換えについて算定す
ることがより現実的と考えられることから、舗装の耐用年数の 10 年と舗装の一般的な供用
寿命の 12～20 年のそれぞれの年数を踏まえ 15 年とし、全整備面積をこの 15 年で割った
面積の舗装部分を毎年度更新していくと仮定する。
道路については、路線ごとに一度に整備するものではなく、区間ごとに整備していくた
め、年度別に把握することは困難である。そのため、豊中市勢要覧に記載してある市道面積
3,779,196 ㎡を、舗装部分の更新（打替え）の耐用年数として仮定した 15 年で割ったもの
を、1 年間の舗装部分の更新量と仮定する。更新の単価は 4,700 円/㎡とする 21。
橋りょうについても道路と同様の手法で試算していく。ただし、橋りょうの法定耐用年数
は 60 年であることから、60 年で割った面積の部分を毎年度更新していくと仮定する。
橋りょうの更新単価については、448,000 円/㎡と仮定した。橋りょうについては、
「豊中市
道路橋の長寿命化修繕計画」にある 50 の橋りょう（総面積 11,466 ㎡）をもとに、60 年で
割った面積の部分を毎年度更新していくと仮定する。
公園については、整備した年度から法定耐用年数の 40 年を経た年度に更新すると仮定す
21道路の更新単価については、
「道路統計年報

2009」（全国道路利用者会議）で示されて

いる平成 19 年度の舗装補修事業費（決算額）を舗装補修事業量で割って算定されたものか
ら設定した。
33

る。豊中市は現在 115 の公園、面積約 93.35ha を都市計画決定しているので、この公園を
全て更新すると仮定する。公園の更新費用については、一般財団法人地域総合整備財団〈ふ
るさと財団〉における「公共施設更新費用資産ソフト」の条件に準じて 33,000 円/㎡に設定
した。
3-2-2.土木インフラの更新の推計結果
①道路
3,779,196 ㎡×4,700 円/㎡÷15＝11.8 億円
②橋りょう
11,466 ㎡×448,000 円/㎡÷60＝0.85 億円
③公園
93.35ha×33,000 円/㎡÷40＝7.7 億円
①～③を合算すると 1 年間で 20.35 億円かかる計算となる。
3-1 で算出した公共施設と土木インフラの更新費用を足し合わせると約 130 億円（40 年
間で約 5,200 億円）かかる計算となる。この金額には新規の公共施設の建設を含まないの
で、新規の建設も含めた投資的経費の金額はもっと大きくなることが予想できる。
3-3.公共施設と土木インフラを全て更新した場合の財政への影響
続いて将来の更新・大規模改修に要するコストは、豊中市の財政規模からみて、どの程度
の負担になるかを検討する。更新・改修に要するコストは、主に投資的経費や維持補修費で
負担する。その財源の一部として、国や府から一定の補助金を受けるほか、市債を発行する。
一般的に公共施設は長期にわたって利用することから、単年度で負担するよりも、市債を発
行することによって世代間公平を保つ必要があるからである。
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図表 3-4 公共施設と土木インフラの更新費用の推計
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経年30年以上の施設の大規模改修

土木インフラ

図表 3-5 公共施設と土木インフラの更新費用の推計（5 か年）
2016 年～2020 年

881 億円

2021 年～2025 年

1,007 億円

2026 年～2030 年

704 億円

2031 年～2035 年

824 億円

2036 年～2040 年

601 億円

2041 年～2045 年

490 億円

2046 年～2050 年

318 億円

2051 年～2055 年

380 億円

3-3-1.補助率と起債条件の設定
①補助率
公共施設によって補助の内容は異なるが、本研究では、あくまで概算費用の試算を目的と
しているため、更新に要する費用に対する補助率は、草津市の報告書をもとに設定した（図
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表 3-6） 22。
図表 3-6 施設ごとの補助率の設定
施設

