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平成２８年第３回定例会（平成２８年９月９日） 

 

「公会計について」 

 

◆１５番（中村康弘議員） まずは、先日の台風 10 号により、岩手県や北海道に甚大

な被害が発生しました。衷心より亡くなられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被

災された方々にお見舞いを申し上げます。 

 それでは、杉並区議会公明党の一員として、公会計について質問をいたします。 

 初めに、直近の区の財政見通しを確認させていただきます。 

 急速に増加している保育需要や特別養護老人ホーム等の施設建設のための用地確保

など、近年、区が直面している課題が顕在化するにつれて、区財政の逼迫度が急激に高

まっているように感じています。区の財政状況の変化と今後の中期的な財政見通しを、

定量的なデータも交えてお示しください。 

 地方公共団体の会計制度は、従来、単式簿記・現金主義に基づくものでした。平成

19 年に総務省より新地方公会計制度が公表され、複式簿記・発生主義という企業会計

の要素を取り入れた制度への改革が進められてきました。フルコストによる財政の見え

る化や、資産、負債の改革を進めるツールとして、全国の自治体において財務書類の整

備が行われてきました。 

 財務書類とは、企業や団体の活動を金銭的な数字で表現したものです。その点で、民

間企業の目的である利益は明確に数字であらわせますが、地方公共団体の目的である住

民の福祉増進の効果は、客観的に算出しにくいという違いがあります。さらには、企業

では経営判断により柔軟に費用の支出が可能ですが、地方公共団体は議決を経た予算の

範囲でしか支出ができません。また、地方公共団体には、民間企業にはない出納整理期

間という独特の会計制度もあります。 

 このように民間企業とは目的や制度においてさまざまな違いがある中でも、杉並区が

地方公会計基準に基づく財務書類を作成、公表することの意義について、区の所見を伺

います。 

 現在の公会計基準は、基準モデルと総務省方式改訂モデル、そして国に先んじて取り

組んでいた東京都会計基準の、３つのモデルがあります。これらのモデルを統一化する

作業が国のほうで約４年半をかけて進められてきました。そして、平成 27 年１月に全
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国の自治体に対して総務大臣通知が出され、新たに設けられた統一的な基準に基づく財

務書類を、原則、平成 30年３月末までに作成することが求められました。 

 杉並区では、基準モデルに基づく財務書類を平成 20 年度決算より作成、公表をして

いますが、統一的な基準については、来年、平成 28 年度決算からの導入を目途に現在

作業が進められています。改めて、基準の変更に向けての区の取り組み状況及び今後の

予定をお聞かせください。 

 新基準への主な変更点としては、報告主体に、一部事務組合や広域連合が対象に加え

られます。また、資産評価においても、有形固定資産は、これまでは再調達原価で評価

し、事業用資産の土地は３年ごとの評価がえを行ってきたのに対し、新基準は、原則と

して取得原価で評価し、再評価は行わないことになります。そのほか、各財務書類の記

載形式や資産と負債の会計処理の方法等においても、幾つか変更が加えられます。 

 一方で総務省は、各自治体がそれぞれの創意工夫によって説明責任や行政運営に資す

る財務書類を作成する余地を残しており、そういう趣旨から、東京都会計基準を選択す

ることも可としています。 

 東京都基準は、行政コスト計算書に税収を含めた原則全ての収入と費用を計上し、行

政コストと税収等との対応関係をあらわすことに重きを置いている点が特徴的であり、

企業会計や国際公会計基準（ＩＰＳＡＳ）により近い考え方です。片や、統一的な基準

では、直接の対価性がない税収などの収入は純資産変動計算書に計上し、行政コスト計

算書には計上しません。 

 統一的な基準と東京都基準、それぞれの長所、短所の比較において、区が東京都基準

を採用しない判断に至った理由をお聞かせください。また、23 区他区の状況はいかが

でしょうか。 

 仕訳方法の選択について伺います。 

 歳入歳出データから複式仕訳を作成する方法には、期末に一括して行う期末一括仕訳

方式、そして、取引の都度、伝票単位ごとに行う日々仕訳方式の２種類があります。総

務省としては、仕訳の検証精度が高くなることや、より早い財務書類の作成が可能にな

ることなどから、日々仕訳が望ましいとしています。しかし、貸借対照表と固定資産台

帳の相互照会ができ、事業別、施設別等の細かな単位でフルコスト情報による分析が可

能であれば、期末一括仕訳でも差し支えないという見解です。 

 ６月の総務財政委員会で、区は、期末一括仕訳方式を採用し、財務会計システムの更

新時期に合わせて日々仕訳への移行について検討するとの考えを示しました。仕訳の方
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法について区がこれまで検討してきた内容、そして、当面、期末一括仕訳を選択した理

