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１．調査概要 

（１）調査の目的 

 本調査は、ふじみ野市（以下、「本市」という）が目指す、コンパクトシティの実現に向

けて、市街化調整区域における新しいモデル事業を視野に、旧福岡高校跡地の利活用にお

いて、効率的・効果的な利活用の手法、VFM、効率性・有効性の高い PPP スキームを調査

し、事業計画、官民連携手法、規制緩和、環境整備等の検討を行うものある。 

 

成果としては、地方都市における郊外・市街化調整区域の公的不動産の利活用の推進に

向けて、今後増加が見込まれる高等学校の跡地活用の先導的モデルケースの実現方法の確

立を目指している。 

（２）前提条件の整理 

■立地条件 

 

項目 情報・内容 

敷地面積 40,114㎡ 

建物面積 14,166㎡ 

開校年度 昭和48年度 

用 途 等 市街化調整区域内・県所有地 

耐震状況 校舎（管理棟、HR棟）・体育館は耐震済、千葦会館・格技場は未耐震、堅誓館は新耐震 

交通アクセ

ス 

上福岡駅から西武バスで「福岡高校前」下車バス停から約900m、上福岡駅から約4.15km、

ふじみ野駅から約4.8km、ふじみ野市役所から約3.6km 

（出典）平成 25 年 未来政策会議発表資料  
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■人口・世帯数 

本市の住基上の人口は 2015 年（平成 27 年）2 月現在で 112,014 人、世帯数 48,776 世帯

と増加傾向が続いている。一方、児童生徒数で見ると、これまでの最大は 1980 年（昭和

55 年）の 16,782 人であり、1980 年（昭和 55 年）以降は極端に下降している。2012 年（平

成 24 年）は 8,914 人（児童数 6,009 人・生徒数 2,932 人）とピーク時の約半数に過ぎない。

こうした状況を踏まえると、市の現状の人口増加については、いつまでも増加傾向にある

というより、むしろ中長期的に考えれば、他の地域同様に人口減少に向かっていくことが

予想される 

 

人口および世帯数、児童生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■旧福岡高校跡地周辺施設について 

周辺施設としては市営の運動公園、清掃センター、介護老人福祉施設・保健施設、余熱

利用施設が立地し、将来的には大型商業施設や環境センターも開業を予定している。 

旧福岡高校跡地は総面積が約 4 万㎡、校舎と体育館は築 40 年が経過しているが、耐震補

強は実施済みである。 

 

■未来政策会議の成果 

未来政策会議の成果としては、大規模な敷地、建物を有する同施設を、それぞれの建物

で特徴を持たせ、複合的な利活用を図っていくという視点で、スポーツ施設、公園、保育、

生涯学習など、多岐にわたる活用方法が提示されている。 

 

■ふじみ野市のビジョン 

本市は中長期のまちづくりのビジョンとして、「ふじみ野市総合振興計画後期基本計画」

を定め、総合的なまちづくりを推進している。その中で、本市全体のまちづくり・土地利

用の方向性として、次のようなビジョンを提示している。 
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【ふじみ野市のビジョン】 

１ 公共サービスゾーン 

公共施設が集中して配置されているふじみ野市役所本庁舎及び大井総合支所周辺を公共サービス

ゾーンと位置づけ、適切な土地利用の誘導を図ります。 

２ スポーツゾーン 

運動公園及び大井総合体育館周辺をスポーツゾーンとして位置づけ、適切な土地利用の誘導を図り

ます。 

３ 産業系土地利用促進ゾーン 

無料化が予定されている（現在は無料化済）富士見川越有料道路周辺を産業系土地利用促進ゾーン

として位置づけ、産業系土地利用の促進・誘導を図ります。 

４ 住宅系土地利用 

開発行為等を適切に活用するとともに、道路整備と合わせて中長期的展望にたった土地利用を図り

ます。 

５ 商業系土地利用 

商業・業務の中心となる地域を商業系土地利用と位置づけ、商業・サービス機能の集積を図ります。 

６ 工業系土地利用 

周辺の環境に配慮しながら、産業の集積を図ります。 

７ 農業地系土地利用 

近郊型農業の特性を活かすため、優良農地の保全を図るとともに、緑地空間、観光資源として農地

の保全を図ります。 

８ 環境共生生産系土地利用 

住宅、農業、工業が混在した土地利用も見られるため、既存住宅地においては、居住環境の改善・

整備を図るとともに、農業、工業については、生産環境の向上が図られるように誘導します。 

９ 緑地 

中長期的な視点で自然環境の保全を推進し、憩いの場としてうるおいとやすらぎのある土地利用を

図ります。 

 

旧福岡高校跡地 
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２．廃校跡地利活用に関する考察 

（１）廃校跡地利活用の傾向 

学校は、地域住民にとって身近な公共施設であり、校舎自体が地域のシンボル的存在で

ある場合も多いため、廃校となった後も地域コミュニティとして活かすことの重要性が問

われている。文部科学省の調査によると、平成 26 年 5 月 1 日現在、平成 14 年度以降の廃

校については、施設が現存するもののうち、70%以上が活用されており、その主な用途とし

ては、社会教育施設や社会体育施設等の公共施設のほか、体験交流施設や老人福祉施設な

ど様々である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）廃校施設活用状況実態調査の結果について（平成 26 年 5 月 1 日現在）文部科学省 を編集 

 



5 

 

