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国や地方自治体が保有する公共建築のあり方について議論が

始まって久しい注 1）～注 7）。公共建築といってもその用途は多種

多様で、事務庁舎、小中学校、公営住宅、社会福祉施設、文化

施設、清掃工場など多岐にわたり、施設の用途ごとに抱えてい

る課題は異なる。建設された時点では社会のニーズに即してい

た施設も、人口減少、少子化・高齢化、財政難、地方分権の進

展、平成の大合併、交通・物流や情報通信の飛躍的進歩、人々

の就労形態の変化などの大きな社会的変化や課題に直面し、そ

の立地やサービスのあり方について再考が必要になっている。

東日本大震災後は、公共建築には防災拠点としての機能がより

一層期待されるようになり、高い水準の安全性の確保や災害発

生後の機能の継続性が求められるようになった。そのため公共

施設の長寿命化が求められる一方で、建替えや改築の必要性も

発生している。

公共サービスを庁舎の外で提供すること、たとえば市役所の

窓口を鉄道駅舎の中に開設したり、民間施設にパスポート申請

窓口が設けられたりしており、公共サービスの提供方法などは

柔軟な対応がなされている。確定申告など、IT を活用し公共

施設の窓口に出向かなくても用がすむケースも増えている。従

来、公共施設はその設置目的に従い、単独の機能で建設される

ことが多かったが、最近は各種の行政機能の複合化も進んでい

る。市民と行政サービスの接点である窓口施設は、すでに地域

住民のニーズを反映させた多様な形態が模索されている。

平成 11 年（1999 年）に改正された市町村の合併の特例に関

する法律（旧合併特例法）を受け、平成 11 年に全国に 3232

団体（670 市 1994 町 568 村）あった自治体は平成 26 年（2014

年）には 1738 団体（790 市 745 町 183 村）にまで減少した。

合併を実施した自治体では、地域の実情に応じて市役所や支所

などの事務庁舎の再配置に関する検討が進められた。行政機能

の集約方法には、一箇所に機能を集約する例もあれば、当面は

元の地域に行政機能を分散させたままとすることもある。庁舎

再編の結果、人口が少ない地域の庁舎には、未利用の部屋（空

室）が生まれることが多い。空室は未利用のままとなることも

あるが、会議室や倉庫として暫定利用されたり、自治体の他の

施設との複合化や民間機能の導入が行われることもある。市町

写真 1　ぱるるプラザ青森
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域的な統廃合を進めることにより保有施設総量を削減し、関連

する経費を大幅に削減させることが期待されている。厳しい財

政事情の中、多くの施設群を現状のまま保持しつつづけること

は困難であるが、公共施設は地域の生活の核となりコミュニ

ティの維持には欠かせない機能を有しているので、経済性の観

点からだけで統廃合を進めるのではなく、住民の生活を維持す

ることにも十分、配慮しながら進める必要がある。

地方都市において、庁舎や図書館などの市民利用施設は街の

構造を左右するほどの大きな影響力を持っており、その統廃合

や再配置は街の将来の姿を左右しうるものである。人口減少を

受けて中心市街地の衰退に悩む地域は多いが、駅前の商業施設

が撤退した後、行政施設を移転して、戦略的に地域の活性化に

活かす取り組みも見られる。茨城県土浦市では、昭和 38 年に

写真 3
岩木山を望む
ぱるるプラザ青森の周辺状況

村合併に伴い議場が他の用途に改修された事例もある。鳥取県

鳥取市は議場を映画館の上映会場に転用しているが、これは地

元の大学生が実行委員をつくり、市と交渉して実現したもので

ある。新潟県南魚沼市の旧塩沢町役場では議場をコールセン

ターへと転用し、新たな雇用を創出した。

平成 26 年（2014 年）4 月 22 日、総務省は地方公共団体に

対して、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するた

め、「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組むよう要請を

行った（総財務第 74 号）。その結果、全国のすべての地方公

共団体が、公共施設等総合管理計画の策定に取組み、平成 29

年 9 月 30 日現在、回答があった 1721 団体のうち 1710 団体が

策定を完了している注 8）。ネットワークとしての性格が強く部

分的な廃止が難しい道路などのインフラと違い、公共施設は地

写真 2　青森郵便貯金地域文化活動支援施設　ぱるるプラザ青森

2001 年 5 月竣工。郵政民営化に伴い青森市に売却され、現在は青森市民ホールとして使われている。
2005 年青森市文化芸術活動表彰文化ゾーン空間賞受賞。ぱるるプラザ青森、ぱるるプラザ千葉はともに筆者が基本設計、実施設計、監理を担当。
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写真 4　ぱるるプラザ青森　ホール客席

