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１.はじめに 

 
近年、少子高齢化の到来、情報化の進展、深刻化する環境問題など社会情勢が急

激に変化し、本市では、３度にわたる旧宝飯郡（一宮町、音羽町・御津町、小坂井

町）との合併による市有施設の急激な増加、さらに厳しい財政状況、地方分権の更

なる推進、多様化・高度化する市民ニーズなど行政をとりまく環境も大きく変化し

ています。このような状況下において、地方自治体は時代の変化へ的確に対応する

行政サービスが求められ、現在の厳しい財政状況下においては、何よりも鋭いコス

ト感覚を持って事業展開をしていくことが必要となります。特に、大きな経費を要

する施設の建設や維持管理費等については、効率的な施設運営を図ることにより、

施設に要する全体経費の一層の節減を推進していくことが重要となります。 

そのためには、施設を経営資源と捉えるファシリティマネジメントの観点が必要

不可欠となり、長期的かつ経営的視点に基づいた資産の活用・効率的な維持管理、

補修、新築に対処するような計画を策定することが急務であると考えられています。 
 

２.研究会の設置 

 
 平成１８年２月の宝飯郡一宮町に始まり、平成２０年１月音羽町・御津町、平成

２２年２月小坂井町とそれぞれ合併し、豊川市は人口１８万人、面積１６０㎢の東

三河地域の中心的都市になりました。その結果、新豊川市においては、同種類、同

規模の施設が多数の行政財産となりました。 
その一方で、少子高齢化社会を迎え、人口減少の進展による公共施設の利用者の

減少や高齢化社会に対する老人福祉施設へのニーズの高まりなど、社会構造の変化

に対応しなければならない時代に突入しました。また、現在の公共施設は、高度経

済成長期に急速に整備されたものが多く、そのほとんどが間もなく建替えや大規模

修繕などのピークを迎えることを控え、長期的かつ経営的視点に基づいた資産の活

用・効率的な維持管理、補修、新築に対処するような計画を策定することが急務と 
なっています。 
 そのため、公共施設の管理を担当する関係各課により研究会を組織することで、

豊川市における現状と課題を洗い出し、今後、施設の大規模な修繕計画や維持管理

の平準化、そして施設の統廃合について検討するとともに、今後の公共施設の方向

性についての提案を行うこととなりました。 
なお、本研究会の活動費については、企画政策課所管の政策研究グループ活動費

補助金を利用し、調査研究をするものであります。 
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３.研究会開催実績 

研究会は、計１４回の会議等を開催しました。研究テーマを「公共施設の有効

活用と効率的な維持管理の対応について」とし、第９回研究会まで、研究テーマ

に沿って検討し、先進地視察は２回(浜松市・平塚市)実施しました。なお、実績

は次のとおりです。 

平成 22年 6 月 30 日 第１回 

【議題】①政策研究グループの設立について 

②ファシリティマネジメントの推進について 

③今後のスケジュールについて 

平成 22年 7 月 27 日 第２回 

【議題】①豊川市学校施設等整備計画（案）について 

②浜松市の資産経営の取組みについて 

③市町村ゼミナールについて 

平成 22年 8 月 3 日 市町村ゼミナール参加 

【講演】『公共ファシリティマネジメントの課題と戦略』 

    講師：日本ファシリティマネジメント推進協会調査研究委員会 

       財務部長／プロコード・コンサルティング代表 松成和夫氏 

『資産経営の取組みについて 輝く浜松市の未来へ～持続可能な行財

政運営のために～』 

講師：浜松市役所財務部資産経営課 ＦＭ企画グループ 松野英男氏 

平成 22年 8 月 25 日 第３回 

【議題】①施設カルテについて 

    ②豊川市ファシリティマネジメントの取組みスケジュールについて 

    ③浜松市の視察について 

平成 22年 9 月 27 日 先進地視察① 

【視察】視察先 静岡県浜松市 財務部資産経営課 

    平成１７年７月に３市８町１村による合併で人口８２万人、面積１，

５１１．１７㎢となり、平成１９年４月には、政令指定都市へ移行した

浜松市。第 1次行財政改革推進審議会で保有財産の抜本的な見直しが求

められ、横断的な視点による財産に関する取組みを本格化するため、財

産管理と資産経営を一本化し、資産経営の推進を図っており、本市の参

考とするため研究会６名で視察に伺いました。 

平成 22年 9 月 30 日 第４回 

【議題】①浜松市の視察報告について 

    ②浜松市への質問事項について 

    ③豊川市のファシリティマネジメントの方向性について 
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平成 22年 10 月 21 日 講演会 

【講演】『公共ファシリティマネジメント戦略』出版記念講演会 

講師：中津ＦＭコンサルティング代表取締役 中津元次氏 

   プロコード・コンサルティング代表 松成和夫氏 

   久米設計プロジェクトマネジメント部主査 萩原芳孝氏 他 

平成 22年 10 月 29 日 第５回 

【議題】①支所の利活用について 

②「公共ファシリティマネジメント戦略」について 

③豊川市のファシリティマネジメントの方向性について 

平成 22年 11 月 25 日 第６回 

【議題】①公共施設保全の考え方について 

②先進地の取組み（神奈川県平塚市）について 

 ③豊川市のファシリティマネジメントの方向性について 

平成 22年 12 月 21 日 第７回 

【議題】①先進地視察（神奈川県平塚市）について 

 ②研究会報告書について 

平成 23年 1月 12 日 講演会 

【講演】愛知県市町村職員課題解決プロジェクト講演会 

    『公共施設の統廃合とＦＭ戦略』 

講師：中津ＦＭコンサルティング代表取締役 中津元次氏 

   プロコード・コンサルティング代表 松成和夫氏 

    『浜松市における資産経営の取り組み～保有財産の縮減と適正化への

挑戦～』 

    講師：浜松市役所財務部資産経営課 ＦＭ企画グループ 松野英男氏 

 

