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要約
わが国では地震による被害が後を絶たず、今後も東海地震、南海・東南海地震、首都直下型地
震などの切迫性が指摘され、最悪の場合死者は約 2 万 4700 人、経済被害は約 81 兆円に上
る甚大な被害をもたらす危険に晒されている。しかしながら、「地震防災対策に関する意識
調査」（野村総合研究所）によると、過半数の人々がその切迫性を感じていながらも、その
多くが耐震化を必要とは考えていない、備えも十分でないと回答していることから、地震防
災に関する人々の意識は決して高いものとは言えない。
地震防災で最重要の一つである建築物の耐震改修工事について、現行の耐震基準（1981
年施行、以下新耐震基準」とする）を満たさない建物に対してより積極的に行うことが求め
られている。この動きが強まったのは、兵庫県南部地震（1995 年）発生時における死者の
8 割の死因が建物倒壊による圧死であり、そのうち過半数の建物が、新耐震基準を満たして
いないものであったことがきっかけである。後に制定された「耐震改修促進法」
（同年）に
おいてその建築物の耐震化を促した。最近では中央防災会議（2005 年）において建築物の
耐震化を国家的緊急課題としたり、自治体に耐震促進計画を義務付けたり（「改正耐震改修
促進法（2006）」）したことなどが主に挙げられるように、行政による耐震化への積極的な
取り組みは継続して行われている。しかしながら、1981 年以前の建物に係る耐震化率は
44.9％しかなく、耐震化の遅れが依然として問題であることがうかがえる。
そこで我々は、政府や各地方自治体の地震防災に対する取り組みを分析するため、公共施
設、特にその中でも災害時の避難場所として、児童の安全確保として重要な役割を果たす公
立小中学校の耐震化に着目した。すると、2009 年 4 月 1 日現在、全国での耐震化率は平均
して 67.0％と低く、最高の神奈川県(99.8%)と最低の長崎県(46.6%)との間に大きな差があ
り、耐震化率の地域格差も生じていることが判明した。すなわち、公立小中学校に対する耐
震改修に関してより促進に効果的な対策が急務である。
以上の問題意識より、耐震化を促進するためには、地域格差の要因を明確にする必要があ
ると考えた。そこで、都道府県別・市区町村別の「公立学校施設の耐震改修状況調査」や「財
政状況等一覧表」等のデータを用い、線形ロジットモデルで回帰分析を行った。分析におい
ては、石川・福重（2006）を先行研究とした。その結果、まず市区町村ごとの分析では、
東海、東南海・南海など大地震の切迫性から耐震促進を進めるよう指定された地域に、また
財政状況の良い地域において耐震化が進んでいることがわかった。また、都道府県別での分
析の結果、現行の耐震基準を満たさない建物が多く、耐震診断を判定する機関が少ない地域
ほど耐震化が遅れることがわかった。これを踏まえてそれぞれ考察を行い、ながら耐震化促
進を実現するために 3 つの政策提言を行った。
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はじめに
阪神大震災、関東大震災のみならず日本の歴史は地震の歴史をみるようなものだ。
日本は地震大国と言われ、いつどこで地震が発生してもおかしくない状況にある。実際、
過去に関東大震災・兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）
・新潟県中越沖地震などの大きな
地震を経験しており多数の犠牲者がでている。
2008 年 5 月に中国四川省で発生した大地震は記憶に新しいが、この地震では、多くの小
中学校が倒壊し、多数の児童の犠牲者が出た。翌月には国内でも、岩手・宮城内陸地震が発
生したことによって学校施設にひびが入るという被害が報告された。
日本では、1995 年「耐震改修促進法」、2006 年「改正耐震改修促進法」といった耐震化
に関する制度が制定されているが、2009 年の文部科学省の公立学校施設の耐震改修状況調
査による耐震基準も満たしている小中学校は 67%となっており、いまだ耐震の基準をクリ
アしていない学校がある（図 1）。子供たちが安全かつ安心して教育を受けられる場である
学校において中国四川省でのような被害は二度と起きてはならない。
さらに地域により耐震
化率に差があり、地域によって安全性に差が生じていることも問題であると考える。
以上の現状を踏まえ、本稿では市区町村と都道府県のデータを用い 2 段階で分析を行っ
た。その結果から公立小中学校の耐震化の遅れの原因をさぐり、耐震化を促進させる政策提
言を行う。
なお本稿の構成は以下の通りである。第１章で日本における地震についての現状を述べた
あと、地震に対する様々な政策について述べる。第 2 章では、現状からの問題意識を述べ
る。第 3 章では、防災について研究がなされた先行研究を紹介し、本稿の意義を述べる。
第 4 章では公立小中学校の耐震化率についての分析を行い、その考察を行う。第 5 章では
第 4 章の分析結果から学校耐震化がより進むための政策を提言する。そしておわりに今後
の展望を述べ、結びとする。
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第1章 現状

第1節 地震大国日本
関東大震災（1923 年 9 月）や兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災（1995 年 1 月）
）、新
潟県中越地震（2004 年 10 月）など、日本では地震による被害が後を絶たず、2008 年 6 月
14 日に発生した岩手・宮城内陸地震、日本列島の内陸部の活断層の危険をまざまざと示し
た。この地震の震源域北東部までのびている断層は，これまでの研究では活断層として認識
されたものではなかった。更に今後も、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の発
生の切迫性が指摘されており、我が国はいつ、どこで地震が発生してもおかしくない状況下
にある。また今世紀前半に発生する可能性が高いといわれている東海・東南海・南海地震発
生時の被害想定１によると、発生時刻などで被害状況は変わるものの、最悪の場合、死者は
約 2 万 4700 人、震度 7 の激しい揺れや 10 メートルを超える津波で約 96 万棟の住宅など
が全壊、経済被害は約 81 兆円に達するとしている。このようにひとたび発生すれば、多大
な被害をもたらす地震の危険に日本は常に晒されているのである。しかしながら、約 2000
にもおよぶ活断層の調査は大幅に遅れており、また 2009 年 8 月 1 日から 2 日に野村総合研
究所が行った「地震防災対策に関する意識調査」によると、過半数の人が、近い将来「大規
模な地震に遭遇する」「居住している住宅が甚大な被害を受ける」と回答しているものの、
住宅の耐震化が必要とみられる人の過半数は、
耐震化を必要とは考えていないという結果が
出され、備えも十分ではない実態が浮き彫りとなるなど、地震防災に関する人々の意識は決
して高いものとは言えない。
建築物の耐震改修については、中央防災会議で決定された「建築物の耐震化緊急対策方針」
（2005 年 9 月）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされ
るとともに、東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略（同年 3 月）において、10 年
後に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させるという目標の達成ための最も重要な
課題とされ、緊急かつ最優先に取り組むべきものとして位置づけられているところである。
特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限られていることから、効果的かつ効率
的に建築物の耐震改修等を実施することが求められている。

