実践 公共施設マネジメント

ー進化する手法ー

第３６回 公共建物の長寿命化-先進事例から学ぶ東洋大学客員教授 南 学
東洋大学客員教授（株式会社 PPP 総合研究所代表取締役社長) 天神 良久
■公共建物の長寿命化は、自治体のコスト削減に効果あり
我が国の公共建物(国、自治体が建設した建物)は、筆者(天神)の調査によると、約 5
0 万施設で 3.8 億の延床面積が存在している。また、その多くの建物が 1960 年～198
0 年に建設されている。一般的に言われている建物の建替え周期が 60 年とすると、20
20 年以降に公共建物の老朽化が一斉に進み、2040 年までの 20 年間に多数の公共建物
の建替え時期が到来することになる。
国は、公共建物の老朽化が一斉に来ることを予想して、2013 年に「インフラ長寿命
化基本計画」を策定した。総務省では 2014 年 4 月に自治体に「公共施設等総合管理計
画」の策定を要請し、各自治体では「計画」の中で、対策の大きな柱として「延床面積
の総量圧縮」
、
「長寿命化」
、
「財源確保」、
「広域連携」を掲げた。その後、2018 年 4 月
に総務省自治財政局財務調査課より「公共施設等総合管理計画の更なる推進にむけて」
が発表され、公共施設の更なる推進に向けて、「集約化、複合化」、「長寿命化」、「転用
事業」等に関して解説している。そして、同じく財務調査課長名での「令和 3 年度まで
の公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」という通知が「技
術的助言」(地方自治法第 245 条の 4 第 1 項)としてなされ、自治体への支援策として、
総合管理計画の見直しに係る財政措置(策定経費の特別交付税措置)、
「地方団体の経営・
財務マネジメント強化事業」の創設(アドバイザー派遣)、公共施設等適正管理推進事業
債の今後のあり方検討も明記された。
これまで、国の「インフラ長寿命化基本計画」、自治体の「総合管理計画」、「個別計
画」と続き、具体的な対応策としては、市町村の公共施設の約半数をしめる学校施設に
関して、文科省が長寿命化改良事業を例示して、改築中心から長寿命化への転換を推奨
し、財政措置などで誘導する方向を打ち出してきた。
しかし、現実としては、長寿命化より庁舎やホールを併設する大規模施設では、まだ
まだ改築(新築)によって、面積が増加する事例が目立つ。人口減少と経済「衰退」傾向
で、面積と建設費の後年度負担を増加させることは、「成長志向」の名残が根強いこと
をしめしているが、もう一つの要因として、長寿命化による効果が十分に研究、検証さ
れていないことも指摘できるだろう。
今回は、公共建築の専門家として、公共 ROA(総資産利益率)のデータ収集分析を行
い、長寿命化の財政効果の研究を行っている天神氏に、大規模施設の長寿命化のメリッ
トについて執筆をしていただく。
■公共建物の長寿命化の基本
「長寿命化」とは、建物で言えば 60 年の建替え周期を、例え 80 年～100 年間利用
する施策である。著者の論文「公共 ROA のベンチマークデータ収集と、予防保全・建
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物長寿命化の施策による VFM の経済的効果分析」(東洋大学 PPP 研究センター紀要第
8 号、2018)では、我が国の公共施設約 3.8 億の延床面制の中で、比較的利用頻度が高
く、建物の運営費用も効率的な建物群が全体の約 40%程度存在すると仮定した場合、
公共建物全体の 40%の建物の建替え周期を 60 年→80 年の長寿命化を図ると、経済的
効果(建替え工事が 20 年遅れる（削減効果）が、数百億円／毎年(全国規模)に上ると試
算されており、長寿命化施策は自治体にとって大きな経済効果があると期待できる。本
稿の後半では、計算上の新築(同規模の延床面積で建替え)費用と、長寿命化改修費の実
績との比較を掲載する。
「建物の長寿命化」とは、何をすれば良いのかという具体的な施策はまだまだ未体験
な領域であり、どのような観点から計画を進めるのか？何を修繕・改修するのか?どの
くらいの費用が必要なのか?等々、良く分からないのが現実だと思われる。
これまで、筆者は公共建物の長寿命化を実施した先進事例の施設を訪問して、長寿命
化に至った経緯、入札時の募集要項、工事完了までのスケジュール、工学的視点での建
物の大規模改修設計・改修工事・修繕の内容、整備コスト、今後の長期保全計画の観点
からもヒアリングを実施してきた。この内容は『よくわかる！公共建物の長寿命化 vol.
1 ～先進事例から学ぶ～（2020 年 2 月発行）』の新刊にて詳細を掲載している。本書
では、建築の専門家でない読者が読んでも分かりやすく解説し、経済的効果分析も合わ
せて掲載している。また、本書の後半では、公共建物の長寿命化の参考として、民間オ
フィスビル、民間マンションでの長寿命化への取り組み事例、大規模改修工事の重要ポ
イントも紹介している。なお、
『よくわかる! 公共建物の長寿命化 vol.2～小学校を大手
民間企業が再利用～』を続編として、2021 年 3 月に刊行予定である。
■長寿命化先進事例の個別解説