（２）国内における廃校跡地利活用の事例と課題 

文部科学省の「廃校実施の実態及び有効活用状況等調査研究報告書（平成 15 年 4 月）」

に記載されている「注目すべき廃校リニューアル事例 50 選」を基に、平成 15 年（2003 年）

以降オープンした廃校利活用の事例を調査し、立地・体制・事業内容それぞれの面で、旧

福岡高校跡地利活用事業の場合と特徴の比較をすると、以下のようなことが挙げられる。 

 

 事例に見る特徴 旧福岡高校跡地の場合 

立地 ・駅からのアクセスが良いものもあるが、アク

セスが悪い場合でも無料シャトルバスなどの

工夫で行き易くしている。 

・田舎でも自然環境などの立地を活かした学び

のプログラムを提供している。 

・上福岡駅とふじみ野駅のどちらからもほぼ同距離

に位置しているが、比較的距離があるため、駅から

現地までの交通手段がないと交通の利便性は低い。 

・周辺環境を活かすにも運動公園や農地との連携が

取れるのかという問題がある。 

体制 ・一会社が廃校施設を総括的にプロデュースし

ていることで統一感のあるコンセプトを持っ

ているケースもある。 

・体制パターンとしては、運営主体が１つもし

くは 2 つと、そこに行政が関わる程度であり、

その他多くの事業者が絡む場合はその運営主

体のもとに参画という状態が多い。 

・経費の何割かを行政が負担しているところも

ある。 

・PFI 事業で行おうと試みる場合、運営主体自体は

1 つ（＝SPC）だとしても、その SPC に複数の事

業者が参画することになる。他の事例を見るとあま

りそのような廃校利活用の事例は見受けられない

ため、複数の事業者が１つの廃校跡地に対してどの

ような利活用、空間形成の実現を可能にするのか

は、注目すべき点である。 

・官民連携事業として、行政と民間がどこまでフェ

アな契約行為を行えるかも注目すべき点である。 

事業 

内容 

・教育支援プログラム 

・ワークショップ 

・アートの拠点 

・自然体験学習 

・シェアオフィス など。 

・事例と比較すると、旧福岡高校跡地であれば立地

や周辺環境を踏まえた場合、教育関係や農業関係、

そしてスポーツ関係などの事業は可能性があるの

ではないか。 

  

（３）市街化調整区域内の廃校跡地利用について 

市街化調整区域内での利活用事例について、①カフェ（愛媛県松山市：旧泊小学校跡地

利活用）、②スポーツ施設（大阪府和泉市：旧横山高等学校跡地利活用）、③社会福祉施設

（神奈川県横浜市：旧氷取沢小学校）の事例を調査した。 

 

これらの事例は、何れも市街化調整区域内の立地条件を満たす内容で開発を予定または

実施しているものである。 

  

なお、埼玉県内においても県立旧幸手高等学校跡地の利活用として、日本保健医療大学

（＝学校法人共済学園）がグラウンドや体育館も含め全てを購入し、新学科を設置すると

いう取り組みが行われており、平成 26 年度内に正式な契約を結ぶ予定となっている。 
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３．法規制面からの検討とふじみ野市の課題 

（１）市街化調整区域における公的不動産の利活用 

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり（都市計画法第 7 条）、原則として

用途地域を定めないものとする等の規制がある。そのため、開発行為の制限（都市計画法

第 29 条）等として以下が規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域の開発行為にかかる許可の区分については、以下の表の通り原則全ての

開発行為に許可が必要である。 

 

（出典）国土交通省 HP 

 

  

ポイント 

・ 市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分（いわゆる「線引き」）を担保するた

め、開発行為に対して、開発許可制度を導入している。 

・ 開発行為とは、主として、1） 建築物の建築、2）第１種特定工作物（コンクリー

トプラント等）の建設、3）第 2 種特定工作物（ゴルフコース、1ha 以上の墓園等）

の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」を指す（都市計画法第 4 条）。 

・ 但し、図書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がな

い建築物の建築のための開発行為は適用除外である（都市計画法施行第 21 条）。 
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（２）ふじみ野市における開発許可の現状について 

■現行の法解釈について  

前述のとおり、市街化調整区域における一定の開発行為は、開発許可が必要である。 

 

埼玉県の開発許可制度の解説において、開発許可となる公益上必要な建築物として「学

校等」があるが、原則、下記のように解説されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、市街化調整区域の利活用における大学等の立地については、「ふじみ野市都市

計画法に基づく等の基準に関する条例」によれば、第 3 条「法第 34 条第 12 号の規定によ

り定める開発行為」として、「(5)学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する

大学を建築する目的で行う開発行為」が定められており、これにより、大学の立地は可能

と考えられる。 

 

一方、それ以外の学校、専門学校、各種学校については、「法第 34 条第 14 号 開発審

査会の議を経て許可する開発行為」において、「開発区域の周辺における市街化を促進す

るおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める

開発行為」として、開発審査会の議を経て、許可される可能性があると思われる。 

（３）市街化調整区域の利活用における複合的な施設の運用について  

当該地における大学の開発は条例により可能であり、また、それ以外の学校、専門学校、

各種学校についても許可される可能性があるが、現行法の下では、学校を含む複合的な施

設関連の周辺開発等が窮屈になる懸念もある。そこで、市に決定権のある地区計画による

対策と、構造改革特区制度及び地域再生制度について検討した。 

 