平成 23年 1 月 14 日 先進地視察② 

【視察】視察先 神奈川県平塚市 総務部財産管理課 

    平塚市は、昭和 7年に人口３万６千人で市制を施行され、その後昭和

３０年代後半から昭和４０年代にかけて人口が急増し、現在では、人口

２６万人、面積６７．８８㎢の神奈川県湘南地区の中心的都市でありま

す。人口の急増に伴い昭和４０年代後半から昭和５０年代に整備された

施設も数多く、施設の老朽化や大規模災害への対応など新たな行政課題

へ的確に対応するため、平成１８年に「平塚市公共施設総合的管理基本

方針」を策定され、公共施設の長寿命化や有効活用に先進的に取り組ま

れており、本市のファシリティマネジメント推進のために参考とするた

め視察に伺いました。 
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平成 23年 1 月 24 日 第８回 

【議題】①平塚市の視察報告について 

    ②研究会報告書について 

平成 23年 2 月 28 日 第９回 

【議題】①研究会報告書について 

    ②今後のファシリティマネジメントについて 

その他 

 ・市町村アカデミー 政策課題研修課程への参加 

  「公共施設の有効活用と大量更新への対応① ～ファシリティマネジメントに

基づく資産管理～」 

  出席者：管財契約課 石黒友作 

  期 間：平成２２年６月２９日（火）から７月２日（金）（４日間） 

      企画部人事課予算 

 

・（社）日本ファシリティマネジメント推進協会主催講演会への参加 

「ＦＭ戦略と保全データベース －公共建築を有効に活用するために－」 

出席者：管財契約課 荒木誠二 

日 時：平成２２年９月２９日 

    総務部管財契約課予算 

 

・平成２２年度建築物の維持・保全研修への参加 

「建築保全に関し必要な知識及び地球温暖化や高齢化などの社会変化に対応し

た建築物の維持管理方法の習得をはかる。」 

出席者：管財契約課 石黒友作 

期 間：平成２３年１月１７日（月）～１月２１日（金）（５日間） 

    総務部管財契約課予算 
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４.ファシリティマネジメントの背景 

Ⅰ．自治体と公有資産を取り巻く現状 

１．公有資産改革の背景 
 ⑴ 公共施設等の需給バランスの変化 
  ① 人口減少の進展と人口構成の変化 
     日本の将来推計人口（平成１８年国立社会保障・人口問題研究所）では、

中位推計によりますと２００４年には１億２，７００万人とピークにあり

ましたが、２０２０年頃までは緩やかに減少を続け、その後は加速度的に

減少が進むものと予想され、２０５０年には、９，０００万人台、２１０

０年には６，０００万人を下回り、現在の人口が半減すると推測されてい

ます。人口減少社会の到来により今後、公共施設を利用する住民が全般的

に減少し、その結果、地方公共団体においては未利用・低稼働の公有資産

が増加するものとみられます。 
     また、人口の減少と同時に人口構成にも大きな変化が表れ、少子化の進

行により児童・生徒数が大幅に減少し、これにより小中学校の統廃合が進

み、廃校となった学校施設の利活用、または学校施設の取壊し後の跡地の

利活用の進め方が課題となっていきます。 
     一方では、高齢化の急速な進展により高齢者福祉施設などの公共サービ

スの需要増加へどのように対応していくかが課題となっていきます。 
   ② 市町村合併による余剰施設の発生 
     地方自治体では、いわゆる「平成の大合併」により、市町村合併の推進

の結果、庁舎を始めとし余裕施設・余剰施設が顕在化し、重複する機能を

もつ公共施設等の集約化、整理・再編が求められます。今後、未利用・低

稼働の公共施設をどのように処分・利活用が重要な課題となっていきます。 
  ⑵ 安全性の確保と環境等への配慮 

① 安全性の確保 
建築基準法の「新耐震基準」が施行された昭和５６年以前に竣工した建

築物のなかには、十分な耐震性能を確保できていない公共施設等が多くあ

ります。「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査報告書」（消防

庁国民保護・防災部防災課）によりますと、平成２１年度末時点で防災拠

点となる公共施設等の耐震化率は７０．９％となっております。公共施設

の安全性確保は大きな課題であり、速やかな耐震診断の実施と、これに基

づく耐震補強工事等により安全性を確保する必要があります。 
② 環境等への配慮 
施設面において、高度情報化への対応、省エネルギー法の改正による環

境負荷の削減、バリアフリーへの対応など環境変化を踏まえた新たな機能

ニーズに対応していく必要があります。 
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  ⑶ 既存施設における維持更新時期の集中化 
    現在の公共施設は、一般的に高度経済成長時に整備されたものが多く老朽

化の問題に直面しており、今後、建替えや大規模改修に係る多額の維持更新

費用が必要となります。また、これらの施設は間もなく一斉に耐用年数を超

え、維持更新投資を集中的に行わなければならない時期を迎えます。また、

その 10年後から 20年後には、バブル崩壊後の景気対策等により、大量に整
備されました公共施設についても更新時期が到来します。このような状況で

ありますので、住民にとって必要な施設で行政が供給しなければならない施

設につきましても、利用者の安全性を確保する意味からも適切に維持更新投

資を行っていく必要があります。 
  ⑷ 自治体財政の現状 
    国立社会保障・人口問題研究所の中位推計では 2005年から 2035年の 30

年の間に主な納税者層となる 19～69歳人口が 21.9％減少するものと予想さ
れ、これまでのような水準の税収を確保することは難しいものと思われます。

その一方、高齢化の進展に伴う財政需要の増加が見込まれるなど、地方自治

体における財政状況は今後ますます厳しい状況になるものと予想されます。 
    厳しい財政状況を背景に、近年、地方自治体の財政破綻が問題視されるよ

うになり、地方自治体の財政の健全化に資することを目的とし、2009年「財
政健全化法」の施行され、健全化判断比率として実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率、将来負担比率からなる４指標が示され、多様な視