補助の内容

補助金総額（40 年間）

市営住宅

改修・更新ともに 50％

274 億円

幼・小・中学校

改修・更新ともに補助率 1/3

587 億円

その他

改修・更新ともに国庫補助負担なし

0円

道路・橋りょう・公園の大規模改修や更新については、国庫補助負担金や府支出金はない
ものと仮定する（平成 24～26 年度実績）。

②市債
更新に要する費用に対し、次の条件により、市債を充当すると想定する
【金利・借入期間等】
市債調達に関しての金利条件は、最近の実績を踏まえて、以下の借り入れ条件とする。
年利：1.0％

借入期間：20 年

据置期間：なし 償還：元利均等

また、道路・橋りょう・公園の更新については、地方債の発行はないものと仮定する。
なお、市債については、75％、50％、25％の 3 つのケース設定で行う。
3-3-2.公共施設と土木インフラを全て更新した場合の豊中市の 1 年間の負担額と起債額
現在、保有している公共施設を全て更新・改修した場合の費用（平成 26 年度～66 年度）
の合計は、4,391 億円（年平均約 110 億円）となった。実際の改修・更新に当たっては、国
や大阪府から一部補助金を受けることになる。学校は 1/3 補助、市営住宅は半分補助と仮
定

23 した場合、豊中市の一般財源と地方債からの支出は

4,532 億円（年約 113 億円）であ

る。現行制度上、施設の改修に対する起債は認められていないため、施設の更新にのみ起債
した場合、どれくらいの起債額になるのかを計算した（図表 3-7）。起債充当率 75％で計算
した結果、40 年間で地方債からの支出 1,150 億円（年平均約 29 億円）
、一般財源からの支
出が 3,389 億円（年平均 85 億円）
、起債充当率 25％で計算した結果、地方債発行額 383 億
円（年平均 10 億円）
、一般財源からの支出 4,156 億円（年平均 104 億円）という結果とな

22草津市「公共施設白書」
23前掲草津市報告書
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った。
ただし、起債充当比率が高いということは、将来の負担が重くなり、比率が小さいという
ことは将来の負担が軽くなることを意味する。近年の扶助費の伸び方を考えると、公債費の
伸びを抑制しなければ経常収支比率が高まると考えられる。その一方で当該年度の投資的
経費の支出もまた低く抑えなければならないため、両方のバランスをうまくとる必要があ
る。
図表 3-7 施設の更新・改修にかかる地方債発行額と一般財源の支出地方債発行額の試算
（ ）内は、1 年あたりの金額、1 千万円以下は四捨五入
起債充当率 75％の場合
事業費総額

国庫と府支

地方債

一般財源
390 億円

出金
公共施設の更新費用

公共施設の大規模改修費用

2,206 億円

666 億円

1,150 億円

（55 億円）

（17 億円）

（29 億円） （10 億円）

2,185 億円

0円

0円

（55 億円）
土木インフラの更新

814 億円

（55 億円）
0円

0円

（20 億円）
総額

5,205 億円

2,185 億円
814 億円
（20 億円）

666 億円

（130 億円） （17 億円）

1,150 億円

3,389 億円

（29 億円） （85 億円）

参考
H27 年度投資的経費総額

45 億円

180 億円

（大規模改修と土木インフラ （123 億円） （33 億円）
の更新費用）
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50 億円