■地区計画による市街化調整区域における公的不動産の利活用 

市街化調整区域内での開発については、より包括的で効果的な手法として新たに地区計

画に関する都市計画決定を行い、計画的で一体的な整備を行うことが考えられる。地区計

画は、「法第 34 条第 10 号」に該当するもので、この地区計画が定められることにより、

地区計画の内容に則した開発行為が行われることとなる。 

通常、本号（政令第 21 条第 26 号）に該当するものとして想定されるのは、利用者の範

囲が限定されている市町村立の小、中学校や利用者が設置される市町村よりも小さい範囲で

限定される幼稚園が考えられます。 

高等学校、専門学校、各種学校等は、広範囲から利用者を集める施設も少なくありません。

そうした施設は主として開発区域の周辺住民が利用する施設とはいえないため、本号の要件

を満たさないことになります。 



8 

 

 

 

 

 

 

本市の場合、隣接するスポーツレクリエーション拠点と連携する地区として、市全体の

土地利用計画に則した計画とすることにより、市街化調整区域における大規模な公共施設

跡地に係る地区計画として計画決定することが可能と考える。 

 

■構造改革特区制度と地域再生制度による規制改革 

 構造改革特区制度とは、実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革

することにより、構造改革を進め地域を活性化させることを目的としたものである（構造

改革特別区域法：平成 14 年 12 月 18 日法律第 189 号）。 

 

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活

力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が

支援するものである（地域再生法：平成 17 年 4 月 1 日法律第 24 号）。 

 

構造改革特区制度の規制の特例措置と併せて、地域再生制度の支援措置等を活用する場

合、これらの措置を記載した計画を作成の上、一括して認定を申請することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）内閣府地方創生推進室資料 

ポイント 

地区計画とは、建築物の建築形態や公共施設等の配置等からみて、区域の特性にふさわし

い態様を備えた良好な環境の街区を整備し、保全することを目的として都市計画に定められ

る計画である。 
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当該地における開発テーマが地域の活性化に繋がるものであるにもかかわらず、市街化

調整区域であるがゆえに実現できないものであれば、構造改革特区制度による規制改革と、

地域再生制度をはじめとする他の地域活性化策を併せて活用することも検討の余地がある

ものと思われる。 

 

構造改革特区計画の認定申請は、年に 3 回（通常 5 月、9 月及び 1 月）集中的に受け付け

ている。また、集中受付期間に先立ち、1 ヶ月間の事前相談期間を設け、特区計画の作成や

手続きの流れなど、不明の点がある場合は、地域活性化統合事務局に相談できる体制が提

供されている。ちなみに、現在、内閣府地方創生推進室では、平成 27 年 3 月中旬から 4 月

中旬までの間、構造改革特区の新たな規制の特例措置、地域再生の推進に資する新たな税

制・財政・金融上の支援措置等の提案募集を予定している（募集要項等については現在調

整中）。  

 

また、上記の提案募集に先立ち、提案検討者からの事前相談を受け付けており、相談内

容は、必ずしも具体的なものである必要はないとし、アイデアベースでもかまわないとし

ている。  

 

【事前相談の概要】 

(1)事前相談 

  受付期間 平成 27 年 2 月 16 日（月）～提案募集締切日（4 月中旬予定）  

(2)対象：地方公共団体、民間団体、NPO、個人等  

(3)様式：「提案事前相談様式」（EXCEL 形式：28KB）  

(4)相談方法： 「提案事前相談様式」に記入の上、次のアドレスに送付する。 

電子メールでの送付が困難な場合は、(5)連絡先等 に連絡でも可。 

  toc@cao.go.jp  

※メールのタイトルは、以下のように入力。 

   タイトル【提案事前相談】 都道府県名、団体名  

(5)連絡先：内閣府地方創生推進室  

  （構造改革特区担当：電話：03-5510-2468 ） 

  （地域再生担当：電話：03-5510-2475） 

※詳細は、下記サイト参照 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/boshu27/teian150216/index.html 

 

このような制度を活用することにより、現行法で対応可能な学校のみならず、当該地の

開発テーマの可能性は格段に広がる。さらに、PFI 法の適用範囲についても規制改革適用の

可能性が広がるものと考えられる。  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/boshu27/teian150216/index.html
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４．旧福岡高校跡地利活用に向けたマーケットサウンディング 

マーケットサウンディングは、市民や企業等の、水面下に潜伏されていた声を拾い、幅

広い目線で地域の未来に魅力ある公共空間演出を実現する可能性を高めるため、紙ベース

によるアンケート調査を採用せず、主に対話（コミュニケーション）による意識調査を実

施した。 

（１）未来政策会議参加者市民ヒアリング結果 

 未来政策会議から継続的に旧福岡高校跡地利活用の取り組みを進めるために結成された、

福岡高校プロジェクトをフォローする会（以下「フォローする会」という）の市民の中心

メンバー4 名にヒアリングを行った。 

 

実施に際しては、4 名に集まっていただき、グループインタビューの形式で調査を実施し

た。ヒアリングは主に、地域・市民の目線から、旧福岡高校跡地の利活用に向けて、（ⅰ）

全体的な所見・関心、（ⅱ）事業推進に向けた留意点、（ⅲ）今後の進め方・関わり方の 3

点について意見を伺った。その結果、次のような意向が示された。 

 

１）全体的な所見・関心 

 本事業については関心を持っており、事業の準備、検討、推進等にむけた取り組みに関

わることも含めて、前向きなとらえ方をしている声が大勢を占めた。 

 