点から総合的かつ客観的な形で財政状態を把握することが求められること

になりました。 
    さらに財政健全化法の整備とあわせて、従来の会計制度（現金主義・単式

簿記）から新公会計制度（発生主義・複式簿記）への整備が進められていま

す。 
 ２．地方公共団体における行政改革の推進 
   財政状況が厳しさを増し、より一層財政規律の向上が求められる中、地方公

共団体に対し、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」

（平成 18年 8月 31日付け総務事務次官通知）が以下のとおり示され、一層の
行政改革の推進に努めるものとされています。 

  ⑴ 行政改革への取組み 
① 総人件費改革 

地方公務員の職員数については、一層の縮減を図ることとし、地方公

務員の給与については、地域民間給与の更なる反映に向けた取り組みを

図ること、さらに特殊勤務手当等の制度の趣旨に合致しないものや不適

当な支給方法について、是正を図ること、人員や給与水準の適正化を図

ることとされています。 
② 公共サービス改革 
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平成 18年に施行された「行政改革推進法」を踏まえ、公共サービス
として行う必要のないもの、その実施を民間が担うことができるものに

ついては、廃止、民営化、民間譲渡、民間委託等の措置を講ずるなど公

共サービスの総点検を実施することとされています。 
③ 外郭団体改革 

      平成 20年 6月の「経済財政改革の基本方針 2008」の閣議決定に伴い、
地方公社、第三セクターなど外郭団体については、その存続を含めた経

営改善や行政関与の見直しなど集中的な改革を進めることとされてい

ます。 
④ 地方公会計改革 

 ア 公会計の整備 

      地方公共団体においては、原則として国の作成基準に準拠し、発生主

義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り、貸借対照表、行政コスト

計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の４表の整備を標準とし、

地方公共団体単体及び関連団体等を含む連結ベースで公会計の整備の

推進に取り組むこととされています。 

イ 資産・債務管理 

地方公共団体においては、財務書類の作成・活用を通じて資産・債務

に関する情報開示と適正な管理を一層進めるとともに、未利用地財産の

売却促進や資産の有効活用など、所有する資産のあり方を見直し、資産

改革の方向性と具体的な施策を策定するものとされています。 

  ⑵ 公有資産改革の意義 
    「自治体と公有資産を取り巻く現状」及び「地方公共団体における行政改

革の更なる推進のための指針」を踏まえ、今後地方自治体においては、所有

する資産全般について、以下の「公有資産改革」を推進していくことが必要

となります。 
① 環境の変化や施設の状況等からみて、必要性の乏しい資産については、
未利用資産を含め、売却、貸付、今後必要とされる他用途への転用など

の促進を図ることが必要となります。 

② 必要性の高い資産については、適切な維持管理、改修等による長寿命化
やリスク負担の低減、分散して所在する同一機能施設の集約化の促進及

びこれに伴う余剰施設の売却・貸付等を図ることが必要となります。 

 

Ⅱ．公有資産マネジメント 

 １．公有資産マネジメントの意義 
   公共施設等の需給バランスの改善、安全性の確保と環境等への配慮、維持更

新投資の平準化、財政負担の軽減・平準化を図っていくためには、資産を所管

する担当課による対処療法的対応や個別資産単位での検討・対応から脱するこ
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とが必要となります。そのためには、情報の共有化、対応の一元化を図りなが

ら、全庁的視点に立ち、総合的かつ戦略的に公有資産の処分・有効活用等を行

い、最適な形で公有資産の所有・利活用・維持管理をマネジメントすることが

不可欠であります。 
 ２．ファシリティマネジメントの定義 
   ファシリティマネジメントとは、土地・建物・設備とする財産を経営資産と

してとらえ、経営的な視点に基づきまして、総合的・長期的観点から設備投資

や管理運営を行うことにより、施設に係る経費の最小化や施設効用の最大化を

図る経営管理の手法をいいます。 
 
Ⅲ．ファシリティマネジメント推進の実施方策 

 １．ファシリティマネジメント推進の方策 
ファシリティマネジメントの推進を図るため、具体的に次の取り組みを行い

ます。 
  ⑴ 公有資産に係るデータベースの構築 
    データベースの構築は、土地・建物などファシリティ情報の一元化・共有    

化を図り、経営戦略を講じるために非常に重要であり、その基礎である公有

資産の全容を把握しておくことがたいへん重要であります。 
  ⑵ 施設総合評価システムの構築 
    データベースの構築に加え、次に評価システムとして、個別設計に係る設 

計・建設から維持管理・運営、解体処分に至るまでの生涯費用、いわゆるラ

イフサイクルコストを算出して、今後、中長期的にそれぞれの施設において

どの程度の財政負担が発生するかを的確に把握することが必要です。次にそ

の資産の必要性、物理的性能、経済的価値といった施設状況を調査し、多角

的な視点から分析・評価する資産アセスメントを行います。 
  ⑶ 施設の利活用の促進 
    施設総合評価の結果から、より効果的に施設空間を利用することが望まし    

いもの、あるいは他用途への転用が望ましいものなどについて検討を行い、

施設の有効利用を図ります。 
  ⑷ 維持保全業務の適正化 
    修繕工事や管理委託費などの維持保全業務の適正化を図るため、これまで

所管課ごとに予算化されている修繕費をできる限り集約し、計画的、効率的

な施設保全を行うことが必要です。 
  ⑸ 土地の利活用の促進 
    現在、十分に活用されていない土地や具体的な利用計画を持たない土地に

つきましては、利活用や売却の促進を図ります。 
  ⑹ 光熱水費の削減 
    電気・機械設備などについては、運用方法の改善を行い、エネルギー消費    
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量及び光熱水費を削減し、環境負荷の低減と運営経費の縮減を図ります。 
  ⑺ 職員意識改革の推進 
    職員一人ひとりのコスト意識を向上させ、業務の経営的運営能力を高める

ため、職員の意識改革を進めます。 
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５.豊川市の現状と課題 

Ⅰ.市有施設の保有状況について 

（１）豊川市の現状 

   豊川市の保有する建物は、平成２２年度当初で約１，４２０棟、延べ面積で

約６１万８千㎡、平均築年数は約２５年となっています。 

   １０年後の平成３２年度（２０２０年度）には、築後３０年を経過するもの

（１９９０年以前のもの）が全体の半数を超えるなど、施設の老朽化が進み、

その修繕・維持管理費等はますます増加する状況にあり、さらには、耐震化の

対応などによる改修費も、大きな経費となっています。 

 

 

 