52 億円

（35 億円） （46 億円）

起債充当率 50％の場合

公共施設の更新費用

公共施設の大規模改修費用

事業費総額

国庫支出金

地方債

一般財源

2,206 億円

666 億円

767 億円

773 億円

（55 億円）

（17 億円）

（19 億円） （19 億円）

2,185 億円

0円

0円

（55 億円）
土木インフラの更新

814 億円

（55 億円）
0円

0円

（20 億円）
総額

5,205 億円

2,185 億円
814 億円
（20 億円）

666 億円

767 億円

3,772 億円

（130 億円） （17 億円）

（19 億円） （94 億円）

180 億円

50 億円

参考
H27 年度投資的経費総額

45 億円

（大規模改修と土木インフラ （123 億円） （33 億円）

52 億円

（35 億円） （46 億円）

の更新費用）
起債充当率 25％の場合

公共施設の更新費用

公共施設の大規模改修費用

事業費総額

国庫支出金

地方債

一般財源

2,206 億円

666 億円

383 億円

1,157 億円

（55 億円）

（17 億円）

（10 億円） （29 億円）

2,185 億円

0円

0円

（55 億円）
土木インフラの更新

814 億円

（55 億円）
0円

0円

（20 億円）
総額

5,205 億円

2,185 億円
814 億円
（20 億円）

666 億円

383 億円

4,156 億円

（130 億円） （17 億円）

（10 億円） （104 億円）

180 億円

50 億円

参考
H27 年度投資的経費総額

45 億円

（大規模改修と土木インフラ （123 億円） （33 億円）
の更新費用）
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52 億円

（35 億円） （46 億円）

3-4.本章のまとめ
以上の試算により、今後豊中市が現在保有する公共施設をすべて更新・改修するとした場
合、現在公共施設の更新・改修に使っている予算に近い支出が見込まれる。公共施設の老朽
化に伴う財政的負担は非常に深刻な問題であり、早急に何らかの解決策を考える必要があ
る。つまり、公共施設再配置計画を策定し、どのように公共施設を整備して市民に公共サー
ビスを提供していくかを検討していかなければならない。
その際、考えられる手法の一つが、公共施設の更新時期を平準化、つまり、施設の更新期
をずらして更新の集中を避けることである。施設の更新時期を延ばすためには、適切な施設
保全による長寿命化で対応し、更新期を早める場合には、更新期を迎えた他の公共施設の建
替えに合わせて複合化することが必要になる。
これまで多くの公共施設は、一つの施設に一つの機能を持たせて別々に整備されてきた
が、複合化することによって、玄関やトイレなどの共有スペースを削減することができ、施
設間の連携が図られることで新たな市民サービスの提供も期待できる。
複合化以外にも、公共施設サービスの適正化も検討していかなければならない。次章でラ
ンニングコストの試算をするが、施設の量を見直すことで、こうした費用の削減も可能であ
る。将来の人口構成や社会情勢、施設の利用状況などを総合的に考え、将来にわたって必要
な施設なのか、効果的・効率的にサービスを提供するにはどうしたらいいのかなど、個々の
施設のより詳細な調査・分析に基づいて検証を行う必要がある。