第2節 今後想定される地震とその被害予想
前述において今後の大地震の切迫性を挙げたが、ここでその予想される主な地震につい
て、例を挙げながら紹介する２。まずは東海地震について、例えば朝 5 時にマグニチュード
8 の地震が発生した場合、揺れ、火災や津波などにより建築物が約 26 万棟全壊、死者は
１
２

2003 年 9 月、中央防災会議が公表。
中央防災会議公表のものを利用。
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7900~9200 人、経済的被害が約 37 兆円にのぼると想定されている。次に東南海・南海地震
について、この地震はおおむね 100~150 年の間隔で発生しており、前回が 1944 年に発生
していることから、今世紀前半での発生が懸念される。ここでも同様の条件で発生すると仮
定すると、約 33 万棟の建築物が全壊し、死者は約 1 万 7800 人、経済被害は最大で 56 兆
円の損失となると予想されている。3 つ目に日本海溝・千島海溝周辺海溝地震について、こ
の地震はマグニチュード 7~8 クラスの大規模な地震が繰り返し発生し、北海道、青森県、
宮城県の太平洋沿岸の一部で震度 6 弱以上の強い揺れが生じる。また北海道の太平洋沿岸
の一部で 15 メートル以上、三陸海岸の一部で 20 メートル以上の大規模な津波が発生する
と予想されている。また、これら 3 つの大地震に関しては、東海・南海・東南海連動型地
震として様々な組み合わせの可能性を持ちながら、近い時期に発生する、最悪の場合同時に
発生する危険性が否定できないとされている。もしこれが現実のものとなった場合、太平洋
ベルト地帯全域に地震動による被害が及び、地域相互の救援・支援は実質不可能となると見
られている。今後発生が予測されている連動型地震のうち最大のものはマグニチュード 8.7
に及び、津波も最大で 20m を超えるとされている。被害想定は、建物全壊 50 万棟以上、死
者数 2～3 万人、経済被害は 53～81 兆円という説もある。
最後に、首都直下型地震について、東海地震と同様の条件設定で、建築物の被害が約 23
万棟、死者 5300 人、経済被害が 112 兆円と予想されている。さらに首都ということもあり、
都心部への滞在者が特に多いと考えられる昼 12 時に発生したと想定すると約 650 万人の帰
宅困難者が発生すると想定されている。こちらについても、首都直下地震対策大綱による災
害対策が行われている。
以上の地震は全てすでに防災計画が策定されており、被害の危険性がある地域は強化地
域・推進地域に指定され対策が進められているが、それについては本稿の分析においても加
味しているため、分析の章にて詳細を述べる。

第3節 地震対策に関する制度の変遷
1995 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）での犠牲者は 6400 人
を超え、約 21 万棟の家屋が全半壊した。また、犠牲者の 8 割弱が建築物の倒壊等による圧
迫死であり、その 9 割が古い木造住宅であったと報告されている１。1981 年 6 月に建築基
準法が改正されたが、建設省（現国土交通省）の建築震災調査委員会の報告によれば、現行
の新耐震基準以前に建築された建築物に被害が多く見られ、一方で、それ以降に建築された
比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられて
いる。
この教訓をもとに 1995 年 12 月 25 日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改
修促進法）」が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断
や改修を進めることとされた。
2004 年には「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」
、「日本
海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が公布され、
地震が発生したとき、著しい災害が想定される地域を指定、「被害想定」「対策大綱」「応急
対策要領」などが定められ、自治体や事業所にはそれぞれの地震を想定した防災計画策定が
要求されることとなった。

１

2003 年度「復興の総括・検証」中間報告（神戸市）による。
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さらに「改正耐震改修促進法」が 2006 年 1 月に施行され、大規模地震に備えて学校や病
院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ耐震改
修計画の作成が都道府県に義務付けされ、地方公共団体による耐震改修等の指示等の対象
に、幼稚園、小中学校、老人ホーム等の追加されることとなった。近年では 2008 年 5 月に
中国・四川大地震によって学校が倒壊したことを受け、日本でも 2008 年 6 月に改正地震防
災対策特別措置法が施行され、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
高いとされる Is 値１0.3 未満の公立小中学校等の建物について、地震補強事業については補
助率を 1/2 から 2/3、コンクリート強度等の問題により、やむを得ず行う改築事業について
は補助率を 1/3 から 1/2 へと引き上げることとされ、公立小中学校の建物について、市町村
に対し耐震診断の実施、耐震診断の結果（各建物の Is 値等の耐震性能）公表が義務付けら
れた。

第4節 公立小中学校の耐震改修
以上のような法律で新耐震基準を満たさない建築物の耐震改修が義務付けられ、
政府は速
やかな耐震診断の実施及び結果の公表や、耐震診断の結果、緊急性の高い建物から優先的に
耐震化に取り組むことを通知するなど、設置者の耐震化への取組を指導、支援している。こ
のように、年々耐震化に対する要求は高まっているにも関わらず、建築基準法改正（1981
年）以前に建てられた公立小中学校に係る耐震化率は 2009 年 4 月 1 日現在で 44.9％に過
ぎず、法改正に追い付いていない現状が見てとれる（図 2）。
そこで我々は、日本政府、各地方自治体の地震防災に対する取り組みを分析するため、公
共施設、特にその中でも公立小中学校の耐震化に着目した。公立小中学校は災害時の児童生
徒の安全確保、教育活動の場としても重要な意義を持ち、また先に記した兵庫県南部地震（阪
神・淡路大震災）の際にも校舎が避難場所として使用されていたという例もあるように、非
常災害発生時の地域住民の応急的な避難場所として指定されることが多く、地域住民にとっ
て最も身近な公共施設であるともいえる。このため、平常時の児童･生徒の安全確保だけで
なく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも公立小中学校の耐震性確保が求めら
れるとの認識のもと、強力に公立小中学校の耐震化の促進に取り組むべきであると考える。
なお、日本における小中学校の耐震改修状況は、文部科学省が各都道府県教育委員会を通
じて行っている「公立学校施設の耐震改修状況調査」によって知ることができる。

