
平成 22年 9月定例会 一般質問（60分） 9月 6日 17:15～18:12 

１．「アセットマネジメント」 

質問者；加藤昭孝 

答弁者；山田都市整備部長、羽根田建設部長、成瀬上下水道局長、水野総合企画部長、福嶋総務部長 

 

○２９番（加藤昭孝） 議長からご指名をいただきましたので、私は大きくは１点、アセットマネジメントの推

進について伺っていきます。  

 まず、この一般質問を考えるときに、私は自民クラブでプロジェクトチームを組みました。その一員に選ばれ

たわけですけども、そのときに公共施設の延命化計画について考えさせていただきました。その流れの中でアセ

ットマネジメントという言葉が出てきたわけですが、この名前も予防保全ですとか、施設のロードマップですと

か、施設の建てかえ計画ですとか、いろんなことを考えてきました。  

 その中でも公共施設の建てかえについては、残すものと壊すもの、そういったものが２種類あるんじゃないか

なということをまず考えました。建物、あるいは道路、上下水道、いろいろあるわけですけども、その中でも躯

体の部分、要するに本体の部分とそれから設備の部分、この両方もあるなと。そういったことを考えてきますと

非常に膨大な量になってしまいますので、私はその中で、このアセットマネジメントという考え方に基づいて一

般質問を行おうということで考えてまいりました。  

 主には公共施設のことでございますけども、豊田市における公共施設は昭和 50 年代ごろから急激に増えまし

て、そこから平成８年ごろまでの 20 年間で、これは概算でございますが、毎年１万立方メートルの床面積、そ

して大体ですが、50棟ずつぐらい、毎年、つくられてきたという計算になります。高度経済成長期にはそれだけ

どんどん建物が増えてきたわけでございますけども、そのほかにも、先ほど言いましたが、道路、それから橋梁、

下水道、それから公園等々、いろんなものがありますけども、同じような傾向であろうかなと思われます。  

 こうした公共施設は建てたら建てっぱなし、あるいは橋もつくればつくりっぱなしというのでは大変困るわけ

です。実際にアメリカでは 1980 年代ぐらいに橋が落ちたというような大きな報道が出たこともございますし、

それから高速道路が穴ぼこだらけで、あれは高速道路じゃないぞというふうに言われたような時代もあったよう

にお聞きしております。アメリカという国は余りにも大きいので、そういうこともあるのかなと思っておりまし

たけども、日本でもその後、トンネルで壁や天井がはがれて落ちてきたというようなことも報道がございました。

これを見ても、日ごろのメンテナンスが重要であることは火を見るよりも明らかでございます。  

 日ごろ、こういった公共施設はそういった日々のメンテナンスも行われてきているわけでございますけども、

何でもつくったものは壊れる、必ず寿命が来るわけでございます。ところどころ修繕しながら使っていくわけで

ございますけども、最後には取り壊しなどをする場合もございます。  

 ３年ぐらい前までの豊田市であれば、古いのは壊して新しいのを建てればいいやということでできたかもしれ

ませんけども、最近の経済状態、今まで質問が数々ございましたが、その中でもわかっているように、最近の経

済状態では、そんなことは夢のまた夢ということになってしまったんではないかなと思っております。  

 ところで、このアセットマネジメントという言葉でございますが、もとは経済用語でございまして、不動産な

どの資産について最適な時期、規模による投資を行うことにより、その価値を高め、利益の最大化を図ることを

目的としています。このことから、地方自治体において、ＬＣＣ、ライフサイクルコスト、これも建物などの企

画、設計からそれを建設、運用した後、除去するまでの期間、これをライフサイクルと言いますが、その期間中

に費やされる総費用をライフサイクルコストというふうに言いますけども、そういったことを考慮した施設の効

率的かつ適正な管理方法によって更新時期を平準化、例えば、建物や何かはある時期たくさん建てられましたの

で、例えば耐用年数が同じであれば、20 年後、30 年後には一遍にだめになるということでございますので、そ

ういったことがないように、山谷がないように平準化するということが大事であるということで、このアセット

マネジメントという言葉が使われております。  



 当然、古くなった建物はどうしたらいいか、先ほどから何度も言うようですが、修繕をしながら使っていくわ

けです。先ほども言いましたように、躯体の修繕もありますし、それから設備の修繕等もございます。ズボンで