参考
今回の試算は、豊中市の一般会計が対象とする公共施設等の更新費用であり、上下水道や
病院への事業会計への繰出金については、その対象としなかった。本節では、上下水道と病
院の更新に関する費用の簡単な推計を行う。
原則として、公営事業会計上の公共施設等の更新については、その会計が負担を負うこと
になる。しかし、実際は自治体が企業会計への繰出金を出していることもある。例えば、上
下水道の汚水処理については、使用者がその利用料を支払っているが、雨水処理負担につい
ては、豊中市が負担金を支払っている（平成 25 年度決算約 27 億円で、毎年同程度の支出
を行っている）
。
また、豊中病院会計への繰出金を見ると、平成 27 年度予算額は約 7 億 7,000 万円の企業
債元金償還を見込んでいる。
上下水道と豊中病院への 2 つの企業会計への支出が今後も続くと仮定すると、年間約 35
億円の支出が見込まれる。これらと豊中市の公共施設と土木インフラの更新費用を足し合
わせると、1 年間で約 145 億円の支出が見込まれる。
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第 4 章.公共施設のランニングコストの推計
第 1 章でも述べたが、施設の更新費用だけでなく、ランニングコストについても詳細に
分析を加える必要がある。LCC とは建物の一生に必要な費用のことで、内訳は、建物の設
計・建設費などの初期投資（イニシャルコスト）
、施設での事業を運営していくために必要
なコスト（施設運営コスト）
、施設の維持管理に必要な改修から解体まで建物にかかるコス
ト（施設維持コスト）である。イニシャルコストの数字が大きいため、その数字ばかりに目
が行きやすいが、LCC のなかでイニシャルコストは 2～3 割程度といわれており、LCC の
ほとんどは施設の運営と維持のコスト、いわゆるランニングコストであり、つまり建物は建
設したときよりも建設した後の方がコストが大きいことになる。
公共施設の再配置の財務目標を設定するためには、公共施設のイニシャルコストと維持
管理費だけでなく、人件費や光熱費を含んだ運営費についてもどれほどかかるのかを合わ
せて試算していく。
4-1.ランニングコストの推計方法
ランニングコストの推計だが、豊中市役所資産活用部からいただいた資料を使用した（平
成 27 年度実績）
。その収入については、使用料、手数料、その他の収入である。支出につい
ては、電気代、水道代、ガス代、修繕費、施設総合管理委託費、機械保守委託料、保険料、
公共ゴミ委託料、調査測量鑑定委託料、委託料、使用料、事業運営費を合算したものである。
これらの支出を足し合わせた結果、平成 27 年度の人件費を除くランニングコストは 74.7
億であった。
4-2.人件費の推計
人件費の推計については、豊中市事務事業評価の細事業別情報に「施設管理」
「運営管理」
と書かれたものの人件費および賃金を足し合わせた。その結果は 53.5 億円（施設管理 45.5
億円、運営管理 8 億円）であった。
4-1 の人件費を除いたランニングコストは 74.7 億円であったので、これと人件費を足し
合わせると 128.2 億円になり、公共施設の大規模改修及び更新費用を超えた。
将来の負担を軽減するために、なるべく費用を圧縮する必要もあるため、公共施設の複合
化・集約化・多機能化を行うなどの施設の戦略的配置を検討していく必要があるといえる。
4-3.施設の新しい取り組み
4-3-1. （仮称）南部コラボセンター
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これまで豊中市が行った複合化・多機能化の例としては、
「新しい公共空間」の創造とし
て、千里中央地区再整備事業のなかで建て替えられた千里文化センターコラボに、新千里主
張所、千里公民館、千里図書館、千里老人福祉センター、千里保健センターを併設したこと
があげられる。千里コラボでは、公募市民で構成する市民実行委員会と市との間でパートナ
ーシップ協定を結び、施設を活用した事業展開や管理業務の一部を、市民と行政との協働で
実施している。具体的には情報の受発信や案内、相談、交流の拠点となる「コラボひろば（多
目的スペース）
」と「屋上庭園」を活用して事業を実施している。
（仮称）南部コラボセンター構想は、千里文化センターコラボと同じように、公共施設を
複合化させて、地域の中核にしようとする構想である。
豊中市の南部地域は、商工業を中心に発展した歴史あるまちである。また、由緒正しい神
社や大阪音楽大学が立地するなど、経済的・社会的・文化的な資源が豊富で、祭りなどを通
じた近所づきあいは下町らしい人情味のある豊かな風土を作り出している。その一方で、少
子高齢化が進み、まちの活気に陰りが見え始めている。また、長期の景気低迷などによる社
会経済環境の変化は、地域経済や住民生活、さらには次世代を担う子どもたちの健やかな育
ちにも影響を及ぼすことが懸念されている。このような背景から、発端は老朽化した公共施
設の再整備が目的であったが、地域の活性化と課題を解決するために求められる施設とそ
の機能を抽出したのが（仮称）南部コラボセンター構想である。
（仮称）南部コラボセンター構想は、①地域へのほこりと南部ブランドを市民が主体とな
って創造する、②生活面の課題を改善し、
「いきいきと」
「充実した」暮らしと福祉を実現す
る、③地域を担う次世代を地域全体で育む、④老朽化し、散在する公共施設やサービスを取
りまとめ、市民サービスの拠点を形成する、⑤地域の教育環境の再編と連動・連携して地域
ぐるみの教育に取り組む～（仮称）南部コラボセンターの機能を担うサテライト組織の設置
～、の 5 つの基本方針の下、南部地域活性化の拠点として機能する施設をめざしている。本
構想の特徴は、地域全体の公共施設の再編と教育環境の再編と並行して行い、地域のきめ細
やかなネットワークと地域外や多様な事業者ともつながる大きなネットワーク、すなわち
「
（仮称）南部コラボセンターネットワーク」を形成し、拠点施設として（仮称）南部コラ
ボセンターを位置づけている。
（仮称）南部コラボセンター構想がめざしているのは、広域
かつ多様な歴史・文化を有する地域が、多様なしくみや事業によってつながり、南部地域が
元気になるとともに、地域を担う子どもたちが夢や希望を持てるようになることであり、世
代ライフステージごとの課題への支援拠点などの生活・学習等支援拠点機能、様々な住民が
出合いつながる交流拠点機能、地域ブランド創造拠点機能、市民活動コーディネート機能、
市民サービス拠点機能を担うことが期待されている。
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図表 4-1「
（仮称）南部コラボセンターネットワーク」イメージ図