元鉄道敷であった土地に 989 席の多目的ホールを計画。ボックスインボックスを採用して鉄道式からの振動騒音を遮断している。
ホールの内装には津軽半島で伐採された青森ヒバを使用。写真 4 から 6 は音楽ホールとして使用する場合の形態。

写真 5
ぱるるプラザ青森 ホール側壁

写真 6
ぱるるプラザ青森 舞台
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建設された市庁舎を建替えるに当たり、閉店になった JR 土浦

駅前の大規模小売店舗を耐震補強し、市庁舎に模様替えして使

用している。他にも JR 石巻駅前の閉店した百貨店を改修して

市町村合併後の新庁舎とした宮城県石巻市庁舎やショッピング

センターを活用した山梨県甲州市庁舎などの事例があるが、こ

のような官民を跨いだ地域の建築ストック活用は、これから

益々重要性を増すだろう。

筆者の研究室では学生が主体となり、埼玉県等の市町村を対

象として、平成の市町村合併に伴う庁舎再編について、公開資

料を用いて分析したことがある注 9）～注 17）。埼玉県では平成の大

合併により平成 11 年（1999 年）に 92（43 市 38 町 11 村）存

在した市町村が、平成 26 年（2014 年）には 63（40 市 22 町 1 村）

にまで減少した。埼玉県内の合併した市町村 16 に所在する 45

庁舎を分析したところ、 2014 年 12 月時点で、従来の敷地にて

新築された庁舎が 6、別敷地に移転新築された庁舎が 2、増築

された庁舎が 2 存在した。別の建物を用途転用して移転した庁

舎も 1 例あった。行政機能が庁舎再編のために移転した後に発

生した空室を、他の用途に転用した例として、図書館、児童セ

ンターを設置した例や、不要となった議場を公文書館とした例

などが存在していた。人口減少により活力低下が懸念される地

域においても、知恵と工夫によっては未利用となった庁舎に新

しい機能が導入されて、地域に新たな可能性が開けることもあ

りうる。

行政機能を本庁舎に集約して支所は窓口機能のみ残す「本庁

舎方式」を採用した自治体では、本庁舎では狭隘化が、支所で

は余剰スペース（空室）が発生しがちで、庁舎再編計画が必

要となる可能性が高くなる。一方、行政機能を分散配置する

「分庁舎方式」や、議会や管理部門以外の機能を支所に残した

「総合支所方式」を採用した自治体では、合併後も現状とほぼ

同様の業務を行うため、庁舎再編を行う必要性が生じる可能性

写真 7
ぱるるプラザ青森
プロセニアム形式の状態。
ホールの緞帳は青森市出身の
画家、山内ゆり子氏の原画に
基づき制作。

写真 8
ぱるるプラザ青森
レストラン等のインテリアに
ブナの伝統工芸や久保猶司氏
による津軽塗を採用。

は低い。いずれにしても市民に行政サービスを提供する庁舎再

編は、市民サービスを維持することが求められるため、慎重に

議論を積み重ねて、合意形成を図る必要がある。

地方自治体が保有する公共施設において、公営住宅と並んで

高い比率を占めるのが教育施設である。しかし人口減少と急速

に進む少子化を背景に過疎地、都市部に関わらず小中学校、高

等学校の統廃合が進んでいる。小中学校は子供だけでなく父母

も繋がりを持つ地域コミュニティの核として重要な機能を有し

ており、仮に廃校になっても地域社会を結びつける機能を継承

することが求められることが多い。廃校になる小中学校の後利

用計画は、地域住民にとっては重要な関心事であるが、行政主

導で決められることがほとんどである注 18）～注 22）。計画がまと

まった段階で、行政による説明会にて地域住民に計画内容を知

らされることが多く、住民の意見や要望を、計画検討の早い段

