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職員宿舎の資産価値向上手法についての一考察 
―リフォーム・リニューアルの実現を目指して― 

 

網走開発建設部 施設整備課  ○都築 竜太 

宍戸 宏光 

上野 秀和 
 

昨今の行政改革により職員宿舎を取りまく環境も変化している。老朽化した宿舎の多くは廃

止・解体され、都市部では一部建替も行われているが、地方では建替計画も無く、修繕しなが

ら使用しているが、快適な住環境とは言い難い状況にある。本報告は、既存ストックである老

朽化した宿舎をリフォーム・リニューアルすることで公用財産の価値を向上させ、「今後も使

い続けるための方法」を検討し、実現させるための一考察である。 

 

キーワード：リニューアル、老朽化対策、計画手法  

 

 

1. 現状・目的 

 

 財務省により平成23年12月1日に「国家公務員宿舎の

削減計画１） (以下「削減計画」)」が公表され、今後5年

間で宿舎を25.5%削減することが示された。削減計画公

表から5年間で築年数が40年を越え、老朽化し耐震性等

に問題がある宿舎は、削減対象として廃止することとさ

れた。削減計画に基づき必要と認められた宿舎の内、老

朽化した宿舎については、耐震改修等などの長寿命化を

行うべきか、宿舎跡地の売却収入を得ることを目的とし

た建替え集約化をすべきか、コスト比較を行い、極力、

耐震改修等で対応して建替えを抑制することとされた。 

 網走開発建設部で所管している国家公務員宿舎(以下

「宿舎」)のうち、建物において大規模修繕が必要な時

期と言われる築年数が30年を越える宿舎は、棟数の割合

で全体の約80％であり(図-1)、床面積の割合で全体の約

60％である(図-2)。宿舎1棟当りの規模は平均8戸と小規

模が多く、1戸当りの占有面積は共用階段室やベランダ

を除き平均60㎡程度である。建物の寿命という観点とは

違うが「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第

一」に基づく耐用年数は住宅用建物の場合、RC造で47年、

CB造で38年とされている。耐用年数を超過している宿舎

は棟数の割合で約40％、5年後までに超過するものを含

めると約75％であり(図-3)、減価償却され資産価値が減

少した老朽化した宿舎が大半を占める。 

 削減計画に基づく必要な宿舎戸数のうち、老朽化した

宿舎を全て建替え集約化できるとは考えにくく、既存ス

トックの有効活用を考える必要がある。現状は局所的な

修繕によって維持しながら使用しているが、経年劣化に

よる住環境の悪化は避けられず、快適とは言い難い住環

境となっている。現存する比較的新しい宿舎も10年から

20年後には同じ問題に直面する可能性もあり、改善方法

の検討・実施が必要である。本研究は、老朽化した宿舎

を使い捨てるのではなく、今後も良質な既存ストックと

して使用し続けるために躯体を残して仕上及び設備の全

てを撤去・新設するリフォーム・リニューアルを実施し、

宿舎の長寿命化・資産価値向上の実現を目的としており、

モデルケースによる工事費概算額の算出及びコスト比較、

実施上で想定される課題を紹介し、リフォーム・リニュ

ーアルの実現に向けた一考察として報告するものである。 

 なお、本研究の内容を示す言葉としては、リノベーシ

ョン(renovation)が適切ではあるが、カタカナ語として

一般的な「リフォーム・リニューアル」という言葉を使

用している。 

 

 

 

 

 

図-1 築年数別 棟数割合 

 

 

 

 

 

図-2 築年数別 床面積割合 

 

 

 

 

 

図-3 耐用年数残存期間別 棟数割合 
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2. 考察概要 

 

 モデルケースにおけるリフォーム・リニューアルと建

替え集約化の床面積当り単価を作成して比較した。 

 

(1)モデル宿舎の設定 

 網走市内にある築年数が30年を越えた宿舎のリフォー

ム・リニューアルを想定した。モデル宿舎の概要は表-1

のとおりとした。 

 