出典：
「南部コラボセンター基本構想」p16.
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図表 4-2（仮称）南部コラボセンターの施設構成と施策

出典：
「南部コラボセンター基本構想」p20.
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図表 4-3 施設の管理運営コスト
施設分類

コスト（千円）

学校

1,668,440

幼保こども園

1,344,788

市営住宅

783,086

スポーツ施設

689,779

公園

418,163

博物館

395,393

庁舎等

377,198

その他教育施設

342,993

障害福祉施設

253,371

集会施設

252,767

高齢者関係施設

200,379

図書館

178,331

文化施設

155,093

その他社会福祉施設

101,930

消防

98,096

その他

60,510

保健福祉施設

59,439

児童福祉施設

53,346

産業系施設

34,742

その他行政系施設

3,950

合計

74.7 億円
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図表 4-4 市有施設の人件費
施設分類

人件費（千円）

幼保・こども園

3,396,700

スポーツ施設

689,779

学校

350,588

障害福祉施設

317,648

庁舎等

109,125

公園

78,224

高齢者関係施設

61,390

集会施設

57,289

その他教育施設

55,048

図書館

54,850

博物館

50,168

市営住宅

35,820

その他

19,902

保健施設

17,980

産業系施設

14,459

児童福祉施設

13,735

その他社会福祉施設

13,285

文化施設

7,496

消防

6,323

その他行政系施設

1,161

合計

53.5 億円

4-3-2.介護予防センター
国は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年をめどに、重度な要介護状態となっても住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療
介護、予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築をめざしている。
豊中市では「市有財産を活用した事業者による介護予防の推進に関する条例」に基づき、
公共施設（旧原田・服部・高川・庄本デイサービスセンター）を活用して、民間事業者の専
門的な技術及び手法等を導入し、高齢者の介護予防事業を展開することで、地域包括ケアシ
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ステム構築を推進している。つまり、民間事業者に公共施設を貸し付ける手法を用いて民間
の創意工夫による多様な介護予防が行われることを期待するものである。
現在 4 か所ある介護予防センターのうち旧原田と服部の介護予防センターでは、介護予
防事業として「とよなか健康大学」という取り組みを行っている。
「とよなか健康大学」は
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団が運営する介護事業の取り組みで、定額かつ分かりや
すい料金システムで、専門職が作成した運動プログラムと、地域に向けての生きがいづく
り・役割づくりに重点を置いたプログラムを兼ね合わせた新しい介護予防プログラムとな
っている。介護予防として簡単な運動プログラムを行うことで筋力の維持と向上を図り、作
業療法士などの資格を持つ機能訓練指導員が付き添いながら専門的な機能訓練を提供して
いる。また地域に向けての取り組みも行っており、高齢者が講師となって小学生に昔ながら
の節句等の伝承を行う「ふるさと体験クラブ」の実施、地域の高齢者が管理業務を行う中高
生の「放課後自習室」
、近隣の大学・企業との協働や地域住民の福祉活動等との連動も予定
している。
また、高川と庄本の介護予防センターにおいても、運動と認知機能の維持改善に関する教