階から反映させた例はごく僅かである。筆者の研究室の調査で

は、東京都において住民が後利用計画を主導した事例は 6 事例

のみであった注 20）、注 22）。統廃合された小中学校を地域社会が求

める高齢者向けの施設などに用途変更する例も増えているが、

都市部では小中学校の跡地は、貴重なオープンスペースであ

り、防災拠点としての必要性も高い。地元自治体としては区域

全体として必要とされる機能を配置しなければならず、地元住

民との調整が必要となる。地域のニーズを踏まえた施設を計画

し、円滑に運用するため、計画構想の段階から地域住民の提案

を受け止め、地域の NPO を改修後の施設の指定管理者に指定

して運営をゆだねている例もある。ただし住民主体の組織に運

営をゆだねることは、継続的に適切な人材を確保することが難

しく、課題もある。

小中学校の後利用計画に限らず、未利用、低利用となった公

共施設の将来の利用方法の検討において、地域の住民の考えを

検討の早い段階から丁寧に反映させる意思決定のプロセスを用

平成の大合併に伴う庁舎再編

小中学校の統廃合と住民参加
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意することは、公共施設が将来に渡って地域で機能しつづける

ためには、必須の要件である。

筆者は 1981 年～ 2005 年まで民営化する前の郵政省大臣官房

建築部などに勤務した経験がある。逓信省営繕課に起源を有する

郵政省建築部は戦後、電気通信省と郵政省に二省分割され、総

務省郵政事業庁、日本郵政公社を経て 2005 年に民営化され、組

織、業務内容とも大きく変化している。筆者の限られた経験で

あるが、郵政省建築部の業務について紹介されることはほとん

どないので、公共建築の整備に関する一記録として紹介したい。

郵便物の区分・集配機能を有する集配郵便局、約 1300 局を

含めて、全国に約 24700 の郵便局が存在する。窓口機能しか

有しない無集配郵便局の多くは民間などからの借入局舎であ

る。このことは、明治 4 年に近代郵便制度が開始され、速やか

に全国的なネットワークを整備するため、各地方の有力者に施

設を提供して頂き、事業を開始したことに起因する。ある意味、

国の事業を行うにあたり、国が土地、建物を所有することにこ

だわらなくても良い先例である。

郵便貯金、簡易保険・郵便年金事業と郵便事業を合わせて、

民営化するまでは、郵政 3 事業が一体的に運営されてきた。郵

政 3 事業に必要な施設を取得、整備するのが郵政省大臣官房

建築部の仕事である。郵便局庁舎以外の仕事も多く、郵便貯金

や簡易保険の世界最大規模の免震構造の電算センターや事務セ

ンター、郵政研修所、逓信病院、職員宿舎、資材部の物流セン

ター、郵便貯金周知宣伝施設などの新築、改築も担当していた
注 23）、注 24）。筆者が就職した 1980 年代は、毎年度の予算は 1500

億円程度であったが、バブル経済の頃には 3500 億円ほどに膨

らんでいた。

霞が関の官庁街の虎ノ門に近い場所に立地する郵政本庁舎の

8 階に大臣官房建築部の執務室があった。通産省側の北側が設

計課、その反対の南側に管理課と施工課、東側に設備課があっ

写真 9　千葉郵便貯金地域文化活動支援施設　ぱるるプラザ千葉

JR 総武線の線路敷に隣接した敷地。大蔵省、運輸省、郵政省の協議により、売却が困難であった国鉄清算事業団用地 10 か所を郵便貯金特別会計が取得。
ぱるるプラザ千葉の土地は平成 5 年度補正予算で用地買収、1999 年 10 月竣工。郵政民営化に伴い千葉市に施設売却。千葉市はネーミングライツを売却。
2000 年千葉県建築文化賞、2001 年千葉市優秀建築賞受賞。

