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平成 28年度 

第１回八戸市行政改革委員会 議事録（概要） 
 

日 時  平成 28年５月６日（金）午後２時～３時 10分 

場 所  市庁本館３階 議会第一委員会室 

出席委員  武山委員長、椛沢委員、樺委員、北向委員、西川委員 

事 務 局  大坪総務部長、佐々木総務部次長兼人事課長、佐々木行政管理課長、 

井上行政改革 GL、尾崎主査、髙村主査 

次   第    １ 開会   

２ 委員長挨拶 

３ 審議 「公共施設マネジメントの推進に係る基本方針」（原案）について 

───────────────────────────────────────── 

次第３ 審議 「公共施設マネジメントの推進に係る基本方針」（原案）について 

 

委員長： それでは、議事を進めます。 

本日の審議案件は、「公共施設マネジメントの推進に係る基本方針」（原案）につ

いてです。事務局からの説明をお願いします。 

 

〔事務局が資料に基づき説明〕 

 

委員長： 只今の説明について、何かご質問はございませんか。 

 

委員Ａ： まず基本的なところからお伺いします。６ページ目の市債等の状況についてです。

私はこの数字を見てかなり衝撃を受けたのですが、臨時財政対策債が激増している点

です。臨時財政対策債というものは、三位一体改革とかいろいろ事情があったという

ことは承知しております。基本的に地方の財政というものは、国から地方交付税等々

で補てんされるということでありますので、臨時財政対策債が増えているという状況

は、私の基本的な認識としてはあまり望ましいことではないのかと思っています。多

分これが増えていくと、その他の地方債が減っていますけれども、要は臨時財政対策

債というものは歳入と歳出のギャップを埋めるために増やしているわけで、恐らく今

回の議論になる投資的経費は減っていかざるを得ないのかということなのですかね。

私は青森県の行革の委員会に入っているのですけれども、青森県はこの臨時財政対策

債に関してかなり減らしているということをアピールされています。どちらにしろ、

公共投資をどのようにマネジメントしていくかとかなり密接に関係してくる話なの

かと認識しています。見通しがもしわかれば教えていただきたいと思います。 

事務局： 臨時財政対策債に関してはＡ委員ご指摘のとおり、本来であれば地方交付税を地方

に配分する額なのですが、国で資金が手当てできないということがあって、そのかわ

りに地方で資金を調達してくださいという形で認められている借入金という形にな

ります。臨時財政対策債の元利償還金に関しては、当年度の地方交付税で算定される

という制度です。したがいまして、建前上は臨時財政対策債の残高は国から補てんさ
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れることになっています。この臨時財政対策債が増えていくということは、必ずしも