２）事業推進に向けた留意点 

 公共施設再配置と関連づけ、地域の合意形成を丁寧に進めながら事業を推進していくこ

とが重要であるとの見解が多く示された。 

 

３）今後の進め方・関わり方 

 できる範囲の中で、つながりの継続やグループづくりなど進め、少しでも事業が前進す

るように継続的に関わっていく意向が示された。 
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（２）民間企業・法人・団体等ヒアリング結果 

旧福岡高校跡地利活用に向けたマーケットサウンディング調査として、以下のジャンル

毎にヒアリングを行った。 

 

Ａ群 子育て支援事業 

Ｂ群 生涯学習・研修・市民活動支援事業 

Ｃ群 スポーツ・健康・レクリエーション事業 

Ｄ群 公共施設の維持管理・有効活用事業 

Ｅ群 イベント企画事業 

Ｆ群 建設・設計事業 

Ｇ群 都市開発・不動産開発事業 

Ｈ群 高齢者福祉事業 

Ｉ群 障がい者支援教育事業 

Ｊ群 エネルギー事業 

Ｋ群 情報技術事業 

Ｌ群 金融関連事業 

 

実施に際しては、旧福岡高校跡地利活用に向けた官民連携事業の構想を踏まえた上で、

主に（ⅰ）事業規模への印象、（ⅱ）事業への参画意欲の有無、（ⅲ）本事業に関連する

提案・留意点等、3点について意見を伺った。 

 

■各事業種別の課題と解決策 

 本マーケットサウンディング調査によって、旧福岡高校跡地の利活用事業について各事

業種別に見受けられる１）事業者が感じる課題、２）事業者が課題と感じる原因となる市

の現状課題、３）事業者の解決策、４）市が検討すべき対応、５）事業毎の推進スキーム、

の 5 つの視点が浮かび上がった。 

 

１）事業者が感じる課題 

 傾向としては、全体的に①規模について、②事業費について、③参画企業の構成につい

て、④事業スケジュールについて、が分からないと参画の有無は判断できないという反応

であり、また、多くの事業において各事業者の独自性や自由度がどれだけ担保される条件

が出されるかが重要だと分かる。施設利用客を必要とする事業においては、やはり交通手

段の改善が必要という問題意識が共通している。 
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２）事業者が課題と感じる原因となる市の現状課題 

 民間事業者の独自性や自由度が民間の参画意欲に非常に重要である点を踏まえると、ど

の事業においても、現在旧福岡高校跡地が埼玉県所有であること、市街化調整区域である

こと、が大きな課題となっている。また、事業によっては、旧福岡高校跡地周辺にある運

動公園を有効活用するビジョンも持っており、その場合、運動公園と合わせた業務構築の

可能性の有無、も市の検討すべき課題である。 

 

３）事業者の解決策 

 ヒアリング時点で想定し得る民間事業者の参画を促すための工夫・解決策としては、①

早い段階での実施方針の公表、②市からの性能発注により民間の創意工夫が発揮できる仕

組み、③事業者間での協議ができること、が必要である。また、早期に行政から実施方針

の公表等の情報発信がされることで、①関心ある事業者と協議を行うこと、②建物の現状

調査を行い、③事業者がとれるリスクを洗い出すこと、④発注者との対話により課題の解

決策を検討すること、が重要である。 

 

４）市が検討すべき対応 

 旧福岡高校跡地が埼玉県所有であることや、市街化調整区域であるという市の抱えてい

る課題に対しての解決策としては、①市街化調整区域内における、現行法下における開発、

地区計画を定めて開発行為の適正化を図る、構造改革特区等による規制改革、及び②県と

市がそれぞれメリットを持つ新たなスキームの構築、が挙げられる。 

 

５）事業毎の推進体制 

 推進体制としてはほぼ PFI 手法を取ることが推進できるが、各事業者や県、市との関係

性が重要であるため、事業スキームの設計は重要である。また、旧福岡高校跡地が県の所

有であることや市街化調整区域であることから、県と市の共同出資による事業手法を検討

した上での PFI 事業が望ましい。 

（３）ヒアリング結果に基づく考察 

 マーケットサウンディング調査を踏まえた上で、未来政策会議や民間事業者の回答から

想定し得る、旧福岡高校跡地に求められる機能や親和性の高い事業組み合わせの例として、

Ａ．学校運営を核とした事業、Ｂ．子育て支援を核とした事業、Ｃ．人工光型植物栽培を

核とした事業、を挙げた。 

 

どれも未来政策会議で築き上げてきた市民プランのニーズからは外れていないとした上

で、親和性の高さは事業者の傾向からするとＡ＞Ｂ＞Ｃであるといえる。ただし、これら

についても事業スキームや市側からの発注の仕方によって実現可能性は大きく変わる。 
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■Ａ．学校運営を核とした事業 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■Ｂ．子育て支援事業を核とした事業 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■Ｃ．人工光型植物栽培を核とした事業 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

なお、コアとなる事業（A 学校運営、B 子育て支援、C 植物工場）と関連事業の組合せに

ついては、上記のパターンのみに拘るものではない。 

創造空間 

障がい者支援事業 

カフェ 

学校運営 

（民間の独立採算事業） 

イベント 子育て 塾 

健康支援 

高齢者福祉 

サービス付高齢者住宅 

カフェ 
子育て支援 

（民間の独立採算事業） 

ベビーマッサージ／一時預かり保育 

遊び場の提供 

物産店 スポーツ教室 キッズパーク 

データセンター 

高齢者福祉 

障がい者支援 

カフェ 

植物工場 

（民間の独立採算事業） 

民間マンション ハウス栽培 レストラン 
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（４）官民連携事業における移動手段の考察 