た。郵政建築の特徴の一つは、本省組織自ら設計、監理を行っ

ていたことである。筆者が入省した 1981 年の直後に、国鉄に

よる郵便輸送を航空機と高速道路による輸送に全面的に改編す

ることになり、全国の物流拠点である地域区分局等の建替えが

進められていた。

私が配属されて、最初に命ぜられた仕事は丁度、実施設計

が終わった秋田中央郵便局の計画通知書の作成であった。上

司から言われたことは、○月〇日の発注なので、○月〇日

までに適合通知を取れという事だけであった。耐震計算偽装

事件が起こるまで、わが国の多くの大学では建築法規の講義

はなく、確認申請という言葉は知っていても計画通知が何

なのかも知らなかったのだが、職場においてある建築法規

の本を日曜日にこっそり自宅に持ち帰って独習し、職場の

倉庫にずらりと並んでいる計画通知書を閲覧して、1 人で申

請書類を作成し、書類を梱包して郵政省の一階にある郵便

局から特定行政庁に発送した。しばらくして「指摘事項無

し」として適合通知の葉書が返送されてきたので、上司に報告

したら非常に驚いていた。当時の私には、なぜ上司が驚いたか、

その理由もわからなかったが、今にして思えば、業務の基礎と

なる法令知識の習得には効果的な OJT であった。

次に参加させてもらったのは広島中央郵便局の基本設計、実

施設計で、設計者は調査官の故渋谷英爾さんだった。ベテラン

の担当者が 2 名つき、その下に本省採用の若手が 4 名、意匠

設計担当として配置された。私は末席で実施設計では便所、階

段や詳細図、展開図、建具表などを担当した。当時は本省発注

の物件は基本設計、実施設計とも内部組織ですべての図面を描

いていた。しばらくして人手が足りず、実施設計のみを民間の

設計事務所に委託するようになったが、若手の間では図面をす

べて内部で描く「内注」のプロジェクトに配置されると嬉しい

が、実施設計を外部に委託する「外注」のプロジェクトに配置

されるとがっかりするという雰囲気であった。設計課の設計会

議は長い伝統があり、200 分の 1 と、100 分の 1 の平面図がま

とまった段階で開催される。設計会議の議長は設計課長で課員

郵政省建築部の仕事
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全員が参加する。誰でも発言することは可能だが、着席できる