望ましいことではないということは、もちろん認識するべきところだと思います。例

えばの話をすることは少しおかしいかもしれませんけれども、この臨時財政対策債の

補てんがされなくなるという極端な話が仮にあった場合は、ただの借金という形にな

ってしまいます。国の制度でやっているものですから、一概にそのような話にはなら

ないと思いますけれども、あまり増えないほうがいいということは、認識としてはあ

ると思います。これが公共施設マネジメントにどのように影響するかということに関

しては、国からしっかりと補てんされる範囲においては大きく影響を与えるものでは

ないと思っております。 

委員Ａ： 恐らくここが充当されているものは例えば民生費など、そちらの歳入が足りないの

かという認識をしていて、民生費などは義務的経費になるので、そこは削れないでし

ょうという話になって、投資的経費は削減せざるを得ないのかという図式を私の中で

は描いていたのですが、今のところそこまでは考えていないのですか。 

事務局： 民生費や扶助費に関しても、基本的には国庫支出金で措置されるものですので、不

足分に関しては一部充当されているとは思いますが、基本的には一般財源としての資

金手当てとして起債が認められている部分です。一部は建設の事業費にも充当されて

いると考えております。 

委員Ａ： 一部なのですか。 

事務局： はい。通常のここで書いてあるような普通建設事業費は、100パーセント借金で成り

立っておりません。例えば10億円の事業費で、その事業費に対する地方債というもの

は大体充当率が70パーセントとか、80パーセントなどと決まっております。そのほか

２億円、３億円という部分に関しては一般財源を足して事業を実施しなければならな

いことになっております。そこをこの臨時財政対策債で借入した資金が充当されてい

ると考えられるということです。 

委員Ａ： 12ページで推計の額を出していますが、今後40年間の平均更新費用の中に、八戸市

として新規にものを作りたいという新規投資の費用は含まれているのでしょうか。 

事務局： 新規更新の費用は含まれておりません。あくまでも、現有している施設を一定期間

後に更新する際の費用はどのくらいかという試算になっています。 

委員Ａ： 維持更新投資だけで、現状の投資的経費の1.3倍の費用が掛かるということですね。 

事務局： はい。 

委員Ａ： 分かりました。実は私こういうものを結構研究していまして、自分で推計などをし

たこともあります。これは専門的な話になりますけれども、何年間でこの施設が使え

なくなるかという推計などにも左右されるのですけれども、結構厳しい数字が出てい

るということです。それは多分、総務省の仕様を盛り込んでやっているので、そうい

う結果になっているという印象を受けています。この60年というものは、全部60年な

のですか。 

事務局： 簡易推計ですので、細かく分けることもできなくはないのですが、基本的に平均的

な60年をベースとして、30年経った時点で大規模更新を１回実施するというソフトの

設定がありましたので、それは細かく設定はしないで推計したということです。 

委員Ａ： 結構厳しい数字が出ています。 
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事務局： そういう意味では、次の段階でやらなければならないのは、それぞれの施設がどう

いった状況にあるのかを細かく見ていくことによって、この推計結果がどのように変

化していくかを随時把握していく作業が出てくると思います。今回推計してみたら、

こういう結果になっているので、やはりきちんとやっていかなければならないという

ことを認識している状況です。 

委員Ａ： 例えば長寿命化を実施しますという話があって、長寿命化したらどこまでインフラ

の対応年数は伸びるのでしょうか。これは多分、技術的な話になるのですけれども。

内閣府が、社会インフラの金額的な基本的な統計を大体５年に１度くらいは出してい

るのですが、それがいわゆる公会計的に言うところの寿命、民間における減価償却に

当るようなイメージです。多分、それよりも長くできるものなのかというところもあ

るかと思います。実は青森県にも全く同じ質問をしたのですが、２割くらい延びるか

もしれませんということでしたが、確たる答えをいただいていませんでした。多分施

設などにもよると思います。 

事務局： 状況次第、あとは大規模改修を実施してきたタイミングとか、そういったものも細

かく影響してくるものだと思います。 

委員長： 15ページで旧耐震基準の建物が45パーセントを占めるとありますが、耐震化に対す

る費用は見込まれているのですか。 

事務局： 耐震化という観点を単独では入れておりません。今はソフトで計算できる範囲とい

うことで、建築時から見た対応する時期ということです。逆に言うと、耐震化を既に

やっている施設もかなりありますので、そういったものをこれから精査していくとい

う作業も出てくると思っております。 

委員長： やはり市が破たんしてしまってはしょうがないので、市の財政がどうなるかという

ことと、あとは現有施設を適正に維持管理していく必要があります。 

あとは書き込まれてはいますけれども、総量の適正化ということです。そこがどこ

で図られるかというと、ここ計画の中で議論する話ではないのではないかと思います

が、その辺りの兼ね合いがついていないと、例えば施設を適正にできるとはいってい

るけれども、財政からそこまでの支出はできないという話が来たりなど。あとは適正

化すべきとは書いてあるけれども、ではどこでどう議論してという辺りが抜けてしま

っているという感じがします。 

総量の適正化が非常に重要だと思うのですが、それはどこで議論されて、どこで実

現していくのか。 

事務局： いろいろな都市の事例を見ていますと、一番分かりやすいのは、将来何倍以上の費

用が掛かるということを前面に出して、縮小ありきという形でやっている自治体もあ

ります。特に首都圏の自治体などであったと記憶しております。一方、まだ公共施設

の総合的な管理に関して、八戸市も後発の自治体に分類されると思うのですけれども、

今の実態がどうなっているのかを一旦出してみて、細かく精査していく必要がありま

す。また、最終的に規模を縮小する、量的な縮小をしていくかということは、実際に

施設がどのように使われているか、あるいは施設単体で見るのではなく、地域で見た

りとか、利用されている方々の声とか、様々な要素を吸い上げるような場面が出てく

るのだろうと思っています。まずは、内部的に施設運営の実態がどういう状況なのか、
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施設の現状把握をさらに進め、横断的に見たときに優先順位を決めることで、今後は