あればすり切れたらひざ当てでもあてて、使っていって、最後の最後にはぞうきんにしてご家庭で使うとか、そ

ういったこともできるわけですが、こういった建物についてはコンクリートのリサイクル、あるいはそういった

環境の問題もございますので、コストがかかってしまいます。  

 何にするでもお金はかかるわけでございますけども、これは税金でつくられたわけでございますから、計画的

に行わなければいけないということになります。当然、豊田市においては、先ほど皆様が質問されたとおり、税

収が少なくなっているわけでございますので、税収が少ない分、その考え方がますます必要になってくるという

ことになると思います。  

 豊田市においても、先ほどから何度でも言いますが、高度成長期に建設された建物がもう既に 30年から 50年

を経過しようとしております。多くの建物を限られた財源で管理するためには、補修、更新の優先順位をつける

とともに、ライフサイクルコストを把握する必要があります。場当たり的な補修や修繕ではすべての構造物に十

分な補修が行えない状況になるのは必至であると思います。そこで、アセットマネジメントの考え方を取り入れ

て、安全で効率的な維持管理をする必要があるということでございます。  

 豊田市においては既に延命化計画等が出されております。平成 15 年には公共建築物延命化計画、これに基づ

いて平成 18年度に公共建築物延命化実行計画というのが出されております。さらに、平成 20年度には下水道管

路長寿命化計画、先ほど答弁の中でも出てまいりましたが、こういったものがつくられております。  

 それから、ことしのまちづくり基本条例戦略プランの中で戦略方針の９の５というのがございますが、この中

で公共施設の維持管理、配置規模の適正化というところ、三つ出されております。公共建築物については先ほど

申しましたとおりでございますが、そのほかに道路、施設、橋梁の計画的な維持管理について、それからもう一

つは公園施設の長寿命化計画の策定を平成 22年度に行いたいということで計画が載っております。  

 こういった計画があるわけでございますけども、中項目１点目でデータベースの構築ということで、こういっ

たアセットマネジメントの考え方を取り入れていくためには、まずは基礎となるデータの集積が必要となってま

いります。例えば、建物であれば、その建物が何年に建てられて、何年に修繕が行われて、そして近年ですと耐

震化計画はいつ行ったかというようなことをデータとして持っていなければ、その建物があとどのぐらいもつの

かというのはわかりません。ですので、そういったデータをしっかり見きわめていかなければいけないというこ

とになるわけでございます。  

 このデータの集積は先ほど言いましたように、数々の公共施設がございますので、これを全部データを集めて

から行おうとすると、10年後とか 20年後とかそういうかなり先になってしまいますので、そうじゃなくて、や

りながら、資料を集めながら、そしてデータを集めながら行っていくほうが私は現実的ではないかなと思ってお

ります。  

 そこで、豊田市における公共建築物などのデータの集積、それから把握状況、分析、そしてまた、維持管理に

必要な費用の予測、これはどのようになっているのか、それぞれ伺いたいと思います。  

○都市整備部長（山田正秋） 豊田市では公共建築物を 1,117施設保有しております。現在は各施設の所管課が個々

に建物の基礎データとなる施設台帳、修繕履歴台帳等を整備しております。そうした中で、効率的な施設管理を

行うために、平成 22 年度から共通管理のための仕組みづくりや、データ共有化に向けたシステムの検討を始め

ております。これをもとに、平成 23 年度には個々の施設情報を一元化するためのシステムを導入し、情報の共

有化を図り、そのデータ分析により計画的な修繕を行ってまいります。  

 なお、修繕に必要な費用は現状の建物使用年数の 30年で試算をいたしますと、１年当たり約 32億円と予測し

ております。  

 以上であります。  

 



○２９番（加藤昭孝） 今は公共建築物についてのデータベースの構築についてお答えいただきましたが、再質

問でございますが、学校教育施設についてはどのようになっているのかお聞かせください。  

○都市整備部長（山田正秋） 学校教育施設では、小学校が 76施設、中学校が 26 施設、養護学校が１施設で、

計 103施設であります。学校施設におきましても、基礎データとなる施設台帳、修繕履歴台帳等を整備しており

ます。修繕費につきましては、面積での案分となりますが、約 12億円と予測しております。  

 以上でございます。  

 