第5節 公立学校耐震化の流れ
1981 年 6 月の建築基準法改正以降の新基準により建設された建物は､概ね震度 6 強の地
震に対して安全であるとされていることから、それ以前に建設されたものについて、耐震診
断を実施し、耐震性がないと判断されたものは、補強又は改築工事を実施し、地震に対する
安全性を確保することを目的として耐震改修は行われる。
１

国土交通省告示第 184 号（2006 年）において Is 値について、 Is 値 0.3 未満は、大規模地震に対して倒
壊または崩壊する危険性が高いとされ、 Is 値 0.6 以上は、倒壊または崩壊する危険性が低いとされてい
る。
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耐震診断とは、建物が 1981 年 6 月の建築基準法改正以降の新基準と同等以上の耐震性を
有するかを判定するための調査であり、各社団法人（建築士事務所協会等）制定の、
「建
築物耐震診断・改修判定委員会設置要綱」に基づき設置された、耐震判定委員会（以下
判定委員会とする）による審査を経て、改築・補強が必要と判断されれば、耐震設計を行い、
再度判定委員会による審査を通して、最終的に建築業者１によって耐震化工事が行われる。
判定委員会について、判定委員は、大学教授等学識経験者の建築構造専門家によって構成さ
れる。耐震改修促進法や義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づき、特定行政庁や文部科学
大臣から補助金の交付を受ける場合、第三者による客観的な評価である耐震判定委員会の判
定を受ける必要がある。

１

建築業者について、「地方自治法施行令（1947 年）第百六十七条の十の二」に基づき、一般競合入札に
おいて決定する

9
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第2章 問題意識

第1節 問題意識
現状で述べたように公立小中学校は重要な役割を負っているにも関わらず、「公立学校施
設の耐震改修状況調査」によると、2009 年 4 月 1 日現在、全国での耐震化率は平均して
67.0％と低く、また全国最高の神奈川県は 99.8%、全国最低の長崎県は 46.6%と大きく差
が開いていることから、地方格差も生じていることがわかった(図１)。
このように、全国的に耐震化が途上であることは言うまでもなく、住んでいる地域によっ
て公立学校施設の安全性に差が生じるのは問題ではないか。全国で約４万棟もの小中学校が
未だ耐震化がなされておらず、耐震改修に関して早急な対策が必要であろう。
加えて、防災対策特別措置法で市区町村に対し耐震診断の実施、耐震診断の結果の公表が
義務付けられているにも関わらず、耐震診断未実施の建物を保有する自治体は 36 %、耐震
性を非公表にしている自治体も 17%に上っている。このことは、今年 6 月の各紙一面にも
報じられるなど大きな問題として取り上げられた。公表しない市区町村の理由としては、公
表することで市民に不安を与えるということであったが、
公表しないことが耐震化への動き
を鈍らせているのではないか。特に、公立小中学校は児童の教育の安全を確保するだけでな
く、災害時の地域住民の緊急避難場所にも指定されているため、それを利用する地域住民に
は耐震改修状況などの情報を伝えるべきである。
耐震化率向上は日本国民全員に関わってくる重要な問題であるといえるため、上記の問題
を解決することが急務であると考える。そこで本稿では、どのようにすれば耐震化率を向上
できるかという問題意識のもと、各地方公共団体における公立小中学校の耐震化率に影響を
与える要素を分析し、日本政府および各地方公共団体がどのような取り組みに力を入れるべ
きかを検証する。
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第3章 先行研究・本稿の意義

第1節 先行研究
地震に関する研究は多数あるものの、人々の危険回避選好についてものや、地震発生時の
被害における経済被害の予測をしたもの、人々の防災意識についてのものが多く、耐震化に
ついての実証分析はあまり見当たらなかった。その中で「住宅改修に対する支援制度の有効
性：日本における実証分析」
（石川・福重・2006）では、今後予想されている大きな地震（東
海・東南海・南海地震）の被害の予想や、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）における住
宅の倒壊による被害の大きさを指摘し、耐震改修を最優先課題としている。これを受けた
様々な住宅改修における支援制度が各地方公共団体でも行われていていることに着目し、こ
れらの支援制度が居住者の住宅改修に対してどれほどの効果をもたらしているのかを都道
府県別のデータに基づき線形ロジットモデルを用いて分析を行っている。その結果、都道府
県ごとの耐震診断・耐震改修支援制度は住宅の耐震改修率には有効でなかったが、市町村レ
ベルでの耐震診断・耐震改修支援制度は有効であるという結果が導き出された。また「防災
政策による災害被害の軽減効果」
（外谷・2009）では都道府県の 3 期間パネルデータを用い、
自然災害の人的・物的被害と防災政策の関係を、人的・物的被害の指標として「死者数」
「負
傷者数」「一人当たり物的被害額」等を、防災政策として「一人当たり災害復旧投資額」等
を用いて研究している。結果、台風と地震に対し両方とも事前政策が被害軽減に有効である
ことが、特に地震に対しての方がその効果が大きいということが明らかになった。このよう
に地震に対する事前準備である耐震化は地震大国日本においては最重要課題とされている。
しかし、「自然災害リスクの特殊性とそのリスクマネジメントの困難性：企業の自然災害リ
スクマネジメントに関するサーベイ」
（田中・2008）によれば、自然リスクとは一般的に「発
生確率」と「被害の大きさ」の積で表されるが、地震の場合、低い発生確率と被害の規模が
非常に大きく面的な広がりを持つという特殊性から正確なリスクを算出することができず、
そのため、事前対策の困難さがあるとも指摘されている。以上の先行研究より、耐震化は重
要であり、支援制度によって促進させられることもあるが、一方でそれを阻害する要因があ
ることが問題となっていることも明らかになった。