より具体の議論になるのではないかと思います。 

住宅などを例にすれば分かりやすい話で、入居実態だとか、いろいろな特性を踏ま

えて定期的な現状把握をしているように、実態を見ながら様々考えていかなければい

けないと思っております。 

委員長： ８ページで市民一人当たりの公共施設が1.3倍と書かれていますけれども、この数字

を押さえた上で、ここは足りているのかなど、その辺りをある程度見ていく必要があ

るのかと思います。これから人口が減っていく中で、例えば市民一人当たりの公園面

積とか、ある程度の目安を付けておけば、今は足りないけれども、人口が減ったら足

りてくるのか、あるいは今もかなり余裕があって、人口が減るとしたらかなりこれは

減らしていくべきとか、その辺りが見えてくるかと思います。なかなか細かい数値は

押さえにくいところがあるかと思いますので、その辺りに目安を付けておかないと、

どういう施設がある程度満たされているのかというところが判断しにくいのではな

いかと思います。 

委員Ｂ： 耐用年数の経過を見ながらの維持管理が対処療法から予防保全になるということな

のですが、用途と耐用年数を考えて、現時点で改修等の優先順位というものは見てい

らっしゃるのですか。 

事務局： 基本的には年数経過しているものや更新時期が迫っているものの優先度が高いと思

われますが、一旦60年の年数で区切っているのですけれども、実は途中で大きな改修

や耐震化をしている場合には耐用年数が少し延びていたりなど、そういったもののア

レンジがこれから出てくるのだと思います。ただそういうものをあまり意識していな

い、これまで施設に手をかけていなかった場合には、一から調べたりするケースも出

てくるのかと思っています。今のところは、全庁的に施設管理がどういう状況なのか

を一定の水準で考えてもらい、何を集中的にやっていくかの方針等を決めていく形に

なるのではないかと思っております。 

一時期、学校や公民館などを集中的にやったのは、利用者が多かったり、あるいは

避難所として使う可能性があるなど、特に優先すべき分野ということで実施している

かと思います。そのような分野に入ってこないような個々の施設の場合、ずっとその

ままの施設もあるかもしれませんので、基本的にはそれぞれ考えてやってきていると

は思うのですけれども、一旦そういうものを全部調べてみないとわからないという感

じを持っております。 

委員Ｃ： 多分、それぞれに分けて考えることが必要になると思います。公民館であれば私た

ち市民だけが使っているわけで、そうするとその範囲内での修繕でしょうし、これか

らできる屋内スケート場のような施設であれば、やはり外側の人が来て、外貨を稼げ

るだけのものができあがるわけです。そうするとまたその修繕の規模も違ってくるで

しょうし、きちんとそれぞれで分けて管理することが大事かと思われます。 

話は変わりますが、私が熊本県に税金を払うと確定申告のときにその分が引かれ、

何かの物品をいただいたり、そうすると最終的に私が確定申告をしたときは、八戸市

の住民税は少なく納税になっているわけですよね。そうすると市税の収入が減ると、

地方交付税とその市税というものはこのようになっていると思っていいですか。 
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事務局： いろいろ細かい点はあるのですけれども、大枠ではそのとおりです。 