のは技術官以上。何も知らず新入生にもかかわらず着席して、

叱られたことを思い出す。

郵政省建築部では設計図書がまとまると、施工課の監督や積

算担当者のチェックを受けた。施工課にはベテランの技術者が

沢山いて、設計課の若造が描いた図面を真っ赤にチェックして

返してくる。設計から積算、監理、保全業務まで一貫した業務

を全国規模で、しかも明治初期から途切れることなく実施して

きた組織として蓄積された技術は誇るべきもので、高い品質の

公共建築を作り、そして維持管理していた。当時、設計課に配

属された新人は、入省後 3 年目に施工課に配属されて、自分が

設計図を描いた建物の工事監理をすることも人材育成の一環と

して行われていた。現場に常駐監理をしたのは、筆者の 10 年

ぐらい先輩までである。

郵政省には北海道、東北、関東、東京、信越、東海、北陸、

近畿、中国、四国、九州の郵政局と沖縄郵政管理事務所があり、

沖縄を除く各地方郵政局に建築部があった。地方郵政局が 1500

㎡以上の郵便局庁舎や特殊な施設を設計する場合は、本省に出張

し「設計照会」と称した審査、指導を受ける必要があった。この

ことは全国各地に建設される建物の設計水準を高める効果があっ

たが、地方の職員にとっては負担に感じることも多かったに違

いない。本省の設計課長もされた田口好孝さんはこの制度を、

「家元制度」と呼んだこともある。私が就職した 1980 年ごろに

はすでに過去のデザインとなっていたが、かつては全国各地の郵

便局舎は四方に庇を回したデザインが多かった。空調設備がない

時代に内部で、郵便区分作業をするためには降雨時も窓を開放す

ることが必要であり、合わせて当時の鋼製建具や外壁を保護し、

維持管理するためにも、建物の周囲に庇を設けることは合理的な

設計であった。郵政建築において、柱や庇が構成する緊張感ある

立面のデザインは重要であり、端正なプロポーションが目指さ

れた。小坂秀雄さんが設計課長をされていた時代には、今年、設

計する郵便局庁舎の庇の見付けと出の寸法は、いくらにすると本

省から地方郵政局に通知があったこともあると伝えられている。

写真 12　ぱるるプラザ千葉　音楽ホール詳細

写真 10
ぱるるプラザ千葉 音楽ホール

写真 11
ぱるるプラザ千葉 音楽ホール
2 階バルコニー席

写真 13　ぱるるプラザ千葉　音楽ホール
千葉市から郵政省貯金局に設置要望があったシューボックス型音楽専用
ホール（719 席）を計画。内装はカバ桜。ぱるるプラザ青森と同様、JR
線路敷からの振動騒音を遮断するため、ホールにはボックスインボック
スを採用。音響調整カーテンにより残響時間を短くし、会議などにも使
用することができる。
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算が郵便局に渡され、郵便局が工事を発注していた。郵便局の会