 当該地は、駅からのアクセスや近隣道路からのアクセス、さらには近隣施設との連携ア

クセス等に課題がある。 

 

これらの課題に対して、当該地には公共交通機関（＝バス）は存在するものの、1 日の本

数が限られるため利用者は少なく、今後子育て支援事業や私立学園ができたとしても利用

者が大幅に回復することを見込むのは難しい。したがって、短期的には現在の公共交通機

関のみでの抜本的な改革は望めないのが現状である。先ずは、官民連携事業を実施するこ

とで民間事業者が所有するバス・車等の移動手段を利活用し、当該事業のみならず交通弱

者等への対応も促すと共に、公共交通機関については、当該地域のみならず街づくり全体

を勘案した中長期的な観点からの検討・整備と、短期的に対応可能な施策を並行で進めて

いくことが肝要であると考える。 

 

これらのことを踏まえ、ここでは中長期的な施策としての「地域公共交通網形成計画」

と、当面の課題解決策としての「コミュニティサイクル」について言及した。 

 

■中長期的な施策について（地域公共交通網形成計画） 

平成 26年 11月、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平

成 26 年 11 月 20 日法律第 41 号）が施行された。この改正の枠組みを活用し「地域公共交

通網形成計画」を策定し、計画的に地域の交通課題への取組みが進められることで、限ら

れた資源が有効に活用され、持続可能な地域公共交通網の形成が図られることが期待され

ている。 

 

■当面の課題解決策（コミュニティサイクル事業） 

本調査における当面の課題解決策の一つとして、千代田区が実証実験を行っているコミ

ュニティサイクル事業が考えられる。この事業は、環境モデル都市行動計画に基づくコミ

ュニティサイクル実現のため、自転車利用が増えることによる CO2 の削減や環境意識の向

上、都市の交通整備、回遊性の向上による街の魅力の向上、地域・観光の活性化、放置自

転車対策、健康増進などが主な目的とされている。 
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５．民間活力を活用した利活用の体制に関する検討 

（１）土地所有者の運営権にかかる前提条件の整理について 

 民間活力の活用、すなわち官民連携事業によって事業推進を行うにあたり、本市におい

て、検討する価値がある方法は以下のとおりである。 

 

方法 方法の説明 メリット デメリット 

(1)売却 

応札等により、最適な金額で払

い下げる。 

行政コスト計算書上、バラ

ンスがとり易くなる。但し、

単年度会計上である。 

不動産から得られる歳入確

保の機会喪失。 

(2)条件付

き売却 

ある一定の条件を付加し、最適

な金額で払い下げる。ただし、

その条件が満たされない場合

は、売買契約が成立しない。 

例：建築条件付 

上記「売却」のメリットに

加えて、ある一定期間、行

政が望む機能・性能を実現

することができる。 

買主や社会的経済状況によ

り、売却時に設定した条件の

保持が弱い。また、転売の可

能性や買主のノウハウによ

り、売主が期待する効果が得

られるとは限らない。 

(3)定期借

地権による

賃貸借 

 

官が所有する土地を民間に貸

し付け、民間事業者は官が求め

る機能を含む施設を自らの資

本で整備し、官に必要な床を貸

し付ける。 

不動産を手放さずに、一定

期間賃借料を受け取ること

ができる。 

定期借地権は、契約期間終了

後の更新ができない。また、

借地期間に定めがある。 

 

事業イメージとしては、①県が所有したまま市が教育施設として活用、②県が所有した

まま教育施設に拘らない活用、③県から買収して活用、の 3 パターンに対して、従来型の

主体で行うか、官民連携事業として行うかが考えられる。 

 

【事業イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 
基本計画 

県が所有したま
ま、教育施設と
して活用 

県が所有したま
ま、教育施設に
拘らない活用 

県から買い取り 

従来型整備 
（業務委託・ 
（指定管理等） 

官民連携型整備 
（PFI 等） 

税金主体 

民間ファイ
ナンス主体 

リスク移転 

※県から買い取った場合にはスムーズに官民連携事業に持ち込むことが可能である。 
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（２）埼玉県とふじみ野市の連携・財政負担の考察について 

■埼玉県の姿勢 

 この案件に対する県の課題としては、次の点が挙げられた。 

・ 地域再生という観点から考えれば、売却を含む複数の選択枝を考えられなくもないが、

超えなくてはいけないハードルが多いため、ふじみ野市として何をしたいのか、どのよ

うな課題があるのかをはっきりさせた方が対応しやすい。   

・ 県としては優先順位的に〈県が所有して使用＞市が地元の為に活用＞民間への売却〉と

いう感覚である。 

・ 旧福岡高校跡地の課題としては、維持費用がかかるため県として所有するのは負担であ

る。県が所有したまま市で使う場合、維持費負担の解消も含めて県が所有するメリット

があるのか疑問である。 

・ 旧福岡高校跡地が教育財産であることがボトルネックであり、廃校を普通財産にするの

は大変なため、教育財産をあるスパンで貸すのは難しくハードルが高い。 

 

これらの課題を踏まえると、県が所有したまま、市が市民のために利活用を行い、結果

として県も市もメリットが大きくなる体制を実現させることが、県側の課題解決に繋がる

ということが分かる。 

 