約１，４２０棟 約６１．８万㎡＝１８．７万坪→再調達価格１，８７０億円 

        ３．４㎡／人口 

 

また、豊川市が保有する土地は、平成２１年度末現在で約４５６万㎡となっ

ており、行政財産が約３２６万㎡、普通財産が約１３０万㎡となっており、こ

れらに係る維持管理費用等の経費も、今後おおきなものとなっていきます。 

 

市有施設の保有状況 
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 （２）厳しい財政状況 

   現在の財政状況下においては、市有施設の従前同様の建て替えが極めて困難

な状態であることから、既存施設の用途変更や大規模な模様替え等の有効な利

活用を検討する必要があります。 

   また、多様な手法を駆使し、計画的な改修を行うことにより施設を長期的に

使用し、将来的な更新需要を抑制するとともに、多様化する市民サービスへの

的確な対応が必要です。 

 

 （３）所管部課ごとによる分散管理体制 

   現在、施設の保全は、所管部課あるいは施設ごとに管理されており、統一さ

れた管理運営方法や基準がなく、また施設の不具合が生じた場合に対応すると

いう対処療法的な対応となっています。 

このようなことから、一つの部門が横断的に土地や建物を総括する視点を持

ち、各所管は本来の運営・管理を中心に行うなど、公共施設の事業運営管理と

施設維持管理が、効率的に機能し合う体制を構築する必要があります。 

 

 （４）社会情勢の変化 

   平成１９年の豊川市の合計特殊出生率は、１．４９で、全国平均の１．３４

や愛知県平均の１．３８よりもやや高い水準にあります。平成２２年の国勢調

査の速報値においては、豊川市の人口は若干増加していますが、その勢いは鈍

化し、出生率の低下などを背景に１４歳以下の年少人口の割合が減少する一方、

６５歳以上の老年人口の割合は急激に増加しており、今後とも、少子・高齢化

が急激に進展していくものと考えられます。 

   このような人口構成の変化に合わせ、施設の機能やあり方の見直しも必要と

なります。 

 

 （５）環境問題への対応 

   京都議定書の発効など、環境問題への関心が地球規模で高まる中、豊川市に

おいては、施設の延命化を図り、建設廃棄物の発生抑制を行うと共に、適切な

維持管理による省エネルギー対策等環境負荷の低減に向けた具体的方策が必

要となります。 

 

 （６）様々な課題への対応 

   このような様々な課題に対応するため、土地・建物・設備とする財産を経営

資産としてとらえ、経営的な視点に基づきまして、総合的・長期的観点から設

備投資や管理運営を行うことにより、施設に係る経費の最小化や施設効用の最

大化を図る経営管理の手法であるファシリティマネジメントの導入が必要と

なります。 
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Ⅱ.市有財産の利活用について 

（１）財産とは 
  豊川市の保有する財産を大きく分類すると行政財産と普通財産に分類されま

す。行政財産は、政策的な利用目的のために保有し、事務事業を実施しているも

ので、普通財産は、行政目的で活用していないものあるいは行政財産として活用

していたが、現在はその用途を廃止し活用しなくなった財産を言います。 
 
（２）行政財産 
  豊川市においては、４町との合併により同種同規模、多種多様な施設が行政財

産となりました。そのため、保有施設それぞれのデータを一元化し、施設評価を

導入することにより、施設の見直しや統廃合、運営管理などについて検討し、質

の向上や効率的な運営により最適化する必要があります。 
  また、施設分類ごとに、豊川市総合計画や市政方針などの将来ビジョンに合わ

せたそれぞれの施設の今後の活用方針や将来像を示す必要があります。 
 

各施設の保有状況（用途別建物面積）         2010. 4. 1 現在 

用途区分 棟数 面積 面積割合 

官署 35 32,276.69 5.22% 

会館施設 13 21,978.23 3.55% 

高齢者福祉施設 22 14,129.75 2.29% 

障害者福祉施設 3 907.63 0.15% 

児童福祉施設 84 25,348.67 4.10% 

その他福祉施設 12 4,477.87 0.72% 

健康施設 9 5,162.54 0.83% 

墓園施設 4 70.08 0.01% 

処分場施設 11 2,257.39 0.37% 

処理施設 18 21,614.00 3.50% 

農業施設 6 890.00 0.14% 

観光施設 10 2,376.05 0.38% 

公共駐車場施設 4 38,636.02 6.25% 

公共駐輪場施設 8 2,582.10 0.42% 

コミュニティ施設 55 14,423.26 2.33% 

公園施設 146 3,924.72 0.63% 

公営住宅施設 144 87,932.06 14.22% 

消防施設 54 7,679.85 1.24% 

防災施設 38 1,113.81 0.18% 

学校施設 537 244,865.13 39.60% 
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生涯学習施設 26 18,892.18 3.06% 

体育施設 56 25,517.58 4.13% 

学校給食施設 20 5,612.47 0.91% 

汚水処理施設 5 2,527.17 0.41% 

水道施設 53 3,992.00 0.65% 

公立病院施設 32 25,764.00 4.17% 

その他施設 15 3,323.71 0.54% 

合計 1,420 618,274.96 100.00% 

 
（３）普通財産 
  行政目的で活用していない財産を普通財産としていますが、その利用形態で見

ますと行政的な目的で使用している財産など様々な資産があります。 
  今後、適正な利用と管理の観点から、普通財産を「事業財産」「計画財産」「貸

付財産」「遊休財産」に区分し、それぞれの役割ごとに管理体制を確立し、個別

資産をデータベース化し、一元管理のもとに戦略的な財産活用に取り組む必要が

あります。また、遊休財産については、土地開発公社の長期保有土地も含めて、

一時貸付や民間への売却などを検討する必要があります。 
①事業財産 
   市が行政目的で保有している財産、もしくは市に代わって事業を実施してい

る事業者へ貸付している財産。行政目的の利用であることから、事業担当課の

管理を基本とし行政財産と同じく施設評価による施設のあり方や管理運営な

どを検討する必要があります。 
②計画財産 
   道路整備や建物整備などの事業計画のために保有している財産。事業計画を

実行する所管課による管理を基本とし、事業計画期間の明確化と進捗状況の確

認による管理を行います。 
③貸付財産 
   事務事業以外の目的で貸付契約などにより活用している財産（一時使用は遊

休財産）。貸付の利用状況を把握するとともに貸付先への処分や適正な利用へ

の指導と貸付料の徴収をします。 
④遊休財産 
   事業財産、計画財産、貸付財産のいずれにもあてはまらない普通財産。一時

貸付や民間売却も含め検討し、遊休財産の縮小と有効活用について検討する必

要があります。 
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Ⅲ．合併経過に伴う支所の利活用について 