計課職員に建築・設備の知識はないので、工事の契約に関するこ

とだけでなく、庁舎の日常点検マニュアルも作成し、定期的に郵

政局の建築部主催で研修を行っていた。職員宿舎の狭い住戸 2 戸

を 1 戸に、あるいは 3 戸を 2 戸に改修する、今でいう団地再生も、

筆者が入省した 1981 年には、すでに行われていた。

本省建築部では、庁舎整備に関する技術基準、設計要領などの

制定やその前提となる調査研究も担当し、毎年、キャラバンと称し

て地方郵政局に赴き説明会を実施していた。各種のサイン類、郵便

局の窓口カウンターの開発、貯金局の依頼でATM周辺の防犯設備

の設計なども行っていた。金融機関としての防犯対策は建築部の重

要な業務であった。地方郵政局の建築部では借入郵便局の設計審

査、指導、承認を担当したが、全国的には毎年、数百の郵便局が建

替えられた時代で、地方の設計課長、設計係長はその指導にかなり

今でこそ、建築ストック活用ということが広く言われるように

なっているが、多くの施設を保有する国の機関として、郵政省で

は既存施設に関する業務の比率は高かった。郵便局の窓口ロビー

は金融機関としての業務も行っており、ATM をはじめとして各

種の機器が数多く配備されるようになり、またサービスの向上の

ためにもお客様ロビーの面積を拡充する必要もあって、「窓口改

善」と称した施設改善を全国的に実施していた。経年が進んだ建

築と設備を全面的に修繕・改修する「総合保全工事」も数多く行っ

ていたが、郵便局の営業時間帯に騒音振動が発生する工事を行う

ことが出来ず、仮設庁舎を設置しない「居ながら施工（なぜか郵

政省では居抜き施工と呼んでいた）」の時は、工事は深夜に行う

ことになり、受注された業者の方は本当に苦労された。外壁周り

の塗装工事も、7 ～ 8 年に一度程度、定期的に行われていた。郵

便局舎の日常的な修繕については、3 類工事と称して一括して予

写真 15　ぱるるプラザ千葉　10 階プール

写真 16　ぱるるプラザ千葉
プール上段にあるキッズコーナー。モニュメントは菊竹清文氏の作品

写真 17　ぱるるプラザ千葉　
プールなどへの入り口にある青色発光ダイオードを使用したアクリ
ルのシャンデリア照明。2001 年北米照明デザイン賞優秀賞受賞。

写真 14
ぱるるプラザ千葉　10 階
地上 60 ｍにある温水プール。
プールの水は、災害時には濾
過して飲料水として提供する
ことが可能。

の時間を割いていた。大変なのは廃局の仕事で、過疎地の郵便局を

廃止しようとしても、地域の反対が強く困難を極めたが、地元の理

解を得て簡易郵便局に変更するなど、粘り強く説明を重ねていた。

筆者が郵政省に勤務していたころは、公共工事は基本的には指

名競争入札であり、地方郵政局建築部の管理職のかなりの勤務時間

は、業者の指名のために費やされていた。かつては既存庁舎の改修、

増築工事は元施工業者が指名リストに含まれることがほとんどで

あったが、今は、発注金額が小さければ、元施工の建設会社が工事

を請け負う機会はない。建物の事を熟知する新築工事を担当した企

業が、その後のメンテナンスや増改築工事を継続して担当すること

のメリットは大きいと思うが、制度上、難しくなってしまった。

多くの施設を保有する組織としては災害時の対応は重要な業務

である。被災地に郵便物を届けなければならず、生活に必要な現

金を郵便貯金は直ちに提供する必要があり、その前提として庁舎

の機能は継続できなければならない。最近、よく言われるBCP は、

全国津々浦々において国民の生活インフラとなっている郵便局を

所管する郵政省にとっては、以前から取り組んできたことである。

筆者が九州郵政局建築部の設計課長をしていた年末の仕事納

めの日に、北九州の輸送郵便局の地下で重油漏れ事故が発生し

た。機械設備担当の職員は管内の各郵便局の機械室にどのような

設備機器が配置されており、いつどこの企業が設置したかすべて

頭に入っていて心強かったが、困ったことに、どの会社に電話し

ても社員はすでに年末で帰省しており対応できないという。直

ちに対応する必要があるのにお願い出来る会社が見つからず焦

燥感が出て来た時、ある会社の社長さんが、「それは、お困りで

しょう。帰省した社員を呼び戻して対応しましょう。」と言って

くれ、本当に助かった。大震災直後の対応や台風の後の復旧な

ど、国の機関も困った時には民間企業に幾度も助けられていた。
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局数 経年
1989                24                25.29

1990                24                27.67

1991                24                27.42

1992                20                28.55

1993                26                28.62

1994                15                27.87

1995                10                28.50

1996                14                29.21

1997                16                32.69

1998                11                34.09

1999                  8 28.13

2000                  9 32.11

2001                  5 35.00

0

局数

国費特定局　1,468局

特定局

普通局

延床面積

借入特定局　17,410局

借入普通局　22局

国費普通局　
6,801,000㎡

国費特定局　
814,000㎡

借入特定局　
2,637,000㎡

20

40

60

80

0 20 40 60 80 100% 0 20 40 60 80 1 00%
100%

注）平成12年4月現在

国費普通局　1,289局

借入普通局　
22,000㎡

郵便局舎として、約 1 千万㎡を使用していた。その他、保有・借入れている施設として、貯金事
務センター、地方郵政局、職員宿舎などが別に 4 百万㎡あり、合計で 1429 万㎡ の施設を、郵
政 3 事業として保有・借入れている。