■市の財政負担について 

当該地の購入に関わる市の財政負担は、購入費約 2,308,183 千円＋解体費 332,400 千円

で、合計約 2,640,583 千円が見込まれる（維持管理費、物価変動、金利を除く）。一方、貸

借の場合、仮に 20 年間の賃貸借した場合の資産は、約 13 億 8 千万円となり（2,308,183

千円×3%×20 年間）、購入（解体費を含む）した場合よりも、負担が少ない。さらに、不

動産を購入した場合よりも市の会計処理上、オフバランスとなり、バランスシートの健全

化にも繋がるといえる。 

 考え方 メリット デメリット 

購

入

し

た

場

合 

・仮定とした購入金額：

約 23 億円 

・将来負担となる解体

費：約 3 億 3 千万円 

・不動産全体を自由に活用でき

る。 

・資産運用の幅が広がる。 

・維持コストが増加する。 

・資産計上及び減価償却が必要になる。 

・財源を税金で確保しなければならな

い。（起債を活用した場合は金利負担も

発生する。） 

・土地の価値の変動リスクを負う。 

貸

借

し

た

場

合 

・仮定とした購入金額を

ベ ー ス に 単 価 を 設 定

（51,184 円/㎡） 

・貸借費の設定は、期待

値利回りで試算。 

・必要な面積を借りることも可

能となる。 

・市の資産計上や減価償却の必

要がない。 

・イニシャルコストの負担が軽

減される。 

・土地の価値の変動リスクを負

わない。 

・不動産の全てを自由に使えない。 

・賃料の上昇リスクがある。 
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（３）旧福岡高校跡地利活用事業における検討スキーム 

■従来型スキーム 

 本事業を従来型のPFI事業で行う場合、スキームとしては次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業方式とメリット・デメリット 

従来通りの手続きであるため、財政面・事務面どちらにおいても、比較的スムーズに着

手できる可能性が高い。議会の議決や内部合意も得易いと考えられる。しかし、従来型で

あれば市が全てのリスクを負う形となり、財政負担が最も大きくなる。また、適切なモニ

タリングが行われないことで建設段階や運営開始後に様々な問題が発生する可能性も高ま

る。それに伴いコストが必要以上にかかる場合や、後の問題解決に予定外の支出が必要と

なる場合があるため、要注意である。これらの問題が生じてしまった場合を考慮すると、

市民が求める魅力ある空間となるのかどうか、という懸念も浮かぶ。 

 

そこで、本事業に対して推奨するスキーム案を以下の（１）（２）に示す。 

事業方式 メリット デメリット 

基本構想 

 ↓ 

県より不動産の購入 

 ↓ 

民間事業者の公募 

 ↓ 

民間事業者と契約 

【具体的手法】 

業務委託、指定管理等 

【財政負担面】 

・起債等の充当がし易い。 

【事務負担面】 

・従来からの手続きのため、内部

合意が得やすい。 

【財政負担面】 

・最も市の財政負担が大きい。 

・公会計上、オンバランスになる。 

【事務負担面】 

・適切なモニタリング機能が働き難

いため、課題解決が後手になる。 

ふじみ野市 金融機関 

建設会社 

維持管理会社 

運営会社 

特別目的会社 
SPC 

設計会社 

融 資 

資本金 

事
業
費 

定期的に返済しなけ

ればならない性質 

直接協定 

融資契約 事業契約 
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■本事業におけるスキーム案（１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■事業方式とメリット・デメリット 

事業方式 メリット デメリット 

基本構想 

 ↓ 

性能発注により官民連携事

業の実施 

 ↓ 

民間資金の導入 

【具体的手法】 

PFI 手法、運営権（※注）

の設定等々 

【財政負担面】 

・新しい資金調達（ファイナンス）

が可能と成り易く、市の将来負担を

軽減する。 

・事業単体としてプライマリーバラ

ンスが保たれ易い。 

【事務負担面】 

・毎年の煩雑な維持管理に関する契

約事務や支払事務が発生しない。 

【財政負担面】 

・特にない。 

【事務負担面】 

・新しい手法導入のため、内部合意

形成に負担が生じる。 

・県と市との互いの共通理解が必要

になる。 

※注：施設の所有が自治体でも、民間が事業の運営権を手に入れること（＝コンセッション方式）を想定している。た

だし、所有者（県）と運営管理者（市）が異なるため、このスキームでコンセッション方式を用いる場合には、構造

改革特区制度による規制改革の検討が必要と思われる。 

 

このスキームでは、性能発注による民間事業者の創意工夫を発揮させることと、それに伴うリ

スク移転によって財政負担の軽減が最大限に活かせるという効果がある。性能発注は、市役所が

性能書を作成して発注することになる。施設改修については、市が改修する場合と PFI を活用

して民間が改修する場合と、賃借で民間に貸し付け、民間が改修する場合とが考えられる。この

ことは、結果として市民満足度の高い公共サービス・公共空間の演出に繋がる。 

  

また、県は維持負担になっている不動産を手放すことなく、維持管理費が不要となる。市は地

域経済に影響しない税金を県へ支払う必要もなく活用したい不動産を得られることになるため、

双方にメリットが生まれる。 

県 市 

建設会社 

維持管理会社 

運営会社 

特別目的会社 
SPC 

設計会社 

収入・賃料・イベント・会費 

キャッシュを生み出す企画 

経済循環 

金融機関 

地元企業 

市 民 

出資 

配当 

融資 

返済 

投資 

配当 

融 資 

ファンド 
事
業
費 

「配当」という 
性質 

3者による PFI事業契約 

資本金 
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■事業におけるスキーム案（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業方式とメリット・デメリット 