委員Ｃ： 八戸市民が八戸市にふるさと納税をすると、確定申告書の段階では市税の納付が少

なくなる。ふるさと納税で少なくなっている部分で地方交付税が少し増えるという研

究をしている人がいます。八戸に住んでいて八戸市にふるさと納税をすることによっ

て、八戸市の税金が増えるのであれば、ふるさと納税をしたほうが良いという考え方

はあるものなのでしょうか。 

委員Ａ：  例えば税収が１億円増えるとして、そのときに交付税が１億円は減らないはずです。

トータルで差し引くと、それは単純計算の話なのですけれども、税収が増えたほうが

市に入るトータルの収入が増えるような形になっているはずです。ふるさと納税にす

れば何かいただきものがもらえる。市の外から入ってくればトータルの持ち分が増え

るということがあるかと思います。恐らくそれは市全体の税収に与える影響からする

と、微々たるものかと思います。 

委員Ｄ： 18ページに策定済みの個別計画が書かれていますが、総務大臣通知と、この基本方

針との兼ね合いが理解しにくいです。私も建築関係の仕事をしているので、特にこの

辺に関しては、方向性はあまり変わらないような気がしています。建物の耐用年数な

り、公共施設の耐用年数なりの理解をもちろんしていますし、実際どのように耐震補

強していくかということも理解しています。その通りに個別計画は作ってきていると

思うので、あえてこのような基本方針を作るということは、どのような位置付けにな

っているのかを理解させていただきたいと思っていました。 

事務局： 策定済みの５つの個別計画は、いわゆる国の補助事業などの関係で計画的にやって

きた部分だと思います。それをさらに公共施設全般に、そのトータル的な管理を含め

て計画的にやっていくという発想が出てきています。国自体も、インフラ長寿命化計

画を作るという一本の大きな形ができています。また、地方においてはこの総合管理

計画を作ることによって、従来あったものだけではなくて、あらゆる公共施設を対象

に長期的な観点からの管理を日本国中、全部の自治体が意識してやっていこうという

ことが、国の要請の発端と思っております。市としても、当然時代の流れとして公共

施設マネジメントという概念については、第６次の行財政改革大綱の中でも検討して、

これからいろいろなことをやっていこうというわけなのですけれども、それと連動す

る形でこの基本方針を旗印にして、いろいろな取組を進めていかなければならないと

考えております。位置関係的にはそういう感じかと思っております。 

委員Ｄ： 具体的な話ですけれども、実際に現場で長寿命化計画を策定したときに、それは個々

の建物の診断、判断になると思います。そういうものは市の担当の職員がやられてい

るのですか。点検、診断の設定というところで、その判定は非常に大事なので。 

事務局： 職員がやるケースもあるかもしれませんが、件数などが多い場合には、職員自体も

限られているので、やはり委託という選択肢が出てくると思います。 

委員Ｄ： 点検、診断の徹底ということはどういうことをするのかといった場合に、これが基

本方針に基づく取組の１つになっているので、具体的にはどういう方向になるのでし

ょうか。外部の方の協力というか、そういった技術的な協力も出てくると思います。

もう１つ少し心配しているのは、耐用年数60年などとあるのですけれども、今の熊本

の震災でも分かったとおり、地震があると建物は傷んでしまうのです。だから耐震補
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強をすれば安全に持つかと言えば、そうとも言えなくなってきており、それは施設の