第2節 本稿の意義
以上のようにいくつかは耐震化に対する研究もなされてはいたが、
住宅や企業の耐震化に
着目しているものなど個人の意識の問題に関わるものが多く、あまり具体的な政策が提言さ
れていなかった。そこで本稿では、今まではあまりとりあげられていなかった公立小中学校
の耐震化に着目した。市区町村間・都道府県間での耐震化の格差の原因を探ることで、耐震
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化の支障となっている事柄を明らかにし、新たな対策を打ち出すことができる。更に、住宅
や企業のように個々人の意識にかかわる問題よりも、行政に関わる問題といえることから、
より制度的な面から追究することができると期待している。また分析に使用するデータに関
しては、公立小中学校の耐震化を管轄しているのが主に市区町村であることより、全市区町
村のものを用いた。このため先行研究よりサンプル数が増え、より詳細な分析を行うことが
できた。しかしながら、一部データの制約上市区町村では分析することができなかった項目
については都道府県データを用いて行った。また現状や政策提言については、いくつかの市
に問い合わせることで現場の意見を伺うことができ、現場の声も考慮した研究とすることが
できた。
以上より、本稿では公立小中学校耐震化の障害となっている問題を明らかにし、より耐震
化が進む一助となることを目的としている。そうすることで、子供達に安全で安心な教育の
場を提供すること、さらに学校は自然災害発生時の避難施設としても用いられることから、
近隣住民が安心して暮らせる地域づくりをするという点において、本稿は有益な研究である
と考える。
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第4章 分析

第1節 モデル
市区町村、都道府県の耐震改修需要モデルは線形ロジットモデルが有効である。よって本稿
におけるモデルは以下のように設定する。
＊分析①：市区町村別耐震改修需要モデル＊

1
p ：市区町村別公立小中学校耐震化率

α：定数項

β ：各市区町村の人口増加率

β ：各市区町村の経常収支比率

β ：各市区町村の統廃合計画数

β ：各市区町村の 1981 年以前建築物割合

β ：日本海溝・千島海溝・千島海溝周辺推進地域ダミー

β ：東海地震対策強化地域ダミー

β ：東南海・東海地震対策推進地域ダミー

13
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＊分析②：都道府県別耐震改修需要モデル＊

1
p ：都道府県別公立小中学校耐震化率

α：定数項

β ：各都道府県の人口増加率

β ：耐震診断結果非公表の市区町村数

β ：各都道府県の耐震改修を必要とする一学校あたりの判定委員会数

β ：震度６以上の地震発生確率

β ：各都道府県の 1981 年以前建築物割合

だがロジット変換をすると必然的に誤差項εが不均一分散となるため、最小分散の性質を
失い BLUE（best liner unbiased estimator）ではなくなる。その分散は
であるため、ウェイトをw

v ε

とする。

√

1
上記のような、加重最小二乗回帰モデルを用いるのが一般的であるため本稿においてもウ
ェイトをかけたモデルを採用することとする。
モデルにおける被説明変数の耐震改修率 Pi には、全市区町村と全都道府県の耐震改修率
の二つを用いる。二つモデルを設定する理由は、データ制約から全市区町村のモデルで分析
できない変数を全都道府県においてみるためである。
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第2節 分析（市区町村）
以下、全市区町村で用いた説明変数について述べる。市区町村の分析においては、説明変
数として①地域要因、②財政要因、③学校特性要因、④その他要因に大別できるものを候補
とし、これらが被説明変数にどのような影響を与えるかをみる。
① 地域要因について
東海強化地域ダミー、東南海・南海推進地域ダミー、日本海溝・千島海溝・千島海溝周
辺推進地域ダミーを用いた。東海強化地域とは、大規模地震対策特別措置法（1978 年）第
３条第１項（「大規模な地震が発生する場合に著しい地震災害が生じるおそれがあるため、
地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を強化地域として指定する。」
）
に基づき指
定された、地震防災対策強化地域を指す。推進地域とは、東南海・南海地震に係る地震防
災対策の推進に関する特別措置法（2004 年）第３条第１項（「東南海・南海地震が発生した
場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域
を、東南海・南海地震防災対策推進地域とする」
）、及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（2005 年、東海・東南海と同様の内容）に
基づいて指定された地域を指す。これらに指定されることにより、地震防災体制を強化する
様々な対策の推進を図るよう国から指示を受け、それに関して一部補助も出されるようにな
る。なお、2007 年度全国において一律化される前段階に、強化・推進地域は「安全・安心
な学校づくり交付金」において比較的有利な財政支援の算定方法が取られた。分析に用いた
データは基本的に 2006 年度のものを用いているため、全市区町村の耐震化率のばらつきと
相関をもつものと想定している。すなわちこの変数が仮に正に有意と判断されれば以下のよ
うな因果関係が考えられる。国からの地震の危険性に関する情報を明示されるため、または
国からの補助が優遇されることによって、公立学校の耐震化促進への意識が高まり、地域行
政の重要課題として優先して行われるようになるため、指定外地域よりも耐震化が進むこと
が考察されうる。本来であれば地震発生確率を用いるべきであるが、上記のダミー変数と強
い相関が計測されたために、多重共線性の問題を回避すべく変数から落とすこととした。な
お地震発生確率は都道府県のモデル組み込まれているためここでは説明を割愛する。
それに加え、総務省統計局公表の、都道府県・市区町村別人口増減率（2000 年～2005 年）
を学校耐震改修に影響を及ぼす指標として考え、その値を説明変数に設定する。人口増減率
は自然動態と社会動態の二つからなり、
自然動態：自然増減＝出生児数-死亡者数
社会動態：社会増減＝入国超過数＋国籍異動者数（日本人について）＋市区町村間(ま
たは都道府県間)転入超過数
と定義される。すなわち自然人口増数が多いもしくは社会人口増数が多い市区町村は、居住
地としての評価が高く、市区町村(または都道府県)にとってその状態は望ましいと考えられ
る。すなわちその状態を維持するために建物の耐震改修を積極的に行うインセンティブが生
まれると考えられる。よって正の係数が期待される。
最後に統廃合・改築の計画数を用いた。統廃合・改築が予定される場合、耐震改修を先
延ばしにするか、もしくは行わないという決断が耐震改修を進める主体でとられる可能性が
高いのではないかと考えられる。よって期待される係数は負である。また厳密には、被説明
変数で用いた耐震改修率と同じ年のデータを使うことは正しくないかもしれないが、どの年
度でのデータを用いるかを恣意的に決めることを避けるため、あえて同年のデータを用いる
こととした。
②財政要因について
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各地方自治体の経常収支比率を説明変数とすることで、地方自治体の財政状況が耐震改
修の実施に影響を与えるか否かを調べる。経常収支とは地方公共団体の財政構造の弾力性を
判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経
常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に
収入される一般財源（経常一般財源）、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める
割合。この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るもので
あり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す,また一般的に８０％を超
えると弾力性が失いつつあるといわれている。
よって経常収支比率が高いほど耐震化が遅れ
ていることを示せられれば、財政状況の悪い自治体への対策を検討していかなければならな
い。したがって係数は負であることが期待される。
③学校特性要因について
全市区町村ごとの小中学校全棟数に占める、1981 年以前の学校棟数割合を設定する。
1981 年に特定建築物にかかる耐震化基準が改定され、それ以前の建築物は耐震基準を満た
さないものが多いことは明らかなので過少定式化を避けるために導入した。よって 1981 年
以前学校割合が大きい市区町村においては学校の耐震化が進んでいないという傾向を統計
とらえることが目的である。よって期待される係数は負である。