（１） 新宿区役所本庁舎の長寿命化事例
【免震構造改修と大規模構造物の曳家（ひきや）
】
新宿区役所本庁舎 既存建物 1965 年竣工
2015 年大規模改修オープン

新宿区役所は、1965 年竣工の大規模鉄骨鉄筋コンクリート造(地下 2 階、地上 8 階、
塔屋 3 階、延床面積：2 万 1590 ㎡)の建物である。2011 年に耐震性能が不足している
ことが判明し、
2012 年に耐震補強のプロポーザル実施。居ながら工事で免震構造改修、
曳家工事(総重量 3 万トンの建物を斜め方向に 141mm 移動)、庁舎維持管理のための
大規模改修工事を 2014 年 5 月～2015 年 11 月に実施した。
大規模改修工事費用は、約 33 億円であった。1 ㎡当たりの工事単価を計算すると、
15 万 3000 円(＝33 億円÷2 万 1590 ㎡)の大規模改修費用であった。
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新宿区役所本庁舎の長寿命化を実現するまでの施策工程は、2011 年の耐震診断実施
から、2014 年 5 月の大規模改修工事着工までの期間であり、約 3 年を必要とした。
新宿区役所本庁舎の長寿命化工事の慨要は、「地下階の耐震補強工事。庁舎維持管理
改修工事。外壁・サッシの変更無し。執務室の内装・家具等も既存を活用」であった。
（２）青森県弘前市庁舎の長寿命化事例【市庁舎の保全復元デザイン維持】
弘前市庁舎前川本館 既存建物 1958 年竣工
2016 年大規模改修オープン