室の開催などに取り組んでいる。
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第 5 章.今後に向けて
これまで見てきたように、今後高齢化によって老人医療福祉関連経費が増大し、その一方
で子育て関連経費や公共施設の更新等に莫大な金額が必要になる。具体的には、40 年間で
公共施設の大規模改修と更新に 4,391 億円、土木インフラに 814 億円、ランニングコスト
5,128 億円、雨水処理と豊中病院への繰出金 1,388 億円、合計で 1 兆 1,721 億円（1 年間で
293 億円）かかる計算となる。
この課題を乗り越えるためには、より一層の自治体の行財政改革努力が求められるが、自
治体を支援する立場の国も莫大な借金を抱えていることから、今後も地方交付税、国庫補助
金、地方債といった国からの財政支援も厳しくなるものと思われる。
豊中市においては、特定目的基金からの繰入運用を解消し、将来に備えた財政調整基金を
積立し、次世代に向けたストックの積み上げが必要な時期を迎えているが、公共施設の更新
や老人医療福祉関連経費の増大化に対応するために何をしていかなければならないのかを
示していく。
5-1.財政指標からみた必要な措置
5-1-1.税収の増加
国の財政支援が弱まるのであれば、自治体の基礎体力を上げていかなければならない。財
政における基礎体力として考えられるのが地方税収入である。地方税収入を伸ばすには企
業誘致と人口増が必要になる。三鷹市が行った調査によると、住宅開発と企業誘致の税収効
果を比較した場合、税収効果が高かったのは企業誘致であった 24。
企業誘致には、法人市民税等の税収効果だけでなく、雇用機会の創出や地域経済の活性化
によるまちのにぎわいづくりという波及効果も期待できる。豊中市の場合、個人市民税に約
40～50％を依存しているのに対し、法人市民税は 5％程度であるため、今後の高齢化の進行
を考えると、法人市民税の割合を少しでも増やすことは、税収減のリスクへの備えとして不
可欠である。
ただし、企業誘致は景気の影響を受けやすいという不確定要素もある。一方、住宅誘致に
よる税収増は、毎年度の税収は安定するが、保育所や学校の整備等、新たな行政サービスの
ための歳出が拡大する要因ともなりうる。つまり、それぞれの誘致策のメリット・デメリッ
トやリスクをトータルで考えて、バランスの取れた取り組みが必要である。結局、住と職業
のバランスの取れた、人や企業から選ばれる、魅力あるまちづくりを進めることが必要であ

24

一條義治（2013 年）
『これからの総合計画』イマジン出版、pp27-31.
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るといえる。
5-1-2 基金の積立
豊中市の平成 26 年度決算の基金の積立状況は、財政調整基金 30 億円、減債基金 35 億円、
特定目的基金 92 億円の約 157 億円である。毎年、100 億円を超える公共施設等の整備を行う
必要があるが、どの程度基金を積み立てていけばいいのか。家計における貯金にあたる基金が
多ければ後年度の負担も楽になる。また、臨時財政対策債の交付税措置が終了した場合、どの
程度毎年度積み立てる必要があるのかシミュレーションをしてみた。
公共施設等の更新に関する費用のうち、75％を起債で調達し、起債金額のうち 5％を毎年
基金として積み立てると仮定し、また、特定目的基金残高のうち、公共施設の更新のために
毎年度 5％取り崩すと仮定し、将来負担比率（平成 26 年度決算で 14.1%）を算出した

25。

また、特定目的基金を積み立てないで取り崩すのみの場合も仮定して算出した。

図表5-1 将来負担比率の推移
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将来負担比率は、自治体が抱えている債務を財政規模で示したもので数字が大きけれ
ば、財政上の問題を抱えていることになる。図表 5-1 を見ると、基金の積立を行った場
合、危険水域の 300％にはいかないが、平成 26 年度（2014 年度）と比べると、平成 47
年（2035 年）には 100 ポイント以上上昇する結果となっている。基金がない場合、将来
負担比率が引きあがるため、平成 57 年（2045 年）には 200％を超える将来負担比率と
25