○２９番（加藤昭孝） 続いて、道路施設に関係してお答え願いたいと思いますが、その後についても公園施設、

それから雨水ポンプ施設、それから下水道施設について、続いて、お答えできればと思います。  

○建設部長（羽根田利明） 私からは道路の橋梁、そして公園、雨水ポンプということで順次お答えをさせてい

ただきたいと思います。  

 まず、始めに道路施設の橋梁でありますけども、市が管理している橋梁は約 1,200橋あります。橋梁のデータ

といたしましては構造、橋長、幅員等を記録した橋梁台帳にて整理をしておりまして、平成 20 年度から電子化

を進めているところであります。  

 橋梁の耐用年数は約 50 年と言われておりまして、市が管理する道路橋梁のうち、建設した年が明確な橋梁数

は約 700橋あり、うち建設後 50年以上経過した橋梁が現在で 70橋ほどあります。20年後にはこれが約 420橋と

なり、全体の 60 パーセントとなるわけですが、耐用年数を経過すると考えておりまして、急速に橋梁の高齢化

が進むと考えています。今後も従来の維持管理手法を続け、50年を経過した橋梁をかけかえた場合のコストを試

算してみますと、今後 50 年間で約 475 億円の経費が必要であると同時に、かけかえが集中すると予測をしてお

ります。  

 次に、道路のうちのその他の施設ということで、ガードレール、カーブミラー、照明灯等がありますので、こ

れについてもお答えをさせていただきますけども、まず、ガードレールにつきましても道路台帳で管理しており

まして、その施設延長は 414キロメートルあります。これらの維持管理につきましては、道路パトロール単位で

日常の点検を実施しておりまして、ふぐあいを見つけ次第、修繕を進めておるということでございます。  

 また、道路のカーブミラー、道路照明灯、道路標識につきましては市域全体の現状を把握するために、平成 20

年度から平成 23 年度の４か年で保守点検をいたしまして、データベース化を図りながら危険度判定を行い、修

繕計画を立てて建てかえを実施していく予定でございます。  

 次に、公園でございます。市が管理する都市公園は現在 172公園あります。この都市公園の管理データにつき

ましては開設状況、施設内容を記録した都市公園台帳と修繕の内容だとか時期を記録した修繕履歴があり、平成

19年度から電子化を進めています。現在、都市公園の維持管理につきましては遊具の専門業者による点検業務を

年２回、その他の公園施設全般にわたる定期点検を年間５回実施して、異常が発見された施設に対し、その都度

修繕を行う、いわゆる事後保全型の維持管理にて対応しており、修繕費が年間で約 5,000万円を費やしていると

ころでございます。  

 しかし、部分修繕による施設の維持には限界がありまして、開設後 30 年以上経過した公園についてはリニュ

ーアルの必要があると考えています。現在、開設後 30 年以上経過し、部分修繕のみで維持してきた都市公園は

豊田駅西地区の整備時に開設した栄町公園など、身近な公園で 38 箇所あります。今後、リニューアル工事が一

気に増加することが予想されます。これらのリニューアルに必要となる費用は、１箇所当たり 3,000万円ほど必

要となることから、38公園で約 11億 4,000万円が必要となると考えています。  

 次に、雨水ポンプ施設であります。雨水ポンプ施設といたしましては、現在、中部ポンプ場、梅坪ポンプ場、

越戸ポンプ場の３箇所のポンプ場の維持管理をしておりまして、各施設の管理データにつきましては施設台帳に

て整理、把握しております。各ポンプ場の維持管理につきましては 10 年に一度のオーバーホールや専門業者に

よる精密点検、そして常勤の操作手による毎日の点検を行っております。  



 しかし、オーバーホールや部分修繕による維持管理には限界があり、機械や電気設備の耐用年数は一般的に 15

年から 30年と言われておりまして、30年以上経過した設備につきましては更新工事が必要となります。この機

械、電気設備の更新工事に必要な費用は、ポンプ自体の大きさによって異なりますけども、１施設当たり平均で

30億円から 40億円が必要となると考えております。  

 私からは以上でございます。  

○上下水道局長（成瀬良範） 下水道施設につきましては、汚水管路が約 1,230 キロメートル、処理場・中継ポ

ンプ場などの施設は 17 施設を管理しており、これらの基礎データについて、汚水管路は下水道台帳システムを

利用して毎年度更新しております。また、処理場・中継ポンプ場については設備台帳システムを平成 23 年度に

導入し、情報を集積し一元化する予定であります。  

 経費につきましては、市街化区域内の既設団地内のうち、緊急整備分 21 団地を対象とする、今年度策定の管

路長寿命化実施計画では約 120億円、また、残る 15団地については中長期整備分として約 90億円を見込んでお

ります。  

 また、面整備事業等で布設した汚水管路は約 1,100 キロメートルについては、24 年後に耐用年数 50 年に達す

るため、平成 46年以降には総額約 2,000億円が必要となると予測しております。下水道施設のうち、公共下水道

の処理場・中継ポンプ場につきましては、平成 21年度策定の長寿命化計画に基づき、平成 32年度に鞍ケ池浄化

センターの機械設備を 740万円で予定しております。  

 以上です。  

 

○２９番（加藤昭孝） 道路施設の、橋梁のところですが、建設年度が不明な橋梁数が約 500 橋ぐらいあるとい

うことでございますが、この辺のデータベース化の考え方について、お考えがあれば伺いたいと思いますが、い

かがですか。  

○建設部長（羽根田利明） 平成 18年度から橋梁についても、いわゆる簡易点検ということを実施しております。

これは全橋梁について、橋梁台帳そのものは持っておりますけども、これの建設経過等が先ほどわからないとい

うことがございまして、平成 18 年から順番に簡易点検を現地にて実施しまして、それを見て今後の計画を立て

ることになろうかと思います。  

 以上です。  

 