弘前市庁舎は、建築家・前川國男により設計された。市庁舎は、前川本館(鉄筋コン
クリート造、地上 4 階、1958 年竣工)と、前川新館(鉄筋コンクリート造、地下 1 階、
地上 6 階、1974 年竣工)から構成されている。
2008 年、弘前市は国の「歴史まちづくり法」の制定を機に、弘前の歴史まちづくり
の指針を示した「弘前市歴史的風致維持向上計画」を策定し、前川本館を「歴史的風致
形成建造物」に指定した。2012 年には、「弘前市庁舎整備計画」が策定され、前川本
館・前川新館の大規模改修工事と市民防災館(増築棟)新設を 2015 年 9 月 12017 年 9
月に実施した。
前川本館・新館(既存棟)大規模改修工事費は、25 億 9000 万円であった。前川本館・
新館の延床面積は 1 万 1283 ㎡である。1 ㎡当たり工事単価を計算すると、23 万円(＝
25 億 9000 万円÷1 万 1283 ㎡)の大規模改修費用であった。
弘前市庁舎の長寿命化を実現するまでの施策工程は、2008 年弘前市歴史的風致維持
向上計画の策定から、2015 年 9 月大規模改修工事着工までの期間であり、約 7 年を必
要とした。
弘前市庁舎の長寿命化工事の概要は、「全フロアーで耐震補強工事、屋上・外壁・サ
ッシの改修工事、内装の復元工事、家具の新規入替」であった。
（３）横浜市営ひかりが丘住宅の長寿命化事例【コンクリート中性化対策・ELV 設置】
横浜市営ひかりが丘住宅は、1968 年度から 1971 年度にかけて建設されたマンモス
団地で 54 棟 2200 戸の住宅を供給している。建設年度及び戸数は、1968 年(11 棟、
400 戸)、1969 年(20 棟、820 戸)、1970 年(19 棟、820 戸)、1971 年(4 棟、180 戸)
計 2220 戸。階段室型住棟の 5 階建建物で、構造種別はプレキャストコンクリート造で
ある。横浜市営ひかりが丘住宅の長寿命化における大規模改修工事は、第 1 期に①ELV
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設置・2 方向避難が 2012 年～2016 年に実施された後、第 2 期として 2016 年～202
6 年度の概ね 10 年間の予定で、②コンクリートの中性化対策、③居住性の向上(間取り
の変更、水回り全面更新)、福祉対応改善も併せて長寿命化改修が実施されている。
大規模改修が完成した住宅棟の 1 ㎡当たり工事単価を計算すると、23 万 7000 円の
大規模改修費用であった。横浜市営ひかりが丘住宅の長寿命化を実現するまでの施策工
程は、2010 年 3 月「横浜市公営住宅等長寿命化計画」を作成後、ひかりが丘住宅は、
長寿命化を図る住宅団地と位置づけられ、2016 年大規模改修工事着工まで、約 6 年を
必要とした。
横浜市営ひかりが丘住宅の長寿命化工事の概要は、「ELV 設置・2 方向避難、コンク
リートの中性対策、居住性の向上：3 点給湯(ユニットバス化含む）
・建具更新、福祉対
応改善：住戸内部の間取り改善」であった。
ひかりが丘住宅 4 街区 既存建物
1968 年竣工

（４）清瀬けやきホールの長寿命化事例【市民ホールの耐震補強と用途変更】
清瀬けやきホール(旧名一清瀬市民センター)は、1976 年竣工の鉄骨鉄筋コンクリー
ト造、一部鉄骨造(地下 1 階、地上 4 階、延床面積一 3529 ㎡)500 席の大ホールを所
有する建物である。2008 年に再生建築のプロポーザル方式の設計入札コンペが実施さ
れ、青木茂建築工房が受注した。長寿命化における大規模改修工事は、2009 年 10 月
12010 年 11 月に実施され、耐震補強、ホールの改修、子供図書館・子育て支援室の設
置、一部増築工事を行った。2010 年 12 月には一般公募により決定した新しい施設名
称「清瀬けやきホール」としてリニューアルオープンした。
大規模改修工事費用は、14 億 8800 万円であった。1 ㎡当たり工事単価を計算する
と、37 万 5000 円(＝14 億 8800 万円÷3972 ㎡）の大規模改修費用であった。
清瀬けやきホールの長寿命化を実現するまでの施策工程は、2006 年 9 月清瀬市民セ
ンター再整備基本構想(案)を作成することを目的とする庁内プロジェクトチームを立
ち上げた時から、2009 年 10 月大規模改修工事着工までの期間であり、約 3 年を必要
とした。
清瀬けやきホールの.長寿命化工事の概要は、
「全フロアーで耐震補強工事、ホール内
装・舞台機能の大規模改修、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、外部ファサードの
デザイン変更」であった。
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清瀬けやきホール 既存建物 1976 年竣工
2010 年大規模改修オープン