図 1　郵政省時代の郵便局舎の概要

郵便局庁舎の改善計画

筆者が郵政省に在職していた 1980 年代、90 年代は、郵便物

の増加により庁舎が狭隘になって建替えが必要となる郵便局舎

が多かった。新築する局舎の規模面積は、計画年次から 12 年

後に必要になる所要面積を算出して決められていた。所要面積

の算出には、当該地域の人口増加などの発展状況を予測し、職

員数、取扱郵便物数、配達区数、車両・自転車の数、郵便処理

に必要な機械類の配備数等を勘案して決定された。一般的に、

建替え後は、元の庁舎面積の 3 倍程度の規模になった。計画年

次から 12 年後の所要規模で新築するため 17 ～ 20 年先には狭

隘になる。更に 12 年後の所要面積まで増築を行う事を想定し

て、買収する敷地の面積を決定し、構造的な対応をしていた。

計画上は、新築後 40 ～ 45 年が経過すると再び、狭隘になる。

一般に法定容積率限度いっぱいに建物が建設されているので、

隣地を買収できない限り、別位置に移転新築されることになる。

高度経済成長期は、3 大都市圏近郊を中心に急激な都市化が

あり、人口増加や企業の立地に伴う郵便物数の増加のため、短

い経年で局舎が建替えられていた。当時、局舎を建替える基本

的な条件として、（1）狭隘度については、地域区分局においは

必要面積の 70% 以下、その他の郵便局においては 65% 以下、

（2）老朽度については、SRC 造、RC 造については 30 年以上、

木造は 20 年以上、その他軽量鉄骨造等は 25 年以上の経年と定

められていた。経済成長の鈍化と共に、狭隘化の進み具合も穏

やかなになり、建替えまでの平均年数は、1978 年度には都市

部で 19.8 年、都市部以外で 25.0 年であったものが、1994 年度

は、都市部は 25.5 年、都市部以外は 30.3 年と延びていた。郵

便事業財政が悪化してからは、狭隘になっても庁舎の建替えは

難しくなり、業務を近隣の別の郵便局に移管して狭隘化した郵

便局を救済することなども実施されるようになった注 25）～注 28）。

東京中央郵便局、大阪中央郵便局が設計された昭和初期の頃

は、郵便物は一旦最上階の作業室に荷揚げされて、シュートで

下の階に落としながら、郵袋を仕分けする作業がおこなわれて

いため、シュートのレイアウトに必要な高い階高が確保されて

いた。その結果、空調設備や郵便や小包の区分機を導入する時

にも比較的対応がしやすく、また業務の大半が別の施設に移管

されて施設面積にも余裕もあったため、東京や大阪の中央郵便

局は民営化するまで長期に渡って庁舎が使い続けられる結果に

なった。階高、床面積、床荷重等に「ゆとり（余裕）」を有し

ていたことが奏功し、建物が長期に渡って使用された。

高度経済成長期に建設された全国各地のインフラが老朽化

し、安全の確保が喫緊の課題となっているが、厳しい財政事情

のため、いかに適切なコストで目的を達成するか、英知が求め

られている注 29）。国では「経済財政運営と改革の基本方針 ～脱

デフレ・経済再生～（2013 年 6 月 14 日閣議決定）」において、

インフラの老朽化が急速に進展する中、「新しく造ること」から

「賢く使うこと」に重点化することを定めている。地域社会の

将来像を描き、それを支える地域のインフラと公共施設を、ど

のように維持管理・更新していくのか、施設のハード面と運用

民間企業と連携した公共施設の整備、運用

のソフト面の両方の検討を合わせて行うことが求められている。

日本学術会議が行ったアンケート注 30）、注 31）に対して、ある

自治体の担当者は、次のように答えている。「近年、自治体に

おける建設事業は、その施設整備自体の理念の確立にはじま

り、環境・福祉・地域性・経営効率などを視野に入れ、真に利

用者の側に立ったトータルな設計施工が求められている。その

ため、既存のスタンダードや法律等に適合するのみの定型的な

設計だけでは済まされず、構想段階から専門家を入れたプロ

ジェクトマネジメントが必要となり、その意味からは、プロポー

ザルやコンペなどの契約方式が有効に機能する。」

国や自治体が保有する公共施設の潜在的価値を引き出し、地

域社会の発展に寄与させるためには、地域住民や民間企業の知

恵、技術、資金、ネットワークなどを最大限に活かすことが求

められる。そのためにも PPP や PFI といった民間の力を活用

した公共施設の整備や運営手法を導入することの重要性が高

まっている。

表1
建替予算が成立した普通郵便局の
局数と建替えまでの平均経年
（郵政省時代）
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注 1）　 本稿は拙著「時と共に変化する建築 使い続ける技術と文化」（2014 年 2 月）の第 3 章 「公共建築ストックの戦略的マネジメント」等
　　　　を元に、大幅に加筆修正したものである。本稿は主に事務庁舎を中心に論じており、公営住宅等については別の機会に議論することとしたい。
注 2）　 日本建築学会編、公共施設の再編～計画と実践の手引き～、森北出版株式会社、2015 年 2 月