第3節 考察（市区町村）
以上の説明変数を用いた分析（表 2）より、日本海溝・千島海溝・千島海溝周辺推進地域
ダミー以外の説明変数全てが説明力を持つことから、耐震化率の地域格差の要因は多岐か
つ複合的に考えられるが、まずは、説明変数ごとに順に考察していく。
① 地域要因
人口増加率が高い、すなわち人口の社会増及び自然増の割合が高い地域は、自治体の動き
が活発で地域行政に対する姿勢が積極的であるがゆえに、
耐震改修率に正の影響をもってい
たといえる。統廃合に関しても、予想通りの符号が得られた。すなわち統廃合・改築の計画
により、自治体は耐震化を遅らせているという結果である。しかしこの結果をもってして、
統廃合が問題だ、というわけではない。統廃合・改築を実施すれば、耐震基準を満たさない
学校の総数が減るため耐震改修率は上がるからである。つまり、統廃合・改築か耐震改修か
という二択を早急に選択することが重要であると考える。
次に重点地域ダミーについてであるが、まず、日本海溝・千島海溝・千島海溝周辺推進
地域が説明力を持たなかったことについては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法が施行されたのが 2005 年であることより、2006 年
の耐震化率にほとんど影響しないことが原因と考えられる。よって、東海強化地域、南海・
東南海推進地域についてのみ考察していく。強化・推進地域が正の説明力を持つ結果より、
これらに指定されている自治体において耐震化が促進されていることがわかる。すなわち、
この指定が、耐震改修工事に着手する動きを早めていることが言えるのではないか。先の強
化・推進地域についての説明でも触れたとおり、指定されたことで早急な防災体制の強化を
図らざるを得なくなったため、その一環として公立学校の耐震改修も積極的に行われるよう
になったことがこの結果に表れていると考えられる。補助金の支給も防災体制強化を促進し
た要因としては大きいが、その補助金が公立学校の耐震改修工事にも充てられているかが不
明なため、これが公立学校耐震化率を上げる大きな要因とは断定しがたい。よって、本稿で
は強化・推進地域に指定されたことによる自治体の意識向上が要因であると仮定する。
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② 財政要因
経常収支比率の係数が負の説明力を持つ、すなわち財政状況の悪い自治体は耐震化率も悪
いという当然の結果を受け、耐震工事に関する国からの補助金という形の支援を有効に利用
していないのではないかと考える。
新耐震改修促進法によって補助金について明記されては
いるが、それは耐震診断結果の善し悪しに準じて補助の度合いを設定したものであり、各自
治体の財政状況を考慮したものではない。よって、現在の耐震促進政策が、財政状況の悪い
自治体にとって特段好ましいものとはなっていないため、
さまざまな地域行政の課題がある
中で敢えて耐震工事を優先的に行おうとする機運は高まらないと考える。安全・安心な学校
づくり交付金についても、財政状況にかかわらず一律の割合で補助を出していることから、
同様に財政状況の悪い自治体が耐震改修工事を積極的に行う誘因とはなりがたい。このよう
に財政状況の悪い自治体は依然として耐震化が遅れている中で、来年には補助の期限が切れ
てしまうことは問題であるため、早急に補助の延長を検討すべきである。
財政状況の良し悪しにかかわらず耐震化促進し得るように、補助制度の見直しも徐々に行
うべきであると考える。

以上の経常収支比率や重点地域ダミーの結果から財政面と意識面に大きな要因があるこ
とが考えられるが、ここで注目すべきは 1981 年建物割合の結果である。1981 年以前の建
物、すなわち新耐震基準を満たしていない建物が多い市区町村ほど耐震化率が低いのは当然
のことであるが、そういった市区町村ほど耐震改修工事を行わなければいけない学校数が多
いため、財政状況の善し悪しや耐震化に対する積極性の有無に関わらず、全ての耐震改修工
事を完了させるのに時間がかかる、すなわち耐震化率が上がりにくくなる。これは、財政
面や意識面の問題が解決されていても、耐震工事をスムーズに行える基盤が整っていなけ
れば耐震化が進まず結果が出ないことを表している。よって、耐震改修促進には財政支援
や意識向上施策よりも、実際に工事を行う際に障害となる問題を解決することが第一と考
えられる。

第4節 分析（都道府県）
全市区町村における分析結果、考察を受けて都道府県において設定したモデルについて述
べる。なお財政要因に関して、耐震改修は各市町村が行う施策であるため都道府県の分析に
おいて経常収支比率は用いない。都道府県のモデルにおいては市区町村で設定した分類に加
え、④その他説明変数を取り入れる。また市区町村の分析と重複する変数については触れな
い。
① 地域要因について
まず、耐震改修を進めざるを得なくなるような地理的な特性を示す指標として、地震発
生確率を用いる。市区町村では、強化地域ダミーのデータを用いたため落とした変数であ
ったが、都道府県においてそのダミーを用いる意味はないので、分析の質を上げるという意
味で加えた。地震調査研究推進本部地震調査委員会作成の、「地震ハザードステーション
J-SHIS」にて各市区町村の将来 30 年以内に震度 5 弱及び 6 弱の地震が発生する確率を求
めた値が有効であると考えられる。
しかし両方を説明変数に同時に加えることで多重共線性
が生じることは明らかなので、それぞれを加えた分析を計 2 回行うことで震度の違いによ