由及び日々仕訳への移行に関する考えについてお聞かせください。 

 関連して、公会計システムの変更対応について伺います。 

 本年度一般会計補正予算（第３号）において、新基準への移行に伴うシステム更新、

運用及び支援業務委託に要する経費 504万円が計上されました。国においては、統一的

な基準による地方公会計の整備に係る標準的なソフトウエアを開発し、各自治体に無償

で提供しています。しかし区は、国からの無償提供は受けずに、現行の公会計システム

をバージョンアップして対応する経費を同補正予算に計上しました。機能面、費用面に

おいてそれぞれどのような比較を行い、今回の判断としたのでしょうか、御説明をお願

いします。 

 固定資産台帳の再整備について伺います。 

 固定資産台帳とは、固定資産を、取得から売却等の処分に至るまでの経緯を個々に管

理するための帳簿で、道路、公園、学校等、区の全ての固定資産について、取得価額や

耐用年数等のデータを網羅的に記載したものです。本区の固定資産台帳は基準モデルを

導入する際に作成されました。 

 新基準への移行に伴い、評価方法が時価から取得原価へとなることはさきに述べたと

おりです。取得原価が不明なものは再調達原価で評価し、それも不明な道路、河川及び

水路の敷地は備忘価額１円とすることになります。また、現行、耐用年数が異なる設備

と建物本体が１つの資産として登録されているのが、それぞれの耐用年数に応じて登録

をし直すことになるなど、固定資産台帳の再整備にさまざまな対応が求められています。

さらに、建物等の償却資産に対して行った耐震補強や改良補修の工事費については、現

行では維持補修費としてコスト計上されるのに対し、新基準では、資産価値が高まる、

あるいは耐久性が増すと認められるものは、資産形成として純資産変動計算書に計上す

るという選択肢も加わります。 

 区はこれまで、固定資産に対する耐震補強や改良補修工事等を数多く行ってきており

ますが、従前どおり費用として計上するのか、資産形成として計上するのか、区として

の運用基準を設ける必要があると考えます。所見を伺います。 

 続いて、公会計情報の活用について伺います。 

 公会計は、財務書類を作成することが目的ではなく、行財政運営の改善に現実に役立

てていくことこそが重要であると、私自身これまでも繰り返し主張してきました。最も

訴えたい点であります。 



議会質問【一般質問】杉並区議会 中村 康弘 
2016.09.09 

 