 表-1 リフォーム・リニューアルモデル宿舎 建物概要 

 

 

 

 

 

 

 

 築年数が30年を超え40年以下の宿舎の総床面積である

約7,000㎡の建替え集約化を想定した。新築するモデル

宿舎の概要は表-2のとおりとした。とりこわす宿舎はCB

造2階建てを主とした総床面積7,000㎡とした。現地建替

え敷地を除いた余剰敷地は売却することとなり、宿舎が

多く立地している網走市のつくしヶ丘地区及び潮見地区

の敷地9,000㎡を想定した。 

 

 表-2 建替え集約化モデル宿舎 建物概要 

 

 

 

 

 

 

 

(2)工法・材料の選定 

 リフォーム・リニューアルにおいて、既存の仕上及び

設備は全て撤去し、新設は網走開発建設部発注の営繕工

事で使用実績があるもの及び集合住宅で一般的に使用さ

れているものを選定した。 

建物個別に改修内容が異なる耐震補強や躯体補修など

は想定せず、ユーティリティスペース狭あい解消のため

にRC壁及びCB壁を撤去・新設しても壁式構造であるモデ

ル宿舎の壁量及び壁配置バランスに影響を与えないこと

を前提とした。 

 a)外部仕上 

  屋根板金と下地防水材は撤去し、小屋組は既存のま

まとする。屋根板金の新設は塗装溶融55％アルミニウ

ム－亜鉛めっき鋼板(ガルバリウム鋼板)の蟻掛葺を採

用する。屋根裏に敷き込んでいる吹込み断熱材は全て

撤去・新設する。 

  外壁は外断熱を施しているが経年劣化で断熱効果が

低下していることを考慮して全て撤去し、下地不陸調

整を行ったうえに外断熱パネルを新設する。表面仕上

の新設は防水型複層塗材E(弾性タイル)を採用する。 

  ベランダ手すり、避難用器具などの外部付属物は全

て撤去・新設する。暖房を強制給排気式(FF式)に変更

するため集合煙突は全て撤去する。 

 b)内部仕上 

  床仕上は下地と共に全て撤去する。1階床に木床組

があれば全て撤去し、コンクリートスラブを新設する。

新設はフローリング張りとし、ユーティリティスペー

スや便所はクッションフロア張りとする。 

壁仕上は下地と共に全て撤去する。新設は軽量鉄

骨壁下地、石こうボードの上にビニルクロス張りとす

る。コンクリート壁下地でも同様の仕上とする。 

天井仕上は下地と共に全て撤去する。新設は軽量

鉄骨天井下地、石こうボードの上にビニルクロス張り

とする。 

  浴室はユニットバスを新設する。ユーティリティス

ペース狭あい解消に伴い洗面化粧台や洗濯機排水パン

を新設する。流し台等は撤去・新設する。 

 c)建具 

  サッシ、玄関扉を含めて全て撤去する。樹脂製断熱

サッシとLow-Eガラスを新設し内窓は設けない。玄関

扉や内部木製建具は一般的な住宅用既製品を採用する。 

 d)設備 

  配線・配管及び機器は躯体に埋設されている部分を

除いて撤去する。新設する機器は一般的な住宅用を採

用する。 

 

 

     

     

  図-4 レイアウト変更例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図-4 レイアウト変更例 

[新]

[旧]

宿舎A 宿舎B 宿舎C

構 造・規 模 RC造 4階建て RC造 3階建て CB造 2階建て

延 べ 面 積 660㎡ 1,100㎡ 610㎡

占 有 面 積 71㎡/戸 51㎡/戸 71㎡/戸

入 居 戸 数 8戸/棟 18戸/棟 8戸/棟

建 築 年 次 昭和52年 昭和45年 昭和52年

3LDKタイプ 2LDKタイプ

新 築 棟 数 1棟 2棟

構 造・規 模 RC造 4階建て RC造 4階建て

延 べ 面 積 2,800㎡ 2,100㎡

占 有 面 積 75㎡/戸 55㎡/戸

入 居 戸 数 32戸/棟 32戸/棟
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※特記なき数値の単位は(千円)とする。