○２９番（加藤昭孝） 私も、昔、公共施設に勤めておった関係で、内情はいろいろお聞きしているわけでござ

いますけども、ぜひとも、時間がかかるかもしれませんが、まずはデータベース化のほうをしっかりとやってい

ただきたいなと思っております。  

 続いて、中項目２点目、公共施設の適正な保全、維持管理ということでございますが、限られた財源で公共施

設などを維持していくのは計画的、効率的に行わなければならないのは言うまでもないのですが、これまでは対

症療法的に、何か壊れた、雨漏りがした、そういうふうになってから改善や修理を行ってきたという感がござい

ます。例えば、雨漏りをしました、水が室内に入ってきました、機械にかかっちゃいました、機械が壊れました

というふうに、雨漏り一つとっても費用がかさむ場合がございます。それよりも計画的に、もう既に雨漏りをし

ないようにしておけば、そういった費用も最小限にできるといったこともございます。  

 また、建物なども耐用年数から逆算して、年度ごとに必要経費を推しはかっていけば、計画的な維持管理が行

えることになると思います。いわば、対症療法的な事後保全型の維持管理ではなくて、予防保全型の維持管理が

可能となって経費の縮減になってつながっていくと考えます。また、更新あるいは建てかえのときには、周辺環

境が当初建てられた環境と変わっている場合がございます。そういったときには周辺地域の人口区分、あるいは

その辺の地域性を考慮して配置を変えたほうがいいとか、統廃合したほうがいいといったこともございます。そ

ういったことも適正な配置を考えていかなければならないと思っております。  



 豊田市においては延命化策など、先ほども紹介していただきましたけども、あるわけですので、現在の取組状

況についてお伺いいたします。  

 まず、始めに公共施設の適正な維持管理についてですが、先ほども述べたように、いわゆる事後保全型維持管

理では費用がかかり、さらに市民へのサービス低下にもなりかねません。そこで、予防保全型維持管理手法が重

要になると思われますが、豊田市のお考えをお聞きします。  

○建設部長（羽根田利明） 私から公共施設の適切な維持管理ということでお答えをさせていただきたいんです

が、従来の事後保全型によります公共施設の維持管理を続けた場合には、これらの施設は耐用年数の経過によっ

て老朽化が進み、今後、修繕や更新の時期が重なり、一時的に多額な修繕費用や更新費用が必要となることに加

えて、利用者の安全性やサービスの低下を招くことが予想されます。  

 公共施設の老朽化に伴う事故といたしまして、先ほど議員がアメリカの事例でご報告されましたけども、国内

においても事例があるわけでして、平成 19年６月に発覚いたしました国道 23号木曽川大橋におきまして、主要

鋼材の破断という事故がありました。この橋は高度成長期に建設されまして、供用開始から 40 年以上が経過し

ているということでありました。木曽川大橋は日常の交通量が６万台を超える重交通路線でありまして、補修工

事には通行どめを含む交通規制が４か月にも及びまして、社会的影響が非常に大きいことがありました。  

 こうした事例からも、従来の壊れたら直すといった事後保全型の維持管理では利用者の安全性、サービス性の

低下を招くと同時に急速な老朽化に対して、修繕費用の集中化が予想されることからも、今後は壊れる前に直す

といった予防保全型の維持管理が重要と考えています。  

 以上でございます。  

 

○２９番（加藤昭孝） 二つ目は、こうした市の動きは国と関連して動いておると思われますけども、国の動き

は今までどのようであったのか伺います。  

○建設部長（羽根田利明） 国におきましては平成 15年に社会資本整備重点計画法を制定いたしまして、これに

基づき策定されました社会資本整備重点計画では社会資本の更新時期の平準化、維持管理や更新を考慮に入れた

トータルコストの縮減等を図るために、総合的な資産管理手法を導入し、効率的、計画的な維持管理を推進する

こととしております。  

 これを受けまして、国土交通省は平成 20 年３月に公共事業コスト構造改善プログラムを策定し、公共施設の

長寿命化に関する計画策定の推進を提言しました。また、地方自治体に対しては平成 19年度から平成 21年度に

かけて、橋梁施設、公園施設、また、公営住宅や汚水ポンプを含む下水道施設の各事業において、長寿命化に関

する補助制度を創設されました。本市においてもこれらの制度を積極的に活用するため、各部門におきまして長

寿命化計画を策定し、公共施設の延命化を図ってまいります。  

 以上でございます。  

 