事業方式 メリット デメリット 

基本構想 

 ↓ 

共同出資会社を県と市で組成 

 ↓ 

性能発注により官民連携事業

の実施 

 ↓ 

民間資金の導入 

【具体的手法】 

PFI 手法、運営権（※注）の設

定等々 

【財政負担面】 

・県が土地を現物出資し、市が現金

の出資をするため、市の財政負担も

買取価格の半分で済む。（県 50：市

50） 

・県は、形式上、売却したかたちに

なる。 

【事務負担面】 

・毎年の煩雑な維持管理に関する契

約事務や支払事務が発生しない。 

【財政負担面】 

・特にない。 

【事務負担面】 

・新しい手法導入のため、内部合

意形成に負担が生じる。 

・県と市との互いの共通理解が必

要になる。 

 

 

※注：施設の所有が自治体でも、民間が事業の運営権を手に入れること（＝コンセッション方式）を想定している。  

 

このスキーム案（２）と先に挙げたスキーム案（１）の相違点としては、まずは県と市

が共同出資することによって、県が土地、市が資金とする新たな出資方法によって、お互

いの負担を軽減することが可能になるという点である。また、共同出資会社等によって、

性能発注することが可能になるため、民間の創意工夫を削ぐことなく、リスク移転も可能

である。この案は、スキーム案（１）よりはシンプルな事業スキームとなるため、導入ま

での時間も短縮できるだろう。 

  

県 市 

建設会社 

維持管理会社 

運営会社 

特別目的会社 
SPC 

設計会社 

PFI事業契約 収入・賃料・イベント・会費 

キャッシュを生み出す企画 

経済循環 

金融機関 

地元企業 

市 民 

出資 

配当 

融資 

返済 

投資 

配当 

融 資 

ファンド 
事
業
費 

「配当」という 
性質 

資本金 

共同出資会社 
土地 配当 資金 配当 
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（４）提案スキームの有効性を高めるための施策について 

■インフラファンドの活用について 

平成25年10月、政府と民間の出資により、「株式会社民間資金等活用事業推進機構（Pri

vate Finance Initiative Promotion Corporation of Japan（略称PFIPCJ））」が設立さ

れており、本件事業についても、機構との対話を行い、インフラファンドの活用により、

独立採算型等のPFI事業のリスクマネーを拠出（優先株の取得（出資）、劣後債の取得（融

資））することで、市の財政負担が軽減されることも、十分に可能性があるといえる。 

 

■地方自治法の改正にともなう県及び市の連携方策 

平成 26 年に改正された地方自治法には、「連携協約」制度と「事務の代替執行」制度が

ある。これらの制度創設は、県と市の連携など新たな広域連携を可能にするものであり、

本スキーム（案）の運営においても、その選択枝を広げるものである。 

 

■事業推進に係るPI（パブリック・インボルブメント）必要性について 

今後、公共施設の有効活用を進めるに際しては、財政面も含めた可能な限りの情報公開

を実施し、その情報を共有・活用して、市民が市に要求する側ではなく主権者となってこ

れからの活動を担っていけるような PI のあり方が求められている。 

このことについては、事業内容を具体化する段階（基本構想・基本設計）において、単

に市民が意見を述べるという視点のみならず地域の企業や市民が自ら参画できることを継

続的に考えていくような場の創出が必要であり、そのような場を通じて地域のリーダとな

りうる人材を見出し、育成していくことが有効であると考える。 

 

■性能発注と性能評価の仕組みづくりについて 

性能評価の仕組みは、性能発注の基となる業務要求水準を設定する際に同時に評価基準

を作成することが必要であり、次の３つの視点が重要となる。この評価基準は、参画事業

者の提案内容に大きく影響するため、PFI 事業における応募段階にて公表する必要がある。 

 ①業務要求水準に対する事業者提案時の性能評価基準 

 ②業務要求水準に対する事業契約期間中の性能評価基準 

 ③事業者自らの提案に対する事業契約期間中の性能評価基準 

すなわち、性能発注と性能評価の仕組みづくりは、本事業の基本構想・基本設計が纏ま

り当該地の利活用を PFI 事業として進めることが確定した段階において、業務要求水準と

併せて具体化すべき重点課題である。 
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６．関連動向からみた当該事業の位置づけ 

（１）公共施設等総合管理計画について 

公共施設等について、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

することを求めた、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」（平

成 26 年 4 月 22 日付総財務第 75 号総務大臣通知）によると、本事業の関連として、とりわ

け留意しておくべき点として、「PPP／PFI の活用について」と「市区町村域を超えた広域

的な検討等について」が挙げられている（参照 6-①）。 

 

（参照 6-①） 

■公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について 抜粋 

第二  総合管理計画策定にあたっての留意事項 

五 PPP/PFI の活用について 

公共施設等の更新などに際しては、民間の技術・ノウハウ、資金等を活用することが有効

な場合もあることから、総合管理計画の検討にあたっては、PPP/PFI の積極的な活用を検

討されたいこと。また、公共施設等の情報を広く公開することが民間活力の活用にもつな

がることが予想されることから、公共施設等に関する情報については、積極的な公開に努

めること。 

 