17

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009

る耐震改修率への影響を見ることとする。また市区町村における分析同様に人口増減率を
加える。
② 学校特性要因
市区町村の分析同様、1981 年以前学校割合を用いる。
③ その他要因
公立学校の耐震改修に積極的か否かを示す指標として、耐震改修状況の非公表度合いを
設定する。変数の定義としては、
「耐震診断の結果を非公表にしている市区町村の数を、そ
の市区町村を含む都道府県において、1981 年以前でかつ耐震診断を満たしていない学校棟
数で除した値」を用いる。地震対策特別措置法により耐震診断及び改修についての実施状
況を各地方自治体に義務付けているが、非公表に対する罰則規定などが無いため公表してい
ない地方自治体もいくつか存在している。耐震改修を意識的な側面から押し進めるインセン
ティブとして機能していると考えられるため設定した。この説明変数が、正に有意と認めら
れるならば、政策的に効果が認められる。逆に変数として説明力を持たないならば、現行法
よりもより強制力のある法律を制定し、早急な耐震改修を促すといった提言へ繋げることが
期待できるため、候補として上げている。
それに加え、現状で触れた判定委員会を変数として加えている。ほぼすべての都道府県に
判定委員会があるが、各都道府県により耐震改修を必要とする学校数との比率を考えたと
き、全国一律の数だけで十分なのだろうか。そこで判定委員会の数を 56 年以前の建物でか
つ耐震改修を必要とする学校の数で割った、
「耐震改修を必要とする一学校あたりに割り当
てられる判定委員会の数」を変数として採用した。すなわちこの変数の符号が正と推計さ
れれば、判定委員会の数が耐震改修を進める上で阻害要因の一つであると結論付けることが
できる。

第5節 考察（都道府県）
耐震改修状況の非公表度合い変数だけが説明力を持たず、設定したほかの変数はすべて
説明力をもっていた。この結果から、耐震改修状況の公表の義務付けが耐震化を進めるイン
センティブになっていないといえる。市民の不安をあおるという懸念から公表をしないとい
う現状もあるが、政策的には意味が薄いということは言える。
また耐震診断判定機関が多く、新耐震基準を満たしていない建物が少ない都道府県ほど耐
震化が進んでいることから、耐震基準を満たしておらず早急に耐震改修を行わなければなら
ない学校数の多い地方自治体ほど工事の進度が思わしくなく、その要因が耐震工事の判定機
関の少なさであると考察できる。現状で紹介したとおり耐震工事までには耐震診断、判定と
いうプロセスを踏まなければならず、その役割を果たす機関の不足によって、依頼が混雑し、
なかなか進行しないという問題が生じている。実際に取材にご協力を得た吹田市によって、
判定機関及び判定委員の少なさが工事の実施を遅らせていることも要因の一部であると判
明したため、この分析結果はそれを反映したものとなっている。よって、単純な結論ではあ
るが耐震判定機関を多く設置することで学校の耐震改修率を引き上げることが可能である
といえる。
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第6節 理論について
モデルの設定において、用いた理論を以下で紹介する。
本稿の分析モデルで用いたロジスティック関数とは
P =exp

であらわされ、Y の域値は０≦Y≦１であり、βが正の時には０から１へ単調に増加するか
ら累積相対度数と同じ性質をもつ。このとき非線形関数の線形化変換

ln

P
P

)=α

βxi

をロジット変換という。耐震化率を被説明変数に設定しており、耐震化率の理論値は 0％か
ら 100％の値をとるべきであるためロジット変換を含む回帰モデルが先行研究においても
用いられている。しかし、このモデルは分散不均一を必然的に伴う。以下単回帰モデルを設
定してみていく。ある属性をもつものの母集団における比率を Pi、標本にける割合を
Pıとする。Pi はある変数 Xi と共に単調に変化すると仮定すると、その関係がロジスティッ
ク関数であらわされるものとする。このときロジット変換は、上記のものに従う。また Pi
ハットのロジット変換を

yi

P

ln

P

と定義する。ここで、Ni を第 i 水準の標本サイズとして、属性をもつときは 1、持たない
ときは 0 をとる確率変数を Zi と定義すると、Pi ハットは

∑

P=

Z

(i=1,…,m)

と表すことができる。このとき Ni×Pıはパラメータ Pi の二項分布に従うから、Pıの分散は
Pi(１－Pi)/Ni となり、水準ごとに異なってしまうことになる。また、A の Yi に関して一次
近似を行うと

y =ln(

P
P

) ln

P

+

となる。以上のことから、単回帰モデル
y =α
ε

1

βXi

P P

P

P

ε

1
P
Pi Pi i

Pi

が得られ、これをロジットモデルという。誤差項の分散は下のように明らかに分散不均一で
ある。

V(ε )= P

V P
P

=

P

P

よってウェイトを

ωi= V εi =

P

P

とした加重最少二乗回帰を行うというのが一般的であり、
本稿においても採用した方法であ
る。なおこの記述は田中勝人著『計量経済学』に依拠している。
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第5章 政策提言
前章の考察から、公立学校の耐震化を進めるために、下記の３点について政策提言したい。