注 3）　 公共建築の再編戦略にむけて － 2008 年度日本建築学会技術部門設計競技の結果を踏まえて―、南一誠、2008 年 9 月、日本建築学
　　　　会大会建築計画部門研究協議会資料「公共建築の再構成と更新のための計画技術」  pp.31-34
注 4）　 公共施設ストックの戦略的マネジメント、南一誠、公共建築、Vol.56 no.1 No.206、pp.4-7、2014 年 4 月
注 5）　 公共施設の長寿命化に関する施策と庁舎再編の実態、南一誠、シンポジウム「公共施設再編の計画と実践」－公共施設マネジメント小委
　　　　員会のこれまでの活動の中間報告、pp.33-36、2015 年 7 月 27 日
注 6）　 日本学術会議シンポジウム「地方創生と土地利用変革～法制度の創造的見直し」、日本学術会議 土木工学・建築学委員会 地方創生のため
　　　　の国土・まちづくり分科会、2016 年 3 月 1 日
注 7）　 公開研究会 「公共施設再編とまちなが再生」、日本建築学会 建築計画委員会 設計計画運営委員会 公共施設マネジメント小委員会、
　　　　2017 年 1 月 27 日
注 8）　 総務省 公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査（結果の概要）
　　　　http://www.soumu.go.jp/main_content/000514844.pdf、2018 年 1 月閲覧
注 9）　 市町村合併に伴う庁舎再編計画に関する考察 ‐ 茨城県を事例として - 、原田亮介、芝浦工業大学修士論文、2014 年 2 月
注 10）茨城県における市町村合併に伴う庁舎再編（1）、加藤達也、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道）、pp.225-226､
　　　　2013 年 8 月
注 11）茨城県における市町村合併に伴う庁舎再編（2）、原田亮介、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道）、pp.227-228､
　　　　2013 年 8 月
注 12）茨城県における市町村合併に伴う庁舎再編（3）、荒木優太、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）、E-1 分冊，pp.427-
　　　　428、2014 年 9 月
注 13）茨城県における市町村合併に伴う庁舎再編（4）、山田知洋、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）、E-1 分冊，pp.429-
　　　　430、2014 年 9 月
注 14）埼玉県における市町村合併に伴う庁舎再編、山中尚典、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）、E-1 分冊，pp.1201-
　　　　1202、2015 年 9 月
注 15）関東甲信越地方における市町村合併に伴う庁舎再編（1）、山中尚典、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）、E-1 分冊，
　　　　pp.243-244、2016 年 8 月
注 16）関東甲信越地方における市町村合併に伴う庁舎再編（2）、西田倫正、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）、E-1 分冊，
　　　　pp.245-246、2016 年 8 月

注 17）埼玉県の非合併市町村区域における庁舎再編計画、中嶋優太、南一誠、日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）、E-1 分冊，pp.945-
　　　　946、2017 年 8 月
注 18）東京 23 区内に所在する住宅団地内及び隣接した廃止公立小中学校の施設利用の実態と計画プロセスに関する研究、赤澤聡、南一誠、日
　　　　本建築学会大会学術梗概集（東北）E-1 分冊、pp.571-572、2009 年 8 月
注 19）東京 23 区における小中学校跡地の実態と利活用計画策定プロセスに関する研究、植田有美、南一誠、日本建築学会大会学術梗概集（東北）
　　　　E-1 分冊、pp.573-574、2009 年 8 月
注 20）東京都 23 区における住民提案による公立小中学校跡地の活用計画策定プロセス、赤澤聡、南一誠他、日本建築学会大会学術講演梗概集
　　　　（関東）、pp.49 ‐ 52、2011 年 8 月
注 21）石川県と栃木県における公立小中学校廃校の実態と廃校後の利活用に関する研究、鈴木祐哉、君島大己、南一誠他、日本建築学会大会学
　　　　術講演梗概集（関東）、pp.1015-1016、2011 年 8 月
注 22）東京 23 区における小中学校跡地の利活用実態と計画策定プロセス、植田有美、赤澤聡、南一誠、日本建築学会技術報告集、第 16 巻、
　　　　第 32 号、pp.273-277､ 2010 年 2 月
注 23）複合文化施設の計画・建設：ぱるるプラザ千葉の工事記録、南一誠編著、日刊建設通信新聞社、2000 年 12 月
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