（１）現 況 

平成１８年２月１日に旧一宮町と合併し、５年が経過する中で旧音羽町・旧御津

町・旧小坂井町とそれぞれ合併し、現在の４支所が稼働する状況になりました。現

在の利用状況は下記のとおりですが、４支所は合併年次も異なり、それぞれの地域

特性や業務形態も様々です。また、合併による職員配置等の見直しが行われ、庁舎

内に空きスペースが生じるなどの問題があります。 
 
各支所の施設規模一覧 

庁 舎 名 一宮庁舎 音羽庁舎 御津庁舎 小坂井庁舎 
構造 鉄骨鉄筋コンクリ

ート造３階 
鉄骨鉄筋コンクリ

ート造５階 
鉄骨鉄筋コンクリ

ート造３階 
鉄筋コンクリ

ート造４階 
敷地面積 約 12,300㎡ 7,699㎡ 3,937㎡ 7,804㎡ 
延床面積 3,015㎡ 5,242㎡ 3,019㎡ 3,622㎡ 
職員数 １２０名 

支所 １３名 
上下水道部 ９２名 
企業立地 ５名 

６９名 
支所 １３名

教育委員会５６名 

１４名 ２５名 
支所 １７名 

社会福祉協議会 ５名 
シルバー人材センター ３名 

配置部署 一宮総合支所 
上下水道部 
企業立地推進課 

音羽支所 
教育委員会 

御津支所 小坂井支所 
教育委員会分室等 

駐車場台数 ５７台 １１６台 ８８台 ５７台 
竣工時期 昭和４８年 

平成元・８・１６年改装 
平成１１年 昭和 51年 

平成 13年増改築 
平成 16年改装 

昭和５４年 
平成５・９年改装 

最寄駅 ＪＲ飯田線 
三河一宮駅 

名鉄本線 
名電赤坂駅 

ＪＲ東海道本線 
愛知御津駅 

名鉄本線 
伊奈駅 

（２）課 題 

①使用料について 
    貸付を行う場合、使用料の金額を提示する必要があります。 
②セキュリティについて 

    支所機能等と分離して貸付けを行う場合には、一定の基準により、セキュ

リティ対策を講じる必要があり、改修費等に多額の経費を要する必要があり、

場合によっては利用時間を限定する必要があります。 
③利用者の選定について 

    空きスペースについて利用希望者が、多数集まった場合には選考基準を明

確にする必要があります。 
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  ④支所の施設・設備の保全について 
    支所の利用に関しては、音羽支所を除く３支所が建築後３０年以上を経過

しております。そのため、施設及び設備が老朽化し改修の時期を迎えている

状況があり、今後、昇降機・非常用電源・空調設備等の改修が必要となりま

す。 
 
（３）利活用方法の検討 

①市の組織を最優先に、国・県などの行政組織の事務所として活用します。 
②公共的団体等の事務所として活用します。 
③地域交流の場として活用します。 
④民間企業への貸事務所や貸しスペースとして活用します。 
※上記①から順次優先的に検討し活用を図ります。活用見込のない場合には、

用途の変更や取り壊し等を含め再度検討します。 
 
上記のような検討より、支所の利活用については、別途利活用に関する基準等定

め検討をする必要があります。 
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６．先進地視察報告 

 少子高齢化社会に直面し、近い将来には人口減少期を迎えるとともに昭和５０年

代に整備された多くの施設が、建て替えや大規模な改修の必要が生じてきています。

また、平成の大合併により、同種同規模、多種多様な施設を保有する自治体が増加

し、同じような課題を抱えているのが現状です。中でも平成１７年７月に３市８町

１村の合併により政令指定都市となった静岡県浜松市と昭和３０年代後半から４

０年代の高度経済成長期の人口急増により多くの施設が整備され、今後の少子高齢

化の進展や人口減少に対応するために中長期的な視点で総合的に施設管理してい

る神奈川県平塚市は、地域における問題点を洗い出し、先進的なファシリティマネ

ジメントの取組みを実施しているため、参考として視察することにしました。 

 その先進地視察の報告については、次のとおりです。 

Ⅰ． 静岡県浜松市 

１ 視察先及び応対者 

静岡県浜松市役所 財務部資産経営課ＦＭ企画グループ主任 松野英男氏 

２ 日 時 

平成２２年９月２７日（月） 午後２時～午後４時 

３ 参加者 

柴谷好輝・荒木誠二・梅野忠彦・石黒友作（管財契約課）、櫛田正人（企画

政策課）、峯田保広（小坂井支所） 

４ 報 告 

平成１７年７月に３市８町１村による合併で人口約８２万人、面積１，５１

１．１７㎢の新浜松市が誕生し、その後平成１９年４月には、政令指定都市へ

移行し、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区の７つの区が設置さ

れ、都市部から中山間地域までの多種多様な地域が存在する都市となりました。

この合併により、膨大な施設を保有することになり、旧市町村単位でシンボル

的な施設や設置目的から規模、機能とも多種多様な施設が点在するとともに、

利用目的が類似している施設や当初の設置意義が薄れ、低利用化している施設

も見受けられ財産に関する抜本的な見直しの必要が生じてきていました。 

このような状況の中、浜松市では、第１次浜松市行財政改革推進審議会にお

いて、保有財産の抜本的な見直しが求められ横断的な視点による財産に関する

取り組みを本格化させるため、企画部内に資産経営課が設置されました。その

後、財務部管財課と統合し、財務部資産経営課となり、財産管理と資産経営を

一体化した資産経営の推進を図っており、今後のファシリティマネジメントの

参考とするため今回、視察することにしました。 

◆浜松市の取組み 

（1）浜松市資産経営推進方針の策定 
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浜松市においては、「浜松市行政経営計画」のもと、行政改革に率先して