第1節 PFI 導入の推進
前章の分析・考察で、各市町村の経常収支比率が公立学校の耐震化率に負の説明力をもっ
たことから、公立学校の耐震改修を行ううえで、地方公共団体の財政的な負担を軽減するこ
とが必要であるといえる。公立学校の耐震改修にかかる費用のうち、国は「安全・安心な学
校づくり交付金」という交付金制度を制定し、地震防災対策事業に対する国庫補助として、
小中学校の改築・補強に原則として 3 分の 1、また、Ｉｓ値 0.3 未満の建物に関しては改築
に 3 分の 1、補強に 3 分の 2 の交付金を認めている。しかしながら、昨今の経済不況を考え
ると、市区町村の財政状況は厳しく、国庫補助だけでは耐震改修を進めることができない状
況にある。ここで、財政的な負担軽減のためにＰＦＩという手法の導入を促進するべきであ
ると考える。
１
「ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、民間の資金、経営能力、及び技術的能
力を活用することによって、効率的・効果的に公共施設等の社会資本を整備し、質の高い公
共サービスを提供しようとする公共事業の手法を指す。ＰＦＩのメリットとしては、公共施
設の建設・維持管理・運営を一体的に民間事業者に委託し、その施設の維持管理・運営によ
って民間事業者が収益を得ることで、国又は地方公共団体から民間事業者への支出が部分的
に相殺され、負担コストが低減されうるということが挙げられる。」とある。しかし、公立
学校施設整備へのＰＦＩ手法の導入について、学校運営自体は収益を望める事業ではなく、
児童生徒に対する教育活動自体をＳＰＣ（特定目的会社）が受託して行うことは想定されな
いため、ＳＰＣの経営努力による人件費合理化のメリットが十分に発揮できない。よって
PFI を学校耐震化事業にて行う際の利点は、従来の公共事業において設計、建設、改修、維
持管理、運営等の各業務を分割し年度ごとの発注であったものを、PFI においては各業務を
一括して、長期契約として民間業者にゆだねることにある。すなわち以下の二つの側面から
財政コストを削減できるといえる。
１）財政支出の削減
設計・建設から維持管理・運営を一体的に一つの事業として発注することになり、入札は
設計企業、建設企業及び維持管理・運営企業等が連携して、事業期間を通したライフサイクル
コスト縮減を追求した耐震化事業の計画を立案することになる。
２）財政支出の平準化
PFI では、耐震化事業の財源として国庫補助金と地方債のほか、民間資金を活用する。
（図
3 参照）PFI 事業の財源における利点としては、PFI 事業を活用するにあたり、国庫補助対
１

文部科学省

公立学校施設整備における PFI 活用のあり方について
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象とならない経費と補助対象となる経費のうちの国庫補助金と地方債以外の部分について
は一時的に PFI 事業者が費用を負担し、公立学校の設置者から PFI 事業者へ後年にわたる
割賦払いとして支払うことが可能である。つまり従来型の事業方式であれば一度に多額の一
般財源が必要となり、その点が地方公共団体にとって障害となり耐震化促進を鈍らせる要因
の一つとなっていた。しかし民間資金を活用することで一般財源の支出を事業期間にわたり
平準化することができ、
事業実施初年度における公立学校設置者の支出を伴わずに事業を実
施することが可能となった。
更に、民間事業者を選定する際に、総合評価一般競合入札方式１を採用するため、価格か
ら自動的に落札される一般競合入札とは違い、①児童・生徒の安全の十分な確保、②地域防
災拠点としての機能確保、③児童・生徒の学習環境の向上や外観のデザインに貢献という評
価基準をより満たす耐震設計が採用される。よって、従来よりも安全面や機能面により優れ
た施設へと改修できることが期待され、市民にとっても好ましい事業といえる。
四日市市立小中学校の施設整備事業の例によると、耐震化・老朽化対策のため、四つの小
中学校の改築、改修等を PFI 事業として実施したところ、性能発注や設計・施工一括発注
の採用に伴い民間企業の創意工夫の余地が拡大し、従来手法に比べて市の財政支出が約
30％(約 18 億円 3 百万円)縮減されたという。
ＰＦＩ導入により、ＳＰＣが各種契約を一元化することにより、地方公共団体の手間を省
くことが可能となり、人員削減も期待できる。
文部科学省によると、現在既に多くの地方公共団体が PFI を活用した施設整備に高い関
心を寄せており、公立学校の施設整備についても、2008 年 4 月 1 日時点で、34 事業につい
て PFI 事業の実施方針が公表されており、今後とも各地方公共団体において幅広い活用が
見込まれる。
しかし、ＰＦＩは事業化の過程において、種々の手続き等に数年の期間を要するとともに、
初めて実施する場合等には、公立学校の設置者である地方公共団体の職員に慣れない作業が
発生する等の負担がかかることになる。これをうけ、文部科学省は、「公立学校施設整備Ｐ
ＦＩ事業のための手引書」（2003 年 4 月）、「複合化公立学校施設ＰＦＩ事業のための手
引書」（2004 年 3 月）を取りまとめ、公立学校の設置者が迅速に耐震化に取り組めるよう
に、公立学校の耐震化に特化したマニュアルを作成している。これにより、より多くの地方
自治体が PFI に関心を寄せるよう、また関心を寄せている自治体が積極的に導入を促進でき
るよう、このマニュアルを広め、導入促進を図るべきである。
具体的には、国が市区町村の担当者に対しＰＦＩ導入に関してのセミナーを開講する、市
区町村は住民・議会にＰＦＩに関して説明可能になるように勉強会等を行う、国が定めた耐
震化率の目標に達成できない可能性野ある市区町村は耐震促進計画にＰＦＩの導入につい
て明文化するなどＰＦＩを広め導入しやすい環境を作るべきであると考える。

第2節 耐震判定委員会の拡充
公立学校の耐震化を行うには、まず耐震診断を行い、のちに補強設計、そして工事と
なるが、診断・設計のあとにそれぞれ耐震判定委員会による判定を行わなければならない。

１

地方自治法施行令第 167 条 10 の 2
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この判定委員会の数が少ないために、判定を待たねばならず、耐震改修が進まない状況にあ
るということは、前章の分析・考察から明らかとなった。この結果をうけ、判定委員会の拡
充を提言したい。
ただし、長期的に見ると無作為に拡充しては無駄がでる可能性があると考える。そこで耐
震判定委員会の少ない地域に重点的に設置すべきである。
たとえば四国では高知県にしか判
定委員会がなく、関西も公立小中学校の数に比べ判定機関が少ない。また北海道も学校数に
比べ判定委員会が少なく、さらに周りに都道府県がなく、他県に依頼することが困難である
と考えると現在の状況は十分とはいえないのではないかと考えられる。
以上のように耐震判定委員会を拡充し、依頼を分散させることで、耐震化促進につなげる
ことが可能になると考える。