金　額 備　考 金　額 備　考 金　額 備　考 金額(3棟合計) 備　考

3,000 5,000 3,100 直接仮設 50,500

2,600 3,700 2,500 土工 11,000

2,700 4,700 2,700 躯体 287,900

1,100 1,800 900 外部仕上 196,400

400 800 400 内部仕上 274,900

6,800 11,000 6,500 外部建具 106,500

16,900 24,900 16,900 内部建具 82,000

23,900 44,300 26,800

14,500 29,000 14,500

5,600 10,600 5,600 とりこわし 96,600 発生材処理を含む

60,900 108,800 63,800 (総床面積7,000㎡)

70,700 124,800 73,400 建築 小計 1,105,800

200 500 200 68,100

6,000 10,300 6,000

6,200 10,800 6,200 電気 小計 68,100

300 600 300 184,100

15,700 28,200 15,700

16,000 28,800 16,000 機械 小計 184,100

92,900 164,400 95,600 1,358,000

26,800 工期6ヶ月 45,500 工期8ヶ月 27,400 工期6ヶ月 319,300 工期12ヶ月 分離発注

6,000 10,500 6,200 83,900

660 ㎡ 1,100 ㎡ 610 ㎡ 7,000 ㎡

1 棟 8 戸 1 棟 18 戸 1 棟 8 戸 3 棟 96 戸

71㎡/戸 51㎡/戸 71㎡/戸

252 (千円/㎡)

192 (千円/㎡)※参考

敷地 9,000 ㎡

地価 20,000円/㎡

(千円/㎡)201リフォーム・リニューアル単価

各モデル㎡当り単価の平均を算出　→　(191+201+212)÷3 ＝ 201.3333･･･ ≒ 201

発生材処理

を含む

(千円/㎡) 201

(千円/㎡)

(千円/㎡)
㎡当り単価(土工躯体を除く)

工　　事　　費 1,761,200

建替え集約化単価 226

建替え集約化

180,000土 地 売 却 利 益　②

項　　　　目

消費税相当額(税率5％)

㎡当り単価(工事費ベース) ①

建築工事

電気設備

　　工事

機械設備

　　工事

直　接　工　事　費

諸　　経　　費

消費税相当額(税率5％)

工　　事　　費

㎡ 当 り 単 価 191 (千円/㎡) 212

125,700 220,400 129,200

直　接　工　事　費

建築 小計

電気設備工事

撤去

改修

電気 小計

機械設備工事

撤去

内部仕上

外部建具

改修

機械 小計

内部建具

小　計

項　　　　目
宿舎A 宿舎B 宿舎C

建築工事

直接仮設

撤去

外部仕上

内部仕上

外部建具

内部建具

小　計

改修

発生材処理

を含む

発生材処理

を含む

外部仕上

①　－　② 1,581,200

諸　　経　　費

(3)床面積当り単価の作成方法 

 a)リフォーム・リニューアル単価 

網走開発建設部発注の営繕工事の実績を基にした

数量や金額を参考にして概算額を算出した。近年に実

績がない項目は各種刊行物や建材メーカーカタログ等

で補完した。算出した概算額を基にリフォーム・リニ

ューアル床面積当り単価を作成した。 

b)建替え集約化単価 

 リフォーム・リニューアルと同様に過去の実績を中

心にして工事費ベースの概算額を算出し、余剰敷地の

売却利益を還元した概算額を基に建替え集約化床面積

当り単価を作成した。土地売却利益は網走市の地価公

示２）を基に算出した。 

 

 

3. 考察結果 

 