六  市区町村域を超えた広域的な検討等について 

総合管理計画の策定にあたっては、市区町村間の広域連携を一層進めていく観点から、例

えば定住自立圏形成協定の圏域などにおいては、自団体のみならず、隣接する市区町村を

含む広域的視野をもって計画を検討することが望ましいこと。 （略） 

 

（２）地域連携プラットフォームによるエリアマネジメントの基盤形成 

今後、官民連携事業を推進する中間支援組織として、産(企業)・官(自治体)・学(教育機関)・

金(金融機関)からなる地域の複数の関係者が連携して支援する「地域連携プラットフォーム」

を形成し、本市のまちづくり方針に則した、適正な民間企業の立地の在り方や、民間企業

が進出するための条件整理のためのプランニング、マーケティング、マッチング等を担う

ことが有効である。 

近年、「エリアマネジメント」という、住民・事業主・地権者等による自主的な取り組み

が各地で進められている。地域連携プラットフォームの形成により、官民連携事業が促進

されると共に、地域内の人材、企業、資金等が循環し、エリアマネジメントそのものの基

盤を形成する要素にもなりうると考えられる。 
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官民連携 

☞どの地域にどのような機能規模の都市生活施設を誘導するか 

・都市機能誘導地域の検討・居住誘導区域の検討など 

・誘導施設の検討（中心拠点・生活拠点） 

☞当該地をどのように位置づけるか 

☞どの公共施設をどれだけ残すか 

・公共施設の適正配置と維持管理 

・公共施設の再編、廃止、撤去 

・用途の多様化、複合化 

まちづくりの方針 

・地区に必要な機能規模の都市施設を誘導 

・公共施設の機能発揮とサービスの提供 

・持続可能なまちづくり 

・民間投資を呼び込む市街地整備 

・地域のマネジメント 
産・官・学・金による柔軟でスピード感のある中間支援 

○マーケティング：全国的な需要、当該地への誘致の在り方 

○マッチング  ：行政の長期計画（医療・福祉計画・交通等）の整理 

        ：誘導施設の将来需要予測 

○ファンディング：当該地への継続的な投資の仕組み 

○プランニング ：当該地におけるビジネスモデル 

        ：エリアマネジメントにおける収益事業構築と管理 

進出の条件 

・用地の確保 

・土地利用規制の緩和 

・資金調達計画 

・賑わいづくり 

・公共施設の占用（利活用） 

・都市構造の設計 

・公共施設・公共用地の有効利活用 

・新しい公共空間の創出 

○業種選定、業界ヒアリング 
○プレーヤーとのネゴ、業者候補の選定など 

地方公共団体 プレーヤー 

条件整理・立地調整・スキーム設計 

プラットフォーム 

立地適正化計画など 公共施設等総合管理計画 持続可能なまちづくり 

❒時代に合ったまちづくり     ➢ 人口減少下における都市機能の集積と居住の誘導  

❒安全安心で持続可能なまちづくり ➢ 公共施設等の老朽化対策と適切な維持管理、効率的な都市経営 

活動の場づくり 
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７．今後のプロセスについて 

本調査では、旧福岡高校跡地活用に向けて、先ず前提条件の整理を行うと共に、事例調

査を踏まえた廃校跡地利活用の考察と当該地の開発に関わる法的制約条件について検討を

行った。さらに、市民・民間企業・団体等のヒアリング結果を踏まえたマーケットサウン

ディングを行い、これらの調査結果を基に想定される事業体制イメージを描き、PFI 事業と

して実施する場合のスキーム（案）の検討を行った。 

 

今後のプロセスについては、当該地の利活用を PFI 事業として進める場合には、次のよ

うな手続きが必要と考える。 

 

①基本構想・基本設計段階：事業の主たるテーマを定めることになる。事業に運営権を

設定（コンセッション方式）する場合には、条例の制定と議会の議決が必要となる（PFI

法第 17 条～19 条）。また、市街化調整区域において現行法の下で実施できる開発行為

でない場合には、構造改革特区制度の申請も視野に入れて進めなければならない。 

 ②PFI 事業の選定段階：実施方針の策定、PFI 事業の選定、要求水準の作成、募集要項等

の策定を行うと共に、実施方針及び PFI 事業の公表を行う。 

③PFI 事業者の選定段階：募集要項に基づき事業者を募集し、プロポーザル提案の提出を

求め、選定委員会を設置して事業者の評価・審査を行い、選定された事業者と契約交

渉を行った後に、事業契約を締結して公表を行う。 

 ④モニタリング段階：モニタリング段階では、性能発注に基づくサービスレベルを維持

するためのモニタリングの仕組みを構築し、モニタリングの実施を開始する。 

 

以上のことを勘案して、次ページに現時点で考えられるスケジュール案を定めた。 

 

なお、今回の調査で実施した民間企業へのヒアリングにおいては、学校校舎の利活用に

強い意欲を覗かせた企業の存在も見られた。学校事業のみであれば、市街化調整区域であ

ることの制約はないため、先行で本事業のみを進めておき、他の施設については後追いで

事業計画（基本構想・実施計画等）を定めて先行事業と分離または統合一体化の検討を行

うなど、当該地の分割利活用も検討の対象になる。 

 

このとき、隣接するスポーツレクリエーション施設を補完し、利便性を高める施設等を

検討することにより、広域的なスポーツ拠点としてのマーケティングも有効と思われる。 

 



24 

 

 