○２９番（加藤昭孝） 三つ目は、先ほどいろいろと各分野における取組状況、若干お話ししていただきました

けど、既に実施しているものとこれから策定していくというものもございますけども、その状況ですね、今進め

ているものはどんな状況になっているのか、そして、これから策定しようとしているものについて説明を願いた

いと思います。  

○都市整備部長（山田正秋） 公共建築物をより長く安全・安心に利用するために、延命化効果の高い築 15年以

上、延べ面積 1,000平方メートル以上の 175施設を対象に延命化実行計画を平成 18年度に策定しました。この計

画に基づきまして、現状の 30年程度の建てかえを 57年以上とすることで、建てかえ及び修繕に必要な費用の縮

減及び平準化並びに廃棄物の抑制に努めております。  

 計画修繕の実績では文部科学省や国土交通省の補助制度の活用を図りつつ、平成 20年度に下山支所始め 24施

設、平成 21年度には小原交流館始め 13施設を実施しており、平成 22年度には朝日こども園始め 13施設の修繕



工事を予定しております。  

 以上であります。  

○建設部長（羽根田利明） 私からは先ほどもご説明させていただきましたけども、道路、公園、雨水ポンプと

いうふうに、順に説明させていただきます。  

 まず、橋梁でありますけども、橋梁についてもアセットマネジメントシステムを導入し、従来の事後保全型維

持管理手法から予防保全型の維持管理手法への転換を図るために、市が管理する橋梁約 1,200橋につきまして、

平成 18年度から目視による点検を実施し、危険度の判定、構造などの概要など橋梁データベースの整備を、今、

進めているところであります。  

 現在は、長寿命化修繕計画策定に必要な定期点検を平成 20年度から実施しており、平成 24年度までに重要橋

梁 90橋について、長寿命化修繕計画を策定し、平成 25年度から国の交付金等を活用しながら延命化対策を実施

していく予定でございます。  

 次に、公園施設であります。豊田市の公園管理につきましてはこれまで、施設の点検時に発見されたらその都

度行う事後保全型の維持管理を行っております。今年度から遊具施設、管理施設、休養施設、植栽を除く公園施

設について、公園施設長寿命化計画を策定し予防保全型の維持管理への転換を図ってまいります。  

 今回計画を策定する対象公園につきましては、国の公園施設長寿命化計画策定補助制度を活用して策定を考え

ておりまして、開設している 172公園のうち、遊具施設や管理施設、休養施設を持たない緑地、緑道、墓園や再

整備計画を予定している鞍ケ池公園を除きました 144公園と考えております。今後の長寿命化計画の策定スケジ

ュールでありますけども、今年度は対象とする 144公園の現状調査と計画を策定する上で方針決定を行いまして、

平成 23年度、平成 24年度の２か年で各公園の具体計画を策定する予定であります。  

 次に、雨水ポンプ施設であります。雨水ポンプ施設といたしましても、先ほどの中部、梅坪、越戸、３箇所あ

りますけども、３箇所のうち、越戸ポンプ場が平成 18 年度に供用開始しておりまして、梅坪ポンプ場につきま

しては昭和 49年に供用開始して 37年が経過しているために、平成 19年度から既に耐震更新工事を進めておる

ところでございます。また、中部ポンプ場につきましては、昭和 50年以降 30年以上が経過しておりまして、老

朽化も厳しいために、当面は中部ポンプ場において平成 25 年からの国庫補助事業での事業着手を目指し、長寿

命化計画の策定を進めております。また、今後ポンプ場の建物、それから雨水管渠も含め、施設全体の長寿命化

計画を策定し、予防保全型の維持管理への転換を図ってまいります。  

 以上、答弁といたします。  

○上下水道局長（成瀬良範） 下水道施設でございます。下水道管路は布設後 30年経過いたしますと陥没事故の

割合が多くなると言われ、全国的にも発生件数が増加してきております。平成 20 年度、国土交通省が下水道長

寿命化支援制度を創設したことから、本市においても汚水管路を対象とした下水道管路長寿命化基本計画を策定

しました。  

 この基本計画の中で、緊急整備分の既設団地 21団地を平成 21年度から平成 22年度にかけて調査し、診断分

析を行い、対策の要否、緊急度などを明らかにします。この診断分析の結果を踏まえ、平成 23 年度から事業の

実施を予定しております。公共下水道では処理場・中継ポンプ場の機械設備の多くが標準耐用年数 15 年を迎え

ようとしており、平成 21年度に長寿命化計画を策定いたしました。これを踏まえて、平成 32年度に鞍ケ池浄化

センターの長寿命化対策事業を実施する予定であります。  

 農業集落排水施設の処理場については、農林水産省の支援事業、低コスト型農業集落排水施設更新支援事業が

創設されたところであり、今後、計画を策定してまいります。  

 以上です。  

 

○２９番（加藤昭孝） 今、公共施設の適正な保全、維持管理ということで質問させていただきまして、この中

で公共建築物の延命化計画、これは策定されたのが平成 18 年度でございます。この計画の策定後で、この策定



の中には、建物、先ほども出ましたが、30年のものを 57年もたせようという計画が策定されております。この

平成 18年度以降で、建設後 57年未満の公共施設で現在までで建てかえられたもの、あるいは建設中のものの公

共施設があると思いますけども、そういったものは、あればどういったものがあるのかということをお聞きした

いと思います。  

 これは別に、建てかえてはいけないとか、そういうことを言っているわけではなくて、策定されたにもかかわ

らずどうしても必要であろうということで建てかえられた、あるいは計画がされていると思いますので、そうい

った目的等も伺っておきたいと思います。  

○都市整備部長（山田正秋） 平成 18年度の計画策定後建てかえられた施設は平成 19 年度に宮口こども園、平

成 20年度から平成 21年度に畝部こども園、逢妻交流館、ネイチャーセンター、平成 21年度から平成 22年度に

大沼小学校、豊田市福祉センター、平成 22 年度からは（仮）豊田市中央保健センターであります。建てかえの

理由は施設の狭あい化、機能の充実、施設の統合など、時代の要請が主なものであります。  

 以上でございます。  

 

○２９番（加藤昭孝） 私は思うんですけども、そういった特例という言い方はちょっと変ではございましょう

が、そういったものが今後出てきてしまうと、せっかく策定した公共建築物延命化実行計画というのがほごにな

ってしまうということが考えられますので、その辺の基準というのは当然あろうかなと思いますが、今後、この

策定した計画があるわけですので、どの程度の必要性で 57 年経過未満のものを建てかえていこうというような

お考えがあれば伺っておきたいなと思います。  

 結局、財源がないわけですので、先ほども優先順位という話もありましたけども、その辺に若干かかわってく

るかなとは思いますが、そういった必要度をどこで見きわめるのか、そういったこともあわせて、もしお答えが

いただければありがたいなと思います。  

○都市整備部長（山田正秋） 今おっしゃられたとおり、支出の最適化、それから財源の中でと、それから前期

実践計画、そういったもの等を考えながら建てかえ、修繕を考えていきます。  

 以上であります。  

 