第3節

公表の有無に対する罰則規定

耐震改修率や耐震診断実施率の公表は 2008 年の改正地震対策特別措置法により義務付け
られているが、公表していない自治体が多くある。その理由として、住民の不安をあおると
いった意見があるが、市民に対して公立施設に関する情報公開を行わないのは大きな問題で
ある。だが、耐震化率の公表の有無と、耐震化率には有意な相関は見られなかった。このこ
とから、耐震改修を進めるインセンティブにつながるはずの原則公表義務化は、耐震化率引
き上げに有益となっていないということがうかがわれる。そこで、公表義務化が耐震化率引
き上げにつながるように、非公表の自治体に対して何らかの罰則を設けるべきであると提言
する。具体的には、非公表であった場合には、耐震改修に係る国庫補助の割合を下げるなど
の政策を導入したい。罰則によって、
より自治体に対する公表の強制力が高まるだけでなく、
耐震化の現状に対する市民のチェックが入ることにもなり、市民と自治体が一体となって耐
震化を進めようと高い意識をもつことにつながるのではないか。このことは結果として、耐
震化促進へ大きな役割を果たすはずである。
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おわりに
本稿では公立学校の耐震化についての国の政策、またそれにも関らず進まない耐震改修工
事に触れ、そこに問題意識を持ち研究を進めてきた。日本では、耐震基準に関する法律が整
備されており、中国四川省の地震の被害は無関係だと考える人もいるであろう。しかし、耐
震基準を満たせていない公立小中学校も多くあり、今後の学校耐震改修を進めていく上で、
本稿が意義のあるものになることを期待している。しかし最後に本稿における課題について
も触れておく。
データの制約や、耐震化に影響を与えていると思われる事柄で変数に盛り込むことができ
なかったものがいくつかある。まずは建築士の偏在の問題である。建築士数は正確に把握さ
れておらず、データを得られなかったために、建築士の偏在による耐震化の遅れを分析する
ことはできなかった。次に、公立小中学校の学校施設のＩｓ値に関して、都道府県別のデー
タはあるものの市区町村別のデータはなく、Ｉｓ値による分類からの分析をすることはでき
なかった。データの体系的な整備が求められる。また、地方公共団体職員の人員不足につい
ては、耐震化事業にかかわる人数の特定は困難で、変数に組み込めなかった。
また、政策についても、判定委員会の拡充を提言したものの、その規模に関しては考慮
できておらず、実現性において課題が残るものとなった。
最後に、全国の公立小中学校が完全に耐震化され、子どもたちが安心して学校に通うこと
ができ、地域住民の安全が守られるようになることを願い、本稿の結びとする。
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図表
表
図 1：都道府県別
別公立小中学
学校の耐震化
化率/耐震診断
断率

耐震化率
耐震診断率

図 2：1981 年以前の公立小中学校に係る
る都道府県別
別耐震化率

デー
ータ出典
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表 1 耐震化に関する法整備の変遷

1981 年
1995 年
2004 年
2004 年
2006 年

2008 年

名称
建築基準法施行令改正

主な内容
新耐震基準法が定まる
新耐震基準法以前の建築物について
耐震改修促進法
積極的な耐震診断・改修を進める。
東海、東南海・南海地震対策としての
東海、東南海・南海地震防災対策推進基本計画
地域が指定される。
日本海溝・千島海溝周辺地震に係る地震防災対 日本海溝・千島海溝周辺地震対策としての地域が指定さ
策の推進に関する特別措置法施行令
れる。
改正地震改修促進法
特定建築物の範囲拡大（小中学校も含まれる。
）
各都道府県に「耐震改修促進計画」の作定を義務化
耐震改修促進税制の導入
ＩＳ値 0.3 未満建築物について、国庫補助率引き上げ

改正地震防災対策特別措置法

公立小中学校について、市町村は耐震診断の
実施・結果公表を義務づけ

表 2 分析結果（市区町村）

変数

係数

定数
人口増加率
経常収支比率
統廃合計画数
1981 年以前建築物割合
日本海溝・千島海溝周辺海溝地震対策地
域ダミー
東海地震対策強化地域ダミー
東南海・東海地震対策推進地域ダミー
*** ：有意水準１％

ｔ値
1.014767
0.011768
-0.00232
-0.00081
-0.01366

25.78395
6.505907
-11.33716
-2.995286
-25.95711

***
***
***
***
***

0.038706

1.224055

0.398423
0.072851

15.01781 ***
4.258494 ***

表 3 分析結果（都道府県）

変数

係数

定数
人口増加率
耐震診断結果公表の有無
判定委員会
震度 6 以上の地震発生確率
1986 年以前の建物割合
***：有意水準１％

ｔ値
0.659877
0.03242
-1.8077
49.63654
0.004086
-0.01126

26

3.320176
2.709016
0.6251
3.708815
4.385344
-3.68732

***
***
***
***
***
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表 4 基本統計量（市区町村）

人口増加率
経常収支比率
統廃合計画数
1981 年以前建築物割合
日本海溝・千島海溝周辺海溝地震対策地
域ダミー
東海地震対策強化地域ダミー
東南海・東海地震対策推進地域ダミー

平均
-1.93194
73.02408
2.294889
60.67189

中央値
-2.21213
88.95
0
61.5

最大値
29.9
112.4
229
100

最小値
-32.8
0.1
0
5.6

歪度
0.529939
-1.45362
14.27901
-0.32418

0.068874

0

1

0

3.408265 9.629025 0.253324

0.085845
0.211664

0
0

1
1

0

2.959726 6.768849 0.280227
1.41311 -0.00313 0.408622

0

尖度
3.685147
0.288699
313.804
0.00169

標準偏差
4.886668
35.72795
8.795651
17.71337

表 5 基本統計量（都道府県）

人口増加率
震度 6 以上発生確率
1981 年以前建築物割合
判定委員会
統廃合計画
耐震診断結果公表の有無

平均
中央値
最大値
最小値
歪度
尖度
標準偏差
-0.44255
-0.8
4.2
-3.7
0.803646905 0.371513 1.807562
16.65319
6
99.9
0.1
2.080320578 4.091489 23.88969
61.2
61.3
78.8
33.1
-0.721362811 3.774387 7.423289
0.001301 0.001088 0.008646
0
3.14442578 12.12252 0.001577
0.071793 0.050052 0.246311 0.004036
1.304106619 1.438198 0.054157
0.005687 0.003057 0.023237
0
1.018382184 0.247749 0.005977

図 3 PFI 事業に係る財源構造の例

出典：文部科学省「公立学校耐震化 PFI マニュアル」
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