 4 

 区では決算報告の際に、公会計上の主な財政指標や建物の減価償却の進捗状況、行政

サービス費用の推移などを区政経営報告書に掲載しています。また、毎年度幾つかの事

業を抽出し、事業別行政コスト計算書も作成しており、人件費や減価償却費などのフル

コストを収益性や利用率の経年変化の情報とともに分析し、結果を公表しています。特

に、保育園運営や地域集会室維持管理、児童館、学童クラブの運営など、幾つかの事業

においては毎年継続的に調査を行っており、課題の明確化や検証作業を行うのに有益な

指標であると思います。 

 今後は、公会計情報の活用範囲をさらに拡大し、例えば行政評価制度や予算編成過程

等と関連づけるなど、区政運営のマネジメントツールとして生かすことができると考え

ますが、所見を伺います。 

 また、区立施設再編整備計画に固定資産台帳などの会計情報を盛り込んだり、施設別

の貸借対照表を作成したりするなど、より深まった検証作業ができるのではないでしょ

うか。見解をお聞かせください。 

 公会計情報は財政分析や財政ルールにも活用できます。現在区では、財政健全化と持

続可能な財政を確保するための５つのルールを定めており、その１つ目に挙げているの

が経常収支比率 80％以内を目指すです。唯一具体的な財政指数上の目標を設定したル

ールであります。 

 経常収支比率は財政構造の弾力性をあらわす指標であり、一般的に 70から 80％が適

正水準とされています。この水準を超えると、その団体の財政は弾力性を失いつつある

と考えられ、区の 80％以内というルールも、これに基づいていると理解します。区が

このルールを定めた 23年度以降 27年度までの５年間の決算の実績では、経常収支比率

は、82.7％、82.8％、82.5％、79.8％、79.7％と推移しています。ただ、経常収支比率

は、１年間のフローの数値だけを取り上げ、決算に評価を行う事後的な指数です。また、

この５年間で本区の積立基金は総額で 300億円から 410億円へと 100億円以上積み上げ

てきましたが、このことは経常収支比率の推移からは読み取れません。こうした経常収

支比率を事前統制的なルールの指標とすることについて、私は以前にも問題提起をさせ

ていただきました。 

 他の主な財政指標も、例えば実質収支比率も基本的には同様で、単年度のフローの事

後的な結果をあらわしたものです。また、公債費負担比率についても、ストックとして

の区債残高あるいは積立基金の状況は捉えられません。これらの財政指標はそれぞれの

財政局面をあらわしたもので、それぞれ意味があるものですが、全体を包括したもので
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はありません。 

 公会計は、ストックとフローの両面から捉えた、より包括的な財務情報です。将来世

代に残る資産はどれぐらいあるか、将来世代と現世代の負担の分担は適切か、財政に持

続可能性はあるのか、行政サービスは効率的に提供されているのかなど、多方面にわた

る角度からの財政分析や、長期的な視点による財政上の意思決定が可能になります。 

 例えば、資産老朽化比率と将来負担率を組み合わることにより、資産の老朽化度合い

と、それに対応できる財政状況をあわせた指標として把握できます。あるいは区債残高

から償還に充当可能な基金の残高を差し引いた実質的な債務の額に対して、資金収支計

算書における業務活動収支の黒字分等の財源の比率を算出することによって、将来の負

担額と現在の財政力との関係性が数値化され、結果、事前統制的な活用が可能になりま

す。財政状況の分析に公会計情報を活用してはいかがでしょうか。 

 また、区の財政運営の原則、ルールについても、財政構造の時代的な変化を念頭に置

き、事前統制的な要素も加え、さらには、短期、中長期といった時間軸も考慮するもの

を再検討してはいかがでしょうか。所見をお聞かせください。 

 関連して、経常収支比率 80％の目安についても申し上げたいと思います。 

 総務省の地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会の報告書には、昭

和 44 年発行の「財政分析：市町村財政効率化の指針」からの引用を通して、80％の根

拠に関する記述があります。それは、昭和 42 年度の全国の自治体の財政を対象とした

調査により、経常収支比率が、都市にあっては 73.3％から 83.9％の間に、町村にあっ

ては 67.7％から 84％の間に分布している統計が得られたことから、少なくとも 75％程

度におさまることが妥当と考えられ、これが 80％を超える場合は、その財政構造は弾

力性を失いつつあるというものです。 

 もしこれが 80％の根拠であるならば、既に 50年もの月日がたっています。今日にお

いて経常収支比率の目安をどのように見るか、区にもぜひ研究していただきたいと思い

ます。 

 次に、固定資産の保有と活用における民間との連携について伺います。 

 財政面からは、区債、基金の残高といった金融資産に目が行きがちですが、区が保有

する資産は、当然ながら金融資産のみではありません。平成 27 年度の単体の貸借対照

表によれば、区が保有する全体の１兆 5,000 億円の総資産のうち金融資産は 702 億円、

比率にするとわずか 4.7％です。残りの約 95％、１兆 4,300 億円が非金融資産であり、

その内訳は、約１兆円がインフラ資産、4,000億円が有形固定資産となっています。 
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 そもそも区が資産を保有することはどのような意味を持っているのでしょうか。国際