（５）〉富山市民芸術創造センターの長寿命化事例【民間の工場を再利用】
市民芸術創造センター
既存建物 1929 年竣工

改修前の写真：
基礎、柱・梁・屋根下地の鉄鋼が残された

1929 年竣工の呉羽紡績工場は 6 万 5000 坪の土地に、建物・紡績機械を整備して創
業を開始した。業績の発展はめざましく 1950 年には従業員も 2 千数百人を超す工場
となった。その後、海外の紡績業の躍進などにより国内の産業構造が大きく変化し、紡
績の生産量が減少し 1982 年に紡績工場としての操業を終了した。市民芸術創造センタ
ーは、この呉羽工場の一部を利用し基礎、床、柱、梁、小屋組みの鉄骨のみを利用して、
内装・外装を全て更新し 1995 年 9 月に市民芸術創造センターとして開館した。その
後、増築棟を併設し 2002 年 10 月に現在の市民芸術創造センターが開館した。
既存棟の大規模改修工事費は、27 億 200 万円であった。既存棟の延床面積は 7984
㎡である。1 ㎡当たり工事単価を計算すると、33 万 8000 円(＝27 億 200 万円÷7984
㎡)の大規模改修費用であった。
富山市民芸術創造センターの長寿命化を実現するまでの施策工程は、1990 年富山市
新総合計画・第 2 期基本計画において「舞台芸術パーク構想」が打ち出され、1991 年
11 月東洋紡績から富山市土地開発公社が第 1 期用地取得、1994 年 6 月の大規模改修
工事着工までの期間であり、約 4 年を必要とした。
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富山市民芸術創造センターの長寿命化工事の概要は、
「基礎、1F スラブ、鉄骨柱・梁、
小屋組み鉄骨を残して、全てを撤去。外壁、屋根、内装(舞台稽古、リハーサル、練習室
は防音仕様)、家具等を新規に設置」であった。
■寿命化は事後の利用方針によって手法が異なる
5 施設による施策内容を比較すると、
「長寿命化施策の第一歩」としては、
「耐震性能
不足が判明」が 3 施設／5 施設。長寿命化に向けた計画書を作成して実施した施設が 3
施設／5 施設。また、自治体で設定した「長寿命化の選定基準」から指定された施設が、
横浜市ひかりが丘住宅で 1 施設／5 施設であった。
その分析結果を表 1 に示す。
表 1：５施設の長寿命化への施策内容等一覧表
既存建
物
竣工年

新宿区役所本庁舎

1965年

21,590㎡ 耐震診断による耐震性能不足が判明。

弘前市庁舎

1958年

11,283㎡

横浜市営ひかりが丘住宅

1968年（2,220戸）

清瀬けやきホール

1976年

富山市民芸術創造センター 1929年

既存建物
延床面積
（住戸数）

既存建物竣 施策期間
工から施策 （施策第一
第一歩まで 歩から工事
の期間
着工まで）

施設名

長寿命化施策の第一歩事象

46年

3年

弘前市歴史的風致維持向上計画を策定。
耐震性能不足が判明。

50年

7年

横浜市住宅等長寿命化計画により長寿命
化を図る住宅団地と位置づけた。

42年

6年

清瀬市民センター再整備基本構想（案）
の作成を目的としたプロジェクトチーム
3,972㎡
を立ち上げた。
耐震性能不足が判明。

30年

3年

61年

4年

7,984㎡

富山市新総合計画・第2期基本計画におい
て「舞台芸術パーク構想」を策定。

5 施設のみでは統計分析とはいかないが、既存建物竣工後 40 年前後で長寿命化施策
が開始され、工事着工までには最低 3 年、申請認可等によっては 7 年を必要とした施
設もあった。
次に、施設の長寿命化工事内容、長寿命化工事の実績費用、同規模(延床面積が同じ)
建物の新築工事費(計算上)を比較した。なお、本稿で扱う VFM（注）は、
「長寿命化改
修工事の実績費用/新築工事費(計算上)」の割合とした。
同規模(同じ延床面積)で新築した場合の費用計算には、「平成 31 年度版建築物のラ
イフサイクルコスト国土交通省大臣官房官庁営繕部監修編集・発行：一般財団法人建築
保全センター」内に掲載されている設計・工事・解体処分コストの単価を使用した。な
お、清瀬けやきホールは同規模の他市コンサートホール工事費単価で、富山市民芸術創
造センターは、増築棟新築工事単価と他市コンサートホール工事単価を比率案分した単
価で計算した。
一覧表を表 2 に示す。
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表 2：５施設の長寿命化工事内容、改修工事費対新築工事費（計算上）一覧表
施設名
新宿区役所本庁舎