取組み、様々な分野にわたり、組織編成や事務事業の統廃合など一定の成果

を上げてきましたが、土地や建物などの保有財産に関する改革は思うように

進んでいませんでした。市が保有している財産は、これまで市民から納めら

れた大切な税金をもとに、取得や整備をしてきたものであります。限られた

財源の中、市民の貴重な財産を有効に活用し、簡素で効率的な施設運営に一

層努めていくことは、未来に持続可能な行財政運営のための大きな役割であ

ると考え、保有する財産の見直しや処分・活用、運営管理などに関するすべ

てを資産経営と位置づけ、経営の視点から確実な保有財産の改革を実行する

ものとして「浜松市資産経営推進基本方針」を定められました。 

   (2) 資産経営の推進にあたっての基本的な考え方 

    これまでどおり、保有している財産のすべてを維持し続けていくことが困

難な状況の中で、「見直すべきところは見直し、投資するべきところは積極的

に投資する。そして、活用できるものは最大限活用する。」戦略的なしくみづ

くりが必要と考え、従来の所管別による管理体制と公有財産における考え方

を見直し、保有している土地と建物の総括的な一元管理の確立と「保有する

財産」から「活用する資産」への意識転換を目指しています。 

    そして、資産経営推進のための手法としてファシリティマネジメントを導

入することにより、徹底したコスト意識改革と経営感覚を持った効率的な資

産運営、最少の経費で最大の効果の実現に取り組んでいます。 

※資産経営の全体イメージ 

 
   ※浜松市資産経営推進基本方針より抜粋 
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（3）資産経営を推進するための要件 

   資産経営の推進にあたっては、財産に関するデータの一元化と庁内の意思

統一を図る必要があり、「資産経営推進基本方針」を実施するうえで具体的な

考え方や取り組みについて明確にするため「資産経営推進実施方針」を定め、

資産経営を推進するための要件として①財産に関する情報の一元化とデータ

ベース化②全体のファシリティを総括的（横断的）に企画・管理③財政、行

政改革、人事、システムの密接な関係④職員の経営的観点からの意識改革を

掲げています。 

（4）資産経営の具体的な推進手法 

   資産経営を推進するにあたっては、様々な性格を持った膨大な保有資産を、

どのように現状把握し、効率的に維持管理・運営をしていくかが大きな課題

となります。そのため、すべての施設情報の一元化とデータベース化から、

利用形態に即した財産区分とファシリティマネジメントの導入により、保有

財産を分析・評価することで経営の視点から総合的な保有財産の最適化や見

直しを実施しています。 

（5）データ一元化によるデータベースの構築 

   施設における土地・建物の基本情報（面積・構造など）に品質、行政コス

ト、利用率の面から供給情報などを収集し、データベース化を実施していま

す。データについては、毎年更新することにより最新状況を把握しています。 

（浜松市の財産に関する状況◎区別施設（建物）保有状況） 

分  類 中区 東区 西区 南区 北区 浜北区 天竜区 計 

庁舎 6 1 3 2 6 4 9 31 

職員宿舎 5 0 0 1 2 0 85 93 

集会施設 39 15 31 11 27 6 89 218 

文化施設 12 0 2 1 7 1 19 42 

スポーツ施設 10 1 5 2 9 8 24 59 

児童福祉施設 13 8 8 9 6 0 6 50 

住宅施設 26 9 17 6 17 10 38 123 

消防施設 22 10 26 10 25 11 86 190 

小中学校 36 18 18 15 27 17 20 151 

書庫・倉庫 85 40 49 45 32 20 40 311 

公衆便所 3 0 9 1 38 5 52 108 

その他 102 39 117 37 103 64 231 693 

計 359 141 285 140 299 146 699 2069 

人 口 247034 130114 116232 106344 95639 92514 36146 824023 

人/１施設 688 922 407 759 319 633 51 398 
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※行政財産におけるファシリティマネジメント全体推進イメージ 

 

※浜松市資産経営推進実施方針より抜粋 

 

◆まとめ 

平成１７年７月に３市８町１村による合併で人口約８２万人、面積１，５１

１．１７㎢の政令指定都市となった浜松市。また、この合併により膨大な施設

を保有することとなり、その施設の大半は、昭和５０年代をピークに多くの施

設が整備され、耐震性の確保、集中する更新への対応、コスト縮減と平準化が

不可欠となっている点では、豊川市よりもその問題の規模が数倍大きなものと

想像できます。また、浜松市では、本市よりも合併の完了が早かったことや資

産管理への意識が高いことなど参考となることがたくさんありました。 

その中で、横断的な視点による財産に関する改革への取組みを本格化させる

ため企画部内に資産経営課（後に管財課と統合し財務部へ移管）を設置したこ

とや意思統一を図るために「資産経営推進方針」が作成され、財産管理データ

を基本データとし、品質・財務・供給情報等の一元化を図り、施設の「継続」「廃

止」の仕分けを実施して、具体的な統廃合・複合化・多目的利用による施設廃

止と再配置計画を作成されたことは大変参考になりました。 
本市においても、市内における全施設の施設カルテを作成し、施設評価を実

施する中で、「存続」「廃止」の決定をすることがファシリティマネジメントの

第一歩だと痛感しました。 
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Ⅱ．神奈川県平塚市 

１ 視察先及び応対者 

神奈川県平塚市役所 

総務部財産管理課施設保全担当 課長代理 相原信昭氏 

〃        主  査 笹井竜一氏 

２ 日 時 

平成２３年１月１４日(金)午後１時３０分～午後３時３０分 

３ 参加者 

荒木誠二、石黒友作（管財契約課） 

４ 報 告 

神奈川県平塚市は、昭和７年に人口３万６千人で市制が施行され、昭和２９

年から昭和３２年にかけて周辺の１町７村の合併により９万９千人余となり、

その後昭和３０年代後半から昭和４０年代にかけて人口が急増し、昭和５５年

には人口が２０万人を超え、現在は人口２６万人、面積６７．８８㎢の神奈川

県湘南地区の中心的都市となっています。人口の急増に伴い昭和４０年代後半

から昭和５０年代に整備された施設も多く、建築後２１年以上を経過している

ものが全体の約６５％以上占めている状況にあり、今後の少子高齢化の進展や

人口減少からくる市民ニーズの変化への対応、施設の老朽化や大規模災害への

対応など新たな行政課題へ的確に対応するため、平成１８年に「平塚市公共施

設総合的管理基本方針」を策定され、公共施設の長寿命化や有効活用に先進的

に取り組まれているところであります。 

豊川市ファシリティマネジメン

ト研究会では、研究テーマにある

「公共施設の有効活用と効率的維

持管理の対応について」の先進事例

として今後の参考とするために、平

塚市を視察することにしました。 

 