算出に当たっては、地方債残高以外の将来負担額、充当可能財源、標準財政規模、算入
公債費等の額については、2014 年度（平成 26 年度）と同程度で推移するという前提で算
出した。
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なった。これは数字は公共施設の更新のみにかかる将来負担比率の数字であるため、新
規の公共施設を建設した場合、さらに将来負担比率が上昇することになる。将来の不安
を和らげるためにも一定以上の基金を準備する必要があるといえよう。
臨時財政対策債の積立金については、以下の前提を置いてシミュレーションを行った。
既発の臨時財政対策債については、30 年償還と仮定し、毎年度発行額の 3.3%を積み立て
ると仮定した。また、平成 28 年（2016 年）度以降に新規発行する臨時財政対策債について
は、平成 25 年度と同程度の新発債を発行し、交付税算定における基準財政需要額算入の実
態を踏まえ、発行額の半分を 20 年償還すると仮定（大阪府と同様のルールを設定）
。表面
利率は 0.1%を用いた。
臨時財政対策債は、国税 5 税の一定割合とされる地方交付税の原資が、地方交付税の必
要額に達しないため発行されている。この臨時財政対策債が地方債現在高の 28％を占め、
その収束の兆しが見えない中、万一臨時財政対策債の元利償還金の手当がなされないとい
う場合に備えておくことも必要である。
本シミュレーションの結果、最大時約 90 億円を用意しなければならない結果となった。
この積立以外にも、前述の公共施設関連の積立も行わなければならないが、リスク管理の
一環としてある程度の基金の積立をしていかなければならないといえよう。
図表 5-2 単年度の臨時財政対策債積立金額
図表5－2 臨時財政対策債積立金
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5-2 公共施設のマネジメントの推進
公共施設の更新費用を抑えようとするならば、供用年数の公共施設を更新するのではな
く、なくしてしまうのが最も早い手法である。しかし、その結果、まちの魅力が低減し、市
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民や企業に選ばれないまちになってしまう恐れもある。
しかし、今後の大幅な経済成長が見込めない中で、限られた予算内で施設の運用を進めて
いく必要がある。豊中市が、人口減少・高齢化に向かっているが、その公共施設の多くが高
度経済成長期に建てられたものであり、現状に合った、機能、種類、数の見直しを進めてい
く必要がある。
本稿第 4 章で試算したが、公共施設にかかるランニングコストは莫大である。財政に余
裕がない中で、いかに現状の施設を有効活用するかが重要であり、ランニングコストの管理
を進めていく必要がある。そのためには、まず施設の一元管理が必要であり、施設の現状把
握、維持管理にかかるコスト、施設改修の優先順位付け、計画的な保守管理を行い、施設の
長寿命化を行う。一元管理をするためにはこのようなデータを一目で見てわかるアセット
マネジメント支援のソフトウェアも必要になる。
また、今後の施設の運営に関しては、最少の費用で最大の効果を上げるためには、どのよ
うな手段、内容で公共サービスを提供したほうが住民にとって最適なのかを、管理運営主体
が行政と民間とで、どちらが最適なのかを含めて検討する必要がある。その際には、積極的
に民間事業者の持つノウハウを活用し、効率的・効果的な業務を行い、直営と決定した場合
は、経費削減のための業務委託や利用者負担の見直しを行う必要がある。
施設の統廃合を行った場合、住民の生活に直結することも当然あり得る。また、近年の日
本各地の地震によって、市民の防災意識も高まっている。このようなことから、公共施設の
整備や活用方法を市民との共同で進めていくこともまた求められる。施設の再編や機能を
見直す際には、市民ニーズを取り入れる必要もあり、財政状況も含めた施設の利用状況を市
民に知らせる必要がある。アセットマネジメントの導入は、既存施設のあり方の見直しを含
むため、住民の理解は必須であり、情報提供は説明責任を果たす上でも重要である。
「公＝官」の時代ではないといわれて久しいが、アセットマネジメントを切り口に自治の
あり方も見直す機会になるかもしれない。
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