○２９番（加藤昭孝） それ以上は答えが出てこないということだと思いますが、次に、それも若干関係してき

ますけども、四つ目はマップシステムの導入による管理というのがございます。  

 これはＧＩＳというシステムが既に豊田市役所には設置されておりますけども、このＧＩＳというシステムが

ありますので、こうしたシステムを有効に使うことが必要だと思われますので、これをどのように活用している

のかお伺いします。  

○上下水道局長（成瀬良範） 現在の下水道マップシステムは管渠の位置、深さ、口径などの管渠網を量的に把

握しております。これに対して、アセットマネジメントでは今まで以上の情報を管理する必要がありますので、

今年度マップシステムの機能拡充を行います。機能拡充の内容といたしましては、１、工事年度、工事金額、請

負業者、工事内容、構造図などを入力し資産管理いたします。２、管渠築造後の清掃、補修、改築、事故、苦情

情報などの履歴を入力し、維持管理情報の共有化、一元化を図ります。３、長寿命化計画によるテレビカメラ調

査の診断結果により汚水管路の老朽度、危険度を評価し、マップ上にエリアとして表示いたします。  

 以上、機能拡充することにより、管路全体を資産としてとらえ、ライフサイクルコストの最小化を図り、明確

な維持管理目標、方針を定め、これまでの事後対応型から、より計画的、効率的な維持管理を行い、予防保全型

の維持管理へと転換してまいります。  

 以上です。  

 

○２９番（加藤昭孝） 今は、下水道管理についてお答えをいただきました。今も説明がございましたが、大変



すばらしいシステムだと思いますが、このほかの公共施設においても、こういったマップシステムを活用するこ

とで施設の適正配置などに有効だと思われますけども、豊田市全体としてこのマップシステムを活用していくお

考えはありませんか。  

○建設部長（羽根田利明） 建設部におきましても、ＧＩＳを活用して既に道路の管理については一部導入して

幅員等について市民に公表するということで活用しております。ただ、まだ、全体には現在されておりません。

今後、橋梁を始めとする道路施設や公園について、今、台帳の電子化を進めておりますので、今後、こうした中

でＧＩＳにすべての施設、建設部でいきますと道路、河川、公園などの各管理台帳などを含めて、こういったも

のに入れると非常に有効的な活用が図れると考えておりますので、今後、一元化に向けて検討をしてまいります。  

 以上でございます。  

 

○２９番（加藤昭孝） 続いて、中項目３点目、市民への説明責任と情報公開ということで質問させていただき

ますが、今も答弁ありましたように、情報公開というのは大変重要なことだと思います。今まで述べてきたアセ

ットマネジメントの手法はライフサイクルコストの縮減などを容易にするであろうと思われますけども、それと

同時に、必要なものを必要なだけ整備していくということもできます。それはいわゆる平準化ということになる

と思うんですが、こういったことにもつながってくるんではないかなと思います。  

 例えば、交流館で説明させていただきますと、これは例えばの話ですが、交流館は大体中学校単位にございま

すので、その地域の人口、あるいは人口集中度を考慮した場合、建てかえるときに人口の偏りが当初建てられた

ときよりも、20 年後、30 年後、人口の偏りが出てきてしまった場合は、場所を移動させる必要があるかもしれ

ません。また、27の交流館があるわけですので、どちらを先にやるかといったときに、Ａ館よりもＢ館を先に補

修、修繕が必要であるとした場合に、市民に対して情報公開、そしてもとより説明責任が必要となってくると思

います。  

 さきにも述べましたように、人口集中度が団地などができて変わってしまった、あるいは高齢者ばかりの方が

その地域に集中してしまった、そういった場合もございます。ですので、例えばＡ地点にあったものをＢ地点に

する。また、あるいは実はＡ館よりもＢ館のほうが建てられた時期が古くて、見えないところなんだけども、屋

根の裏がもう落ちそうなんだよとか、そういったことも考えていかなければならないと思います。  

 建築物に限らず、道路を始めとする公共施設整備の優先順位の説明なくしては市民の理解を得ることはできま

せん。豊田市はそうした情報公開、説明責任をどのように考えて行っていく方針か、お伺いします。  

○建設部長（羽根田利明） 交流館などの公共施設を建てかえる場合には、地域の人口のみならず、駅や道路な

どのアクセス性や小中学校等の関連施設との連携などを考慮し、地域ごとに住民の意見を聞きながら、情報を公

開し、現在の位置を含めた適地を選定してまいりました。また、修繕に関しても、これまでも安全確保のために

緊急性や経済性を考慮した上で、市民の理解を得ながら進めてきております。  

 公共建築物を始めとする公共施設へのアセットマネジメントの推進につきましては、従来の事後保全型維持管

理手法と比較して、一定の先行投資が必要となるために、その財源確保も含めて必要性や優先順位など、市民に

周知し理解を得ることが必要と考えております。今後、本市の公共施設の維持管理にはアセットマネジメントを

推進しても多額の費用を必要とするために、市費のみでなく国の補助金等を積極的に活用してまいります。国か

ら事業費の補助を受けるためには、長寿命化修繕計画を策定することに加えて、この内容の公表が義務づけられ

ておりまして、今後、各部門で策定する長寿命化修繕計画を公表し、修繕の必要性や効果について積極的に市民

へ周知し、公共施設の予防保全型維持管理に努めてまいります。  

 以上でございます。  

 