                   ※昭和３９年に建築された平塚市役所 

◆平塚市の取組み 

（1）平塚市公共施設総合的管理基本方針の策定 

平塚市では、人口の増加や行政需要の拡大などを背景に高度経済成長期を中

心として都市基盤整備を進め、多くの施設が建設されてきました。しかしなが

ら、バブル崩壊後、市税の減少や国の補助金の見直しなどにより財政状況は厳

しさを増し、公共施設整備のあり方は既存施設を適切に維持管理し長寿命化を

図り、施設に要するコストをいかに減少させていくかが問題になってきました。 

また、少子高齢化の進展、人口減少から生じる市民ニーズの変化への対応、
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施設の老朽化や大規模な災害への対応、地球環境問題への対応なども公共施設

を管理していく上で課題となり、今後、このような課題に対応していくために

これまでの個別施設ごとの維持管理から、全庁的な視点での一元的維持管理へ

と転換し、総合的・中長期的な視点に立ち、施設に要するコストや環境負荷の

最小化を図りながら、施設を有効活用する総合的管理手法を導入する必要があ

り、今後の基本的な考えや取り組みを決めるため平成１８年に「平塚市公共施

設総合的管理基本方針」が策定されました。 

（2）基本方針の取り組み状況 

①プロジェクトチームの発足 

施設管理の全容を統一的に把握し、企画・運用を一元的に推進するための

システム導入を検討するため、平塚市公共施設一元管理システム導入検討委

員会が立ち上げられました。 

  ②施設情報の整理 

各施設所管課で保有している施設情報を収集し、施設台帳などのデータベ

ース化を図り、施設情報、建物情報、敷地情報のそれぞれから検索できるシ

ステムになっています。 

  ③施設保全管理システムの導入 

   施設情報（データベース）を基に、建築物等の維持保全状況の把握、コス

ト分析など施設を管理していくための有効手段となる施設保全管理システ

ムの導入を図り、中長期計画の策定、経費の試算などに活用しています。 

  ④劣化診断の実施 

施設保全の基礎データとするために、劣化診断を実施し、部材や設備機器

の老朽化、陳腐化等の状況を把握しています。 

  ⑤施設保全マニュアルの作成 

   各施設管理者が適切な維持管理を行うために、施設保全に関わる課題を明

らかにし、これらの課題に対応できるよう日常業務の内容や手順を見直し、

各設備の点検方法などを盛り込んだ施設保全マニュアルを作成しています。 

  ⑥施設中長期保全計画の策定 

   施設の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減、財政負担の平準化、優先

順位の公正化などを図るために、施設保全管理システムを基本に主要施設の

中長期保全計画を策定しています。 

 (3) 推進にあたって 

  ①組織体制の構築 

   施設を一元管理し、企画・管理・活用する施設の総合的管理を実施してい

くためには、施設の修繕・保全などの知識に精通した技術職員を配置し、専

門的に取り組むことが効果的であり、施設を統括管理する組織体制の構築が

必要であります。現在、平塚市の公共施設の総合的管理体制は、財産管理及

び公共施設の保全計画については、総務部財産管理課が担当し、市有財産の



22 
 

活用及び総合調整については、企画部行財政改革推進課が担当しています。 

  ②財源確保の制度化 

   施設の老朽化に伴い、事前に既存施設の修繕や建替え財源をある程度確保

しておくことの必要性から、減価償却費の基金化など、長期的な視点に立っ

た計画的な財源の確保や複数年に渡って柔軟に運用できる財源確保の制度

化が必要であり、現在、公共施設の整備保全に要する資金に充てるため、平

塚市公共施設整備保全基金条例を制定し財源を確保しています。 

◆まとめ 

 平成１８年９月に「平塚市公共施設総合的管理基本方針―施設の長寿命

化・有効活用を目指して―」を策定し、その実施のためにプロジェクトチー

ム（平塚市公共施設一元管理システム導入検討委員会及び部会）を発足し、

データベースの一元化、施設管理者のための公共建築物点検マニュアル、施

設保全のための中長期計画（平塚市公共建築物の長寿命化に向けた考え方）、

平塚市施設白書の策定など今後、豊川市の進んでいく道筋に近いものを教え

ていただくことができました。 

    施設白書の中では、平塚市が保有している主な施設の状況について詳しく

分析されており、公共建築物の長寿命化に向けた考え方の中では、施設の長

寿命化における目標耐用年数を定め、計画的に予防保全工事を実施すること

で、必要最低限の回数と経費で工事を実施することができ、建築物の長寿命

化、さらにライフサイクルコストを考える上で重要な保全費・修繕費等の低

減ができるものと計画されています。 

    その一方、平塚市では、直近の最優先事業として、新庁舎の建設、市民病

院、環境事業センターの建て替えという大型の建設事業を計画しており、「平

塚市公共建築物の長寿命化に向けた考え方」で示した保全計画については、

検討の結果「当面の間凍結する」という結論に至り、ファシリティマネジメ

ントの取り組みへの課題も教えていただくことができました。 

    平塚市の取組みは、本市に比べ５年くらい先を行っている感じがあるとと

もに、事業推進に対しての課題も明らかになり、今後の豊川市のファシリテ

ィマネジメントを考える上でたいへん参考となり、有意義な視察となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