財務報告基準によれば、資産とは、過去の事象の結果として企業が支配し、かつ、将来

の経済的便益が当該企業に流入すると期待される資源と定義されています。簡単に言う

と、資産とはお金を生み出すものです。この定義を公会計に当てはめると、それを持っ

ていることで将来お金が入ってくるもの、あるいはお金が入ってこなくても行政サービ

スの提供を可能にするものであります。 

 大量の固定資産をいかに適切に保有し、活用していくかは、区政運営上、非常に重要

な課題です。現実に、今後さらに需要が拡大する保育園、高齢者や障害者等の施設整備

においても、土地建物が最大の課題です。そして、その取得、保持には多大な費用の発

生が伴います。財政負担を極力抑えつつ、公共施設や行政サービスの効果的かつ効率的

な整備、運営を行うためには、公民連携パートナーシップ、ＰＰＰあるいはＰＦＩなど

を通した民間の資金やノウハウの活用は有効な選択肢の１つであると思います。本区に

おいても、施設の維持管理や運営には、指定管理者や民間委託等は相当浸透してきてい

ますが、設計や建設までをも含むＰＦＩ事業は、リニューアルオープンして 10 年を迎

えた杉並公会堂と幾つかのケアハウスのほかは、余り大きな流れとはなっていないよう

です。 

 公会計情報の開示を充実させることで民間との接点がより多くなり、結果、区にとっ

ても有益なアイデアに結びつくことも考えられます。区税収入は減少する一方で行政ニ

ーズは拡大していく時代にあって、最少の経費で最大の効果を実現する方法を幅広く積

極的に研究していくべきではないでしょうか。施設の設計、建設、管理運営等、行政サ

ービスの展開におけるＰＰＰ、ＰＦＩといった民間の資金、ノウハウの今後の活用につ

いての区の考えをお聞かせください。 

 本日は、新地方公会計制度の基準の変更に伴う本区の取り組みと公会計基準の活用に

ついてるる質問をさせていただきました。特に活用に関しては、短期間で成果が目に見

える形であらわれるものではなく、多くの試行錯誤を伴い、深い分析と研究と施策が求

められるものであると思います。今後も区が真摯に、粘り強く取り組んでいかれること

を期待して、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 理事者の答弁を求めます。 
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 区長。 

      〔区長（田中 良）登壇〕 

 

 

◎区長（田中良） 私からは、中村康弘議員の御質問のうち、今後の財政運営の原則、

ルールづくりに関する御質問に御答弁を申し上げます。 

 区では、少子高齢化の進展に伴う福祉施策のさらなる充実や、首都直下地震等の大規

模な災害に備えた耐震・不燃化促進、また、老朽化に伴う区立施設の更新等の行政需要

が拡大する中で、必要な行政サービスを安定的、持続的に提供していくために、財政健

全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールを定めております。そして、その１

つとして経常収支比率 80％以内を目指すことを掲げまして、この間、財政の健全化に

努めてまいりました。 

 しかしながら、この経常収支比率につきましては、社会保障関連経費が急激に伸びて

きたことなどによります財政構造の大きな変化や、地方債に関する少ない一般財源で投

資事業が可能となっているといった財政制度の変化を受けまして、現在、この指標が

80％を超えたとしても、一概に、財政構造の弾力性を失いつつあるとは言えないのでは

ないかという議論があることは存じております。 

 また、１つの財政指標だけで自治体の財政状況の全てを把握できるものではもちろん

ありませんで、自治体の財政状況を正確に把握するためには、中村議員が御指摘のよう

に、複数の財政指標を組み合わせて分析する必要があることも認識をいたしております。 

 経常収支比率 80％ということで掲げておりますけれども、自治体によりましては、

経費の割り振りをどういう物差しでやるかというのは、若干いろいろな違いもあるよう

です。ですから、80％以下に低くなればなるほど、経常収支比率は健全だと言えるかも

しれませんけれども、これまた国から見ると、財源収奪の大きな根拠として捉えられて

しまうわけですし、また、経常収支比率が低いということになると、歳出圧力に対して

なかなか抵抗ができないという、財政当局の財布のひもということになるんでしょうけ

れども、そういうこととも関係があるということで、自治体によっては、なるべく低く

見せないように、高く見せて歳出圧力をかわすというようなニュアンスでやっていると

ころもあるというような話を横からも聞いたりしておりますけれども、全体をバランス

よく見るということが大事だというのは、まさに御指摘のとおりだと思います。 

 こうしたことも踏まえまして、今後、財政運営上のルールにつきまして、区民にとっ
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ても理解しやすいものへ見直していく必要があると考えております。その際には、公会

計情報を活用することによりまして、短期、長期的な時間軸でのより詳細な分析等が可

能となりますので、将来負担を踏まえた予算編成を行うといった議員御指摘の事前統制

的な意味合いを持つルール等についても、検討を重ねてまいりたいと存じます。 

 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁申し上げます。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 政策経営部長。 

      〔政策経営部長（白垣 学）登壇〕 

 

 