耐用年数が落ちるからです。家だとよく分かるのですけれども、１回被害を受けると

２回目は潰れるのです。皆さん耐震すると頑丈だと思うのですけれども、実はそうで

はなく、１回被害を受けると耐震性が落ちてしまうので、そのときにどうするか、実

はその辺の判断が難しいところです。これはあくまで総務省は年数でしか出していな

いので、実際にはそうはならないということが分かり始めてきているので、恐らくそ

の辺はこれから国交省が実際の現地の被害を見て、建物は耐用年数そのままではない

ということも出てくるだろうと想定しております。その辺はどうしても診断できる方

の技術が出てくると思いますから、人的なところも考えていただくことも必要かとい

う印象を受けておりました。 

委員Ａ： 先ほど委員長もおっしゃっていたのですけれども、我々研究者はこういう問題を考

えるときに、統計データから推計していくのです。特に社会資本の場合はそれを金額

に置き換えるのですけれども、正直なところわからないのです。基本的にそれは金額

ベースで評価していく話になりますが、それで実は施設ごとに把握をしていくことは

すごく重要な話です。実は国はこういう社会資本の統計を５年に１度出しているので

すけれども、あまり積極的にやっているイメージはありません。それはなぜかという

と、国などで持っている公共施設にどのくらいの価値があるかという、いわゆる悉皆
しっかい

調査
ちょうさ

といって、全部調べるという国富調査を昔はやっていたのが、国には膨大な公共

施設がありますから、多分昭和40年くらいにやめてしまって、そこからの統計は公共

投資をいくら積み増ししてきて、これくらい社会資本が増えていくかという計算上の

推計でしかないのです。私は国にそれをやってほしいといっているのですけれども、

それはなかなか無理だと思います。ただ市レベルであれば主要な施設を全部調査して、

今どのくらいの状況になっているのかを把握するのはまだ実現できると思うので、デ

ータを整備した上でこういう議論をしていくと、ひょっとすると耐用年数などで推計

される更新費用も大分変わってくるかもしれない。恐らくこういう話は、全国至る所

にある。東北などはまだそういう社会資本整備が全国から比べると遅かったので顕在

化していないのですけれども、西日本など結構早いところはもう橋が渡れなくなって

しまうとか、そういう問題がいっぱい出てきている。今のうちにそういうデータを整

備するのは大事で、データを整備しないといくら必要かがわからない。さっきの話に

戻りますけれども、財政的には非常に厳しい状況だと思うので、その少ない財源をい

かに使っていくかというためにも、まずはそういうところを整備するところから始め

ることはいいことだと思います。多分それは国、県レベルでも結構厳しく、基礎自治

体のレベルでないとなかなかそういうことは難しいと思う。そういうことをお願いと

いいますか、最後に申し上げておきたいと思います。 

委員長： 先ほど何でこんなことを始めたかという話もありましたけれども、多分自治体によ

ってはこの先、維持、修繕できない。使用はやめるけれども、除却すらできないとい

うところが出てくると思うのです。だからそういう大掴みで八戸はそんなレベルには

ないということを知ることができれば一番いい。概略ではそこまではいっていないの

かという感じはあるのですけれども、やはり一律にソフトを使ってとなると、少し不

安も残るので、もう少し細かく見ることも必要だと思います。それから非常に厳しい



 7 / 7 

という状態であれば、例えば全国的に見ると、市が道を作ってくれなければ市民で作

るとか、橋
はし

守
もり

（※1）のように見守るモニター制度とか、なかなか行政では手が届か

ないとすると、そういうことを行っている。あとはガバメント２．０（※2）のよう

な、ＩＴを使って公共施設関連のところを都合しやすいというか、やはりぎりぎりの

ところで維持していくと、結構危険な状態の手前で維持せざるを得ないのかという中

で、その辺りも長期的にはいいのではないかという感想も持っていました。 

委員Ｂ： 昭和50から60年代にかけて公共施設が集中的に整備され大規模改修の時期とのお話

しですが、例えば材質で言えば、建築物とか建設物の中でその当時の材質と、今の材

質のようなものもあると思うのです。コスト云々も大事ですけれども、当時の建築資

材の質とかがどう異なっているのか、そういったことの考慮も必要かと思います。 

委員長： 少し古いくらいが良くて、40年代くらいが一番質は悪いとか、現実的にはわからな

いところです。 

委員Ｄ： 大体、今のコンクリートは塩でだめになるのです。コンクリートは砂を使っている

のですけれども、砂が間に合わなくて、海から持ってきているもので、きちんと洗浄

されていないものを使うと塩害で鉄筋が錆びてしまうのです。それは埋められてしま

うと劣化状態が見えず、個別で建物自体がどうなっているのかということは、鉄筋の

錆び具合とかを見て調査するしかない。コンクリートの耐用年数はあるのですけれど

も、そのとおりになるかどうかということは地域的、風土的、立地条件で全く変わり

ます。そういう意味では、調査できる人がいないと本当は厳しい。そこで本当はお金

を使わないで直せる方法はないかというか、少なくするという方向にせざるを得ない

ということはあります。国全体の問題になっているようですが、本当に建築技術者の

モラルが問われてしまう話になります。 

委員長： それでは他になければこれで質疑を終了したいと思います。 

     審議案件については以上で終わりとなりますけれども、事務局から。 

事務局： それでは今後のスケジュールについて、お知らせいたします。 

本日、いただいたご意見等を踏まえまして、市としての案を固め、その後、議会説

明やパブリックコメントを実施し、８月を目標に、基本方針を策定する予定でありま

す。 

なお、今後内容が大きく変わる場合には、再度、委員会を開催させていただく可能

性もありますが、その際は改めてご連絡させていだきます。 

以上でございます。 

委員長： 以上で、本日の委員会を終了といたします。 

ありがとうございました。 

 

※1 橋を守る人。橋の番人。 

※2 国や自治体などの行政が保有しているデータを、再利用しやすい形で公開して、

個人や企業などの民間が利用し、住民の力を行政サービスに活かしたり、住

民が政策決定に参加したりする取組。 