７．今後のファシリティマネジメントへの取組み 

 ４町との合併により増加した保有財産の現状を的確に把握し、公有財産に関する

考え方を庁内で統一するためには、一元的に管理運営する組織と基本的な方向性を

示す指針が必要となります。 
 まずは、市が保有し続けていくべき財産を明確にし、施設の見直しや集約化によ

る保有財産の縮減と地域に見合った施設配置を考えなければなりません。また、保

有し続ける財産については、限られた財源と人材の中で、より効率的な施設運営と

安全で快適に利用できる施設や市民サービスの提供が不可欠と考え、次のような取

り組みスケジュールを提案します。 
 

豊川市ファシリティマネジメントの取組みスケジュール（案） 

       

 平成１７～２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

豊川市の動

き 

・平成 18 年 2月宝飯郡 

一宮町との合併 

・平成 20 年１月宝飯郡 

音羽町・御津町との合併 

・平成 22 年２月宝飯郡 

小坂井町との合併 

         

庁内組織の

動き 
  

・政策研究グループ 

「豊川市ファシリティマネ

ジメント研究会」の設立 

・総合的にＦＭ 

 を担当する組織  

 の検討 

 

 
    

その他     

組織の動き 
      

 

・資産経営会議（仮

称）の設置の検討  
   

ファシリティ

マネジメント

への取組み 

  ・豊川市ファシリ

ティマネジメント

研究会による報

告書の作成 

・資産経営方針

(案)の作成 

・「施設適正化計

画」「施設廃止計

画」の作成 

データ一元

化への取組

み 

  

・施設カルテ作成

への調査研究 

・公共資産にかか

るデータの一元化

の実施 

・公共資産にかかるデ

ータの一元化の更新 

・施設総合評価の 

実施 

 

 

・公共施設再配置計画の策定 

・遊休資産の活用（処分・貸付等） 

・公共施設長寿命化への取組み 

・廃止施設の順次取り壊し 
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（１） 公共資産のデータベース化 

 現在、保有している資産をいかに効率的に運営管理し、最適な状態にするために

は、全ての施設において、現在の状況を把握するための施設情報を一元的にデータ

ベース化する必要があります。データベース化した施設の評価制度の導入により、

施設の見直しや統廃合、運営管理などの見直しによりサービスの向上や効率的な施

設管理に取り組みます。 
 

（２） 保有財産の最適化 

 保有財産の縮減と効率的な施設運営を基本に、財産の最適化を推進します。保有

財産の最適化に向けた新たな取り組みとして、施設評価を導入することにより、品

質・供給・財務の３つの側面から施設の現状を評価・検討したうえで、市が持ち続

ける施設については、施設利用環境の向上と民間ノウハウの活用の推進などにより、

安全で快適に利用できる施設の提供とサービスの向上を目指します。 
 

（３） 保有財産の利活用 

 施設の配置については、既存の建物や土地（土地開発公社所有地を含む）の活用

を原則とします。また、保有している目的や利用状況などから、資産経営の視点で

財産を分類し、それぞれの目的用途に沿った戦略的な資産活用に取り組むことによ

り、保有財産の有効活用と新たな財源確保に努めます。 
 

（４） 維持管理コストの最適化と環境対策 

 施設規模や利用形態に適応した維持管理コストの最適化を進めながら、環境に配

慮した施設運営と「豊川市役所地球温暖化対策実行計画」の目標達成に取り組みま

す。 
 

（５） 活用財産の長寿命化 

今後も活用していく施設については、施設評価の結果とライフサイクルコストか

ら、中長期改修計画を策定し、施設改修の優先順位の明確化と計画的な改修の実施

により、施設全体にかかる長期的な財政負担の軽減や平準化と安全で快適な施設の

提供を目指します。 
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８．ファシリティマネジメントに関する政策提言 

豊川市の現状と今後の予想される将来像から、従来の公有財産に関する考え方を

抜本的に見直す必要があります。まずは、市が保有し続けていくべき財産を明確に

し、施設の見直しや集約化による保有財産の縮減と地域に見合った施設配置を考え

なければなりません。また、保有し続ける財産については、限られた財源と人材の

中でより効率的な施設運営と安全で快適に利用できる施設や市民サービスの提供

が不可欠と考えます。 
そして、見直しにより生まれた財産は処分による財源確保のための活用や社会環

境の変化、市民ニーズに対応した施設への転換など、市の貴重な資産として積極的

に利活用し、健全な行財政運営への貢献と幅広い市民サービスへの還元に取り組ま

なければなりません。 
これまでどおり保有している財産のすべてを維持し続けていくことが困難な状

況の中で「見直すべきところは見直し、投資するべきところは積極的に投資する。

そして、活用できるものは最大限活用する。」戦略的なしくみづくりが必要と考え

ます。そのため、従来の所管別による管理体制と公有財産における考え方を見直し、

保有している土地と建物の総括的な一元管理の確立と「保有する財産」から「活用

する資産」への意識転換を目指します。 
そして、資産経営推進のための手法としてファシリティマネジメントを導入する

ことにより、徹底したコスト意識改革と経営感覚を持った効率的な資産運営、最少

の経費で最大の効果の実現に取り組む必要性があるものと考えます。 
そのためには、個々の施設をデータベース化し、建物自体のライフサイクルコス

トを洗い出し、『存続』『廃止』の分類別評価をし、建物の方向性を決定するととも

に『存続』の場合は、適正化に向けての建物自体の管理運営計画を、『廃止』の場

合には、何年以内に廃止するといった廃止計画を策定することが求められます。 
そのような計画に基づき、市議会や地元住民への説明を実施する中でファシリテ

ィへの意識づけを図り、資産経営といった概念で実行していくことが重要です。ま

た、施設再配置の根底には、１８万都市としての各地域へのまちづくりの概念が必

要となりますので、将来的な豊川市のグランドデザインを描く中で施設再配置を決

定する必要があります。 
そのためには、横断的な視点による財産管理や施設営繕を管理する担当課設置の

検討や資産経営を推進していくための組織の立ち上げを『政策提言』という形で取

りまとめることにより、本研究会の報告とします。 
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