◎政策経営部長（白垣学） 私からは、公会計に関する御質問のうち、所管にかかわる

御質問にお答えをいたします。 

 まず、近年の行政ニーズの高まりに伴う財政状況の変化に関する御質問にお答えいた

します。 

 この間、少子高齢社会の進展に伴い、介護保険事業、後期高齢者医療事業に関する経

費は、ここ５年間でいずれも 30％近く上昇しております。生活保護費、障害者福祉費

についても対象者の高齢化に伴い伸びておりまして、この傾向が当面続くことは、ほぼ

確実となってございます。 

 また、このところの未就学児童の増に加え、女性の社会進出の高まり等に伴い、保育

関連経費が高い伸びを示してございます。施設整備費を除く保育運営費のみを見ても、

ここ５年で約２倍、毎年、前年度比 20％ほどの伸びとなっており、平成 29年度には一

般会計歳出予算の１割を超えることが見込まれてございます。 

 さらに、平成 25 年度に推計した、今ある区立施設を廃止せず、同等の規模で存続さ

せた場合の 30年間に必要な改築改修経費は約 2,800億円、年平均で約 93億円と推計し

てございます。この間の建設費の高騰を踏まえると、さらに二、三割の建設コストが上

積みされることが見込まれるなど、今後の大幅な歳出増は避けられない状況にございま

す。 

 一方、歳入に関しましては、我が国の経済は緩やかな回復基調にあることから、区と

しても当面は一定の歳入増を見込んでおりますが、今後の人口構造の変化や世界経済に

不安定な要素が多いことなどを踏まえますと、大幅な歳入増は見込めない状況にござい
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ます。こうしたことを踏まえますと、今後非常に厳しい財政運営が続くものと予想して

いるところでございます。 

 次に、区政運営のマネジメントツールとして公会計情報を活用することについての御

質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、公会計制度を導入する目的は、財務書類を作成するためだけで

はなく、行財政運営の改善に活用していくことにございます。区ではこの間、基準モデ

ルによる財務諸表を作成し、世代間負担比率や負債比率、建物の減価償却率などを公表

してまいりました。また、保育園運営事業など一部の事業ではございますが、発生主義

に基づく事業別行政コスト計算を実施してまいりました。 

 今後、公会計情報を活用することにより、施設別、事業別分析、フルコストでのフロ

ー情報の把握も可能となってまいります。現在、国の地方公会計の活用のあり方に関す

る研究会で公会計情報の活用について研究がなされているところでありまして、これら

も参考にしながら、行政評価制度、予算編成過程におけるマネジメントツールとして活

用していけるよう検討してまいります。 

 次に、財政状況の分析への公会計情報の活用についての御質問にお答えします。 

 これまでは、経常収支比率、公債費負担比率や健全化判断比率などを区の財政運営の

適正化を図る指標としてまいりました。しかし、議員御指摘のとおり、健全化判断比率

の１つともなっている将来負担比率につきましては、その数値がマイナスであっても、

必要な施設の改築改修を見送るなど、老朽化対策を先送りしているのであれば、将来負

担がなくても健全であるとは言えません。これに対し、例えば、公共施設等の取得価格

や耐用年数、減価償却累計額等が記載された固定資産台帳を活用することにより、資産

老朽化比率を算定し、将来負担比率と組み合わせて分析すれば、将来負担をより総合的

に捉えることができます。また、新たにフローとストックを分母と分子で組み合わせた

債務償還可能年数は、財政健全化のためのより総合的な財政指標とすることができると

考えてございます。 

 こうした公会計情報の活用によって、より詳細な財政状況の分析が可能となるものと

考えておりますので、今後その活用方法について検討してまいりたいと存じます。 

 私からの最後に、ＰＰＰ、ＰＦＩといった民間の資金、ノウハウの活用についてのお

尋ねにお答えいたします。 

 区はこれまでも、図書館、保育園等への指定管理者の導入のほか、方南町住宅跡地に

おける区の活用方針に基づく保育園等の整備などに取り組んでまいりましたが、今後、
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区立施設が次々と更新時期を迎える中で、施設の建設、運営等においてコスト削減やサ

ービスの向上を図るために、ＰＰＰ、ＰＦＩといった民間の資金、ノウハウを活用する

ことは、ますます重要かつ有効な手法であると考えております。 

 導入に当たりましては、施設の性格、規模、立地等を踏まえて効果を見きわめ、可否

を判断する必要があると認識しておりますが、常に活用の可能性を視野に入れ、今後積

極的に検討を行ってまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 会計管理室長。 

      〔会計管理室長（南雲芳幸）登壇〕 

 

 