○２９番（加藤昭孝） この説明責任と情報公開については、豊田市におかれましても公共建築物延命化推進会

議というのを持っておられまして、毎年７月から８月に意見の集約をして報告されていると、これは内部の話で



ございますが、そして次年度に予算をとっていくというようなこともやっておられますけども、こういったこと

も、ぜひともプロセスの開示もやっていかないと、これは年度途中ですと、金額の面だとか外に出してはいけな

い守秘義務の部分もありますので、出せる部分はぜひとも情報公開をしていただいて、プロセスも市民の方に見

えるようにしていただきたいなと思います。  

 また、その方法論の一つに、公会計の制度改革、これをやっていく必要があるんじゃないかなと思います。  

 お伺いしましたところ、公会計はやってますよとおっしゃられましたけども、これは、ただ公会計の資産表を

つくっただけ、バランスシートや何かをつくっただけでは何の意味もないのであって、これをぜひとも、この資

産の評価方法をこの公会計を使って、しっかり評価方法を確立していただいて、そして住民への説明責任を果た

すことの一助にしていただきたいと考えます。ぜひともお願いしたいと思っております。  

 続いて、中項目４番目でございますが、豊田市の今後の方針についてお伺いをしていきたいと思います。  

 今までもずっと述べてまいりましたけども、このようにアセットマネジメントを行う必要性はわかっていただ

けたんじゃないかなと思いますけども、これは費用がかかることでございます。そして、策定されたのが 57 年

後ということで、大変スパンが長いわけでございますけども、これもきちっと計画的にやっていくためには、ア

セットマネジメントを取り入れてやっていただきたいと思います。  

 一番最初に基礎データが必要ですよと言いましたけども、基本となるのはやっぱり財政予測じゃないかなと、

お金が幾ら集まるかというところが一番大事じゃないかなと。お金を集めるためには、人が住んでいなくては税

金も取れませんので、ぜひとも人口予測ということも必要になってくるんではないかと。先ほども言いましたけ

ども、例えば５年先に交流館を建てるよ、20億円かかるよ、そういったときには、それじゃあ１年ごとに４億円

ずつ費用がかかるわけですから、必要経費として上げていかなければいけない。そのお金を逆算していけば、財

政としてどれだけあれば、そのことができるのか、これは今単純に一つのことだけを言っておりますけども、全

体的にそのように積み上げていって、保全の予算を確保していかなければならないんじゃないかなと思っており

ます。  

 既に、よその市町ではそういった保全費用、あるいは財政予測等々も行っているところもございますので、ぜ

ひとも豊田市におかれましても、そういった保全費用あるいは保全予算、そういったことを念頭に入れて、嫌が

らずにしっかりやっていっていただきたいなと思っております。  

 今後、こういった公共施設の適正な維持管理、アセットマネジメントしていく上では、今までの答弁で明らか

なように、各部局ごとに管理していたのでは効率が、私は悪いんじゃないかなと思います。できれば、一つの部

局が広い意味での公共施設の管理をしていかなければならないんではないかなと考えております。  

 新設の計画、あるいは新しく新築、新設の計画と維持管理の計画の一元化、あるいは中長期にわたる計画的な

管理、これには当然、財源も伴ってまいります。こうしたことがアセットマネジメントが導入されれば、50年の

スパンでも十分に費用算定ができるんじゃないかなと。そうした管理手法は、いち早く私は確立すべきだと思っ

ております。一遍にはできませんので、先ほども言ったように、やりながら、改善しながら進めていくというこ

とが大事ではないかなと思っております。  

 公共施設の建築物、道路、そういったものは既にあるわけでございますので、維持管理も当然同時にやってい

くことは必要不可欠だというのは言うまでもないことでございますが、ある人に言わせれば、維持管理費は建築

費と同等額が必要とも言われているそうでございます。始めにも言いましたけども、建てたら建てっぱなしとい

うわけにはいかないのですから、そうした財源は確実に確保しなければ、結局、市民サービスの低下につながっ

てしまいます。  

 そうした意味合いも含めて答弁をお願いしたいわけでございますけども、一つ目は所管部局が計画ごとにばら

ばらなのは、豊田市の施設を管理する上で効率が悪いと思われます。一元化についてのお考えをお聞きしますが、

先ほどもそれぞれの答弁の中で一元化を図りますと、また、総務部長は、どなたかの答弁の中で技術系の職を統

括する必要性がありますねと、統括という言葉も出てまいりました。そういった意味合いで一元化についてのお



考えをお聞きしたいと思います。  

 