弘前市庁舎

横浜市営ひかりが丘住宅

既存建物
延床面積
規模

21,590㎡
地下2階
地上8階
11,283㎡
地下1階
地上6階
4街区4号棟
2,268㎡
地上5階

清瀬けやきホール

3,972㎡
地下1階
地上4階

富山市民芸術創造センター

7,984㎡
地上1F

長寿命化工事内容の概要
地下階ので耐震補強工事。庁舎維持管理
改修工事。外壁・サッシの変更無し。執
務室の内装・家具等も既存を活用。
全フロアーで耐震補強工事、屋上・外
壁・サッシの改修工事、内装の復元工
事、各具の新規入替。
ELV設置・2方向避難、コンクリートの中
性化対策、居住性の向上： 3点給湯（ユ
ニットバス化含む）・建具更新、福祉対
応改善：住戸内部の間取り改善。
全フロアーで耐震補強工事、ホール内
装・舞台機能の大規模改修、バリアフ
リー、ユニバーサルデザイン、外部ファ
サードのデザイン変更。
基礎、1Fスラブ、鉄骨柱・梁、小屋組み
鉄骨を残して、全てを撤去。外壁、屋
根、内装（舞台稽古、リーサル、練習室
は防音仕様）、家具等を新規に設置。

長寿命化工 同規模建物
事の費用 の新築費用
A
B

A/B
(%)

3,300,000
千円

8,093,875
千円

41%

2,590,000
千円

4,229,883
千円

61%

461,000
千円

695,096
千円

66%

1,488,000
千円

2,576,170
千円

58%

2,702,000
千円

3,065,856
千円

71%

長寿命化工事内容の概要を見ると、各施設で工事内容がそれぞれ異なるが、概ね「①
外壁・屋上・内装は既存用、②外壁・屋上・内装は既存部位を改修して利用、③構造躯
体のみ利用(外壁・屋根(屋上)・内装は全て新規に設置との 3 種類に分類されているこ
とが分かる。公共建物の長寿命化とは、その施設の長寿命化後の利用方針により改修内
容、改修工事費用も異なることが分かる。
建物の耐用年数は、税法上の減価償却資産によると「構造種別と建物用途」で区分け
されている。一番長い耐用年数は、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の
「事務所用又は美術館」の建物で 50 年とされている。また、筆者は一級建築士として、
長らく建築の世界で仕事をしているが、建設業界での「鉄筋コンクリート造建物」の建
替えのサイクルは、40 年～60 年が一般的な認識である。今回調査した建物は既にかな
り古い建物である。今後何年利用されるかはまだ将来の話ではあるが、取材時のヒアリ
ングでは 100 年利用の話もあった。表 2 による 4 施設での「長寿命化改修工事の実績
費用/新築工事費(計算上)」VFM は、41%～66%であった。自治体の施策として長寿命
化への決定は費用面で見ても大きな成功事例となっていると分析できる。また、富山市
民芸術センターの VFM は 72%であるが、新築費用よりはかなり廉価であり、2021 年
現在では何と 92 年間に渡り利用されている建物であり、地域経済への貢献も含め当施
設の長寿命化施策の決定も大きく評価できる。
本稿で検証した長寿命化事例では、大型施設での VFM が有利であることが示された。
しかし、現実には、冒頭部分で述べたように、数千㎡以上の庁舎やホール、学校施設に
おいては、既存施設の解体撤去・新築が多数で、しかも人口減少傾向が明確である地域
でも、面積の増加となる事例が多いことが気になる。大きな理由は、長寿命化だと、既
存施設設備の状況調査と長寿命化メニューの選択、費用積算などに多くの作業を要する
ために、経験の豊かな技術系職員の少ない自治体では、計画が立てにくいことがあると
推測される。さらに、新築であれば、補助金や交付金、地方的の対象となり、さらに地
方債の償還額の一定割合が基準財政需要額に算入されるという財政措置があるために、
有利とされていることもある。
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しかし、財政措置が確実かどうかは、臨時財政対策債の発行残高が異常に大きくなっ
ていることや交付税の原資となる国税収が伸び悩んでいることを考えれば、将来の負債
を増加させる可能性が大きいことも考えなければならない。人口減少傾向を真摯に捉え、
さらに庁舎はデジタル化の進展で必要面積は大幅に減少することも考え、既存施設の長
寿命化を真剣に検討すべき時代にあることを認識する必要があるだろう。

〔注〕
(1)VFM（Value For Money：バリュー・フォー・マネー）：
「支払に対して価値の高いサービスを供給する」という考え方。
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