◎会計管理室長（南雲芳幸） 私からは、所管に係る御質問にお答えいたします。 

 まず、財務書類の作成、公表に関するお尋ねですが、地方公会計の第一義的な目的は、

企業会計と違い、税金の使い道を明らかにすることでございます。区が発生主義・複式

簿記また固定資産台帳に基づく財務書類を作成、公表することの意義は、議会を初め区

民に対し、区の資産や負債の現状などの財務情報をわかりやすく開示することにより説

明責任を果たすとともに、今後の資産や債権の管理、さらに予算の編成などに有効活用

することで財政運営のマネジメント強化を図ることであると考えてございます。 

 次に、地方公会計基準の変更に関するお尋ねにお答えいたします。 

 区は、新たな基準での財務書類作成に向けて、今年度中に統一的な基準に対応した公

会計システムの構築作業を行うとともに、登録項目の見直しなど、固定資産台帳の再整

備を図ってまいります。このことによって、来年４月には新たな公会計システムの運用

を開始し、統一的な基準に基づく決算数値を平成 28 年度決算から作成、公表してまい

りたいと考えてございます。 

 次に、区が東京都基準を採用しなかった理由、また他区の状況についてのお尋ねにお

答えいたします。 

 区の財政状況を他自治体と比較、評価するという点において、全国的に少数派である

東京都基準ではなく、より多くの自治体と直接比較できる統一的な基準がすぐれている

こと、また仕訳においても、東京都基準は日々仕訳に限定されており、区としてシステ
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ムの大幅な改修が必要であるのに対して、統一的な基準は、現行の期末一括仕訳と日々

仕訳、いずれの選択も可能であることなどを勘案した結果、東京都基準の採用には至り

ませんでした。 

 また、他区の状況ですが、当区の調査では、16 区が統一的な基準を採用し、７区が

東京都基準を採用する予定であると把握しております。 

 次に、仕訳方法に関するお尋ねにお答えいたします。 

 区は、期末一括仕訳と日々仕訳を、仕訳の検証精度や公表の時期、改修等の費用対効

果などの観点から検討いたしました。その結果、検証精度の向上や公表時期の早期化に

ついては、現在詳細を検討している新たな公会計基準の運用方法や導入するシステムの

最適化などにより、その差は最小化できると判断いたしました。費用対効果の点では、

日々仕訳とするためには、現行の財務会計システムを初め、連動する文書システムなど

の改修が必要であることなどを勘案して、今後、財務会計などの基幹システム更新の時

期に合わせて、改めて仕訳方法について検証、検討することとし、当面は期末一括仕訳

によることとした次第です。 

 次に、区が採用する公会計ソフトに関するお尋ねにお答えいたします。 

 採用しますソフトは、要約財務書類の出力機能やセグメントごとの住民１人当たり行

政コスト算出機能など、国の提供する標準的なソフトにはない財務書類の活用に有効な

補助機能を有しており、かつ既存の固定資産台帳データの新科目への変換も可能で、移

行時の作業負担が軽減できます。また、国の標準的なソフトに比べて、導入及び移行に

要する経費が半額程度と見込まれるため、現行システムのバージョンアップ版のソフト

を採用したものでございます。 

 最後に、固定資産の計上のあり方に関するお尋ねにお答えいたします。 

 区は、資産価値や耐久性を高める工事につきましては、資産形成として固定資産台帳

に追加計上する運用を予定しておりますが、工事の内容によっては、資産価値を高め、

資産の形成に当たる工事であるか判断に迷う場面が出ることも考えられますので、御指

摘にありますような、客観的、合理的な運用基準を設けることを鋭意検討しているとこ

ろでございます。 

 私からは以上でございます。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 施設再編・整備担当部長。 
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      〔施設・再編整備担当部長（吉田順之）登壇〕 

 

 

◎施設再編・整備担当部長（吉田順之） 最後に、私からは、公会計情報の区立施設再

編整備計画への活用に関するお尋ねにお答えをいたします。 

 区では、平成 16 年度から３回にわたり施設白書を発行し、施設の現状と課題、今後

のあり方などを整理するとともに、施設の長寿命化などの取り組みを実施してきました。

こうした取り組みを踏まえ、平成 26 年３月に区立施設再編整備計画第一次実施プラン

を策定し、再編整備の取り組みを進めているところですが、平成 29 年度には改めて施

設白書を作成し、その分析結果を平成 30 年度の第二次実施プランの策定に生かしてい

く考えでございます。御指摘の公会計情報については、この施設白書における区立施設

の分析に活用してまいりたいと存じます。 

 私からは以上です。 