○総合企画部長（水野春美） 各分野の取組につきましては、平成 22年３月に策定をいたしましたまちづくり基

本条例戦略プランの行動計画に位置づけ、全庁的に取り組むという方針を明らかにしたところでございます。今

後、進行管理を行う中で課題と対応方法を検討し、必要に応じて各分野との連携を図ってまいります。  

 また、それぞれの取組につきましては、事業規模や内容等によって実践計画事業に位置づけられることから、

ローリングによる見直しを経て、予算査定へつなげていくことで、限られた資源の中でより効果的な事業の展開

を図ってまいります。  

 以上です。  

 

○２９番（加藤昭孝） 私は去年、リスクマネジメントというところで同じように一元化はどうですかというふ

うにお聞きしました。そのときも危機管理を一元化する部署の設置は今のところ考えておりませんと、全庁的に

やっていくのでいいですよと、今と全く同じ答えでございました。  

 私は、行政というのは縦割りも大事です。しかし、縦糸と横糸が非常に大事じゃないかなと思います。それぞ

れの部局が管理すればよい、これは当然でございますけども、しかし、財源に限りがあるとき、調整する部局が

なければ私はいけないと思っております。そうしないと予算の分捕り合戦だというようなことになってしまわな

いかなと危ぐするわけでございます。ぜひとも計画的な予算配分のためにも、一元化を研究していただきたいな

と思っております。  

 二つ目は、必要な財源の確保でございますけども、幾ら財源が厳しいとはいえ、先ほども言ったように、例え

ば一律５パーセント、10パーセントカットというやり方では、公共施設は維持していけません。維持管理費は人

件費と同じく経常経費と思われますので、市民サービスの低下にならないようしっかり財源確保してほしいと思

いますが、お考えをお示しください。  

○総務部長（福嶋兼光） アセットマネジメントの手法を議員るるお話をされましたけども、この手法によって、

公共施設等の適正な維持管理、あるいは延命化を進めるということは、結果としてトータルのコスト面からも有

利と。先ほどのご質問の中では、維持管理費は建築と同等だという話もありましたけども、これはより早期の対

応ということで安全が確保されるだとか、そういったことも含めたトータルのコストということでは、やはり有

利であるからこそこの手法によって整備を進めると理解をしております。  

 ただ、今申し上げたように、アセットマネジメントを進めるにあたっても相当多額の経費がかかるということ

は事実でございます。今後につきましては、実践計画のローリングと歩調をあわせながら、私ども総務としては

予算査定を通じて必要な財源の確保に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。  

 以上です。  

 

○２９番（加藤昭孝） 先ほども、お話ししましたけども、保全費用の算出、これは計画策定によりますと、57

年という年数がはっきり出ているわけです。ですので、これを目安にすべきではないかと、今のことですと、例

えば来年の話、５年後の話ということだと思いますが、もう既にこの計画が策定されているわけですけども、で

すから保全費用というような観点からもこういう 57 年を目安にすべきだと私は思うんですけども、お考えをお

聞きしたいと思います。  

○総務部長（福嶋兼光） 長期の予算の確保というご趣旨のご質問かとは思いますが、例えば、先ほど別のとこ

ろでも答弁を申し上げたように、ここ２年ぐらいの経済の激変、こういった状況を四、五年前に明確に予測でき

た者はどれだけいるのかということを一つとっても、なかなか長期期間の財政予測を明確にするということは非

常に難しいと。まして、今後 30年、50年という長期にわたっての財政予測というのは、これは極めて困難とい

うか、はっきり申し上げて不可能であると思っております。  



 ただ、片方ではアセットマネジメントという手法で、それぞれどのぐらいの額がかかるかということは出てま

いりますので、そのことは十分念頭に置きながら、ある程度、短期間のところでの財源の確保ということについ

ては努めてまいりますけど、現段階で 40年、50年の間の財政的な見込み、確保ということで答弁申し上げるの

は少し困難かなと思っております。  

 以上です。  

 

○２９番（加藤昭孝） 私も、財政予測を 50年後まで立てろと言っているわけではございませんで、今も申しま

したように、保全費用の算出をきちっとやって、最低限これだけ要るよというところを抑えておいて、そしてそ

れを 50 年スパンで割るなら割る、どういった計算方法があるか、私は詳しくは知りませんが、そういったこと

を行って、計画的にしっかり行っていただきたいなと思っております。  

 最後に、私は今も言いましたけども、財源の確保については基礎的データに基づいて保全費用を算出する。こ

れを各部局でやるのは当然、先ほども言いましたが、各部局で算定したものは当然あるわけでございます。です

けども、それを一元化された部局、どこでもいいんですよ、例えば建設部がやりたいと言えば建設部が一元化で

一生懸命やってもらい、そして都市整備部が私がやりますと言えば都市整備部がやればいいんですが、とにかく

そういった一元化された部局がそういう各部局と連携して、そして各部局で算定された金額をうのみにするんじ

ゃなくて、私が、一元化された部局が、統括された部局がこれだけだよと、私たちが計算したらこれだけだ、各

部局はこれだけだ、そこで始めてすり合わせが行われて、よりよい維持管理ができるんではないかなと思います

ので、ぜひとも一元管理を考えていただきたい、研究していただきたいとお伝えをして私の質問を終わります。 