(1)リフォーム・リニューアル単価 

 各モデル宿舎の床面積当り単価において、AとCは同規

模だが、Cは1階の木床組撤去及びコンクリート床新設を

含んでいるため、その分単価に差が生じたと考えられ

る。AとBは改修内容が同様であるが、Bの方が間仕切り

や窓が多く、その分単価に差が生じたと考えられる。 

モデル宿舎3棟の単価は大きなばらつきもなく、誤差

の原因も明確なことから、平均値の近似値である201千

円/㎡をリフォーム・リニューアル単価とする。 

(2)建替え集約化単価 

 工事費ベース単価は252千円/㎡となり、土地売却利益

を含めた226千円/㎡を建替え集約化単価とする。建替え

集約化概算額からリフォーム・リニューアルには含ま

れない土工事及び躯体工事を除いた単価は192千円/㎡と

なった。 

 

(3)コスト比較 

 リフォーム・リニューアル単価の方が建替え集約化単

価より低く、総床面積7,000㎡の概算額で比較すると1億

8千万円程度低くなり、イニシャルコスト面で安価にな

ることが確認できた。リフォーム・リニューアルモデル

宿舎は比較的小規模な宿舎であるため、大規模な宿舎で

はスケールメリットが働いて単価が低くなり、さらに安

価になる可能性も考えられる。 

 建替え集約化における土工事及び躯体工事を除いた単

価はリフォーム・リニューアル単価と近似した。土工事

及び躯体工事の費用と土地売却利益が同等、もしくは土

地売却利益の方が大きくなればイニシャルコスト面にお

いて建替え集約化の方が安価になると考えられる。 

 同じ網走市内でもさまざまな条件設定によって結果が

異なる可能性があり、実施にあたっては個別に検討が必

要である。他の地域でも同様で、特に地価が高い都市部

では前述のとおり建替え集約化の方が安価になる可能性

もある。 

 

 

表-3 概算内訳 
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4. 今後の課題 

 

(1)ライフサイクルコストの比較 

 本考察ではイニシャルコストのみで比較し、ライフサ

イクルコストでの比較は未実施である。経常的修繕につ

いて、官費負担分と原状回復義務における入居者負担分

の整理ができず、ライフサイクルコスト算出に至らなか

った。保全業務支援システム(BIMMS-N)を活用すること

で整理可能と考えるが、宿舎においては十分に活用され

ていると言い難い。 

 

(2)入居者調整と計画的なスケジュール管理 

 リフォーム・リニューアルの実施には仕上及び設備の

全撤去が伴うため、入居者がいる状態での工事は非常に

困難である。宿舎1棟を全て空き部屋にするためには入

居者の調整を行わなければならない。入居者の調整によ

り遊休宿舎となる期間を 少とするため予算要求から工

事完成までを一連の流れで計画的に行うことが求められ

る。宿舎の入退去管理や建設・修繕などの予算要求を実

施するのは総務・会計担当であり、設計や工事発注を実

施するのは営繕担当である。リフォーム・リニューアル

の実施には相互の密接な連携・業務の協同が必要である。 

 

(3)耐震改修との並行 

 削減計画において主に耐震改修等による長寿命化で必

要な宿舎を確保することを求められている。その耐震改

修に並行してRC壁及びCB壁の撤去・新設を含むリフォー

ム・リニューアルを実施できれば効率的であるが、同時

に予算要求した場合、生命を守るための耐震改修だけが

優先されることが予想される。耐震改修とリフォーム・

リニューアルの両者を効率的に行うには予算要求段階か

ら前項と同様に総務・会計担当と営繕担当の連携・協同

が必要となる。 

 

 

5. 終わりに 

 平成18年7月20日に国土交通省社会資本整備審議会建

築分科会において「国家機関の建築物を良質なストック

として整備・活用するための官庁営繕行政のあり方につ

いて３）」が公表された。その中ではファシリティマネ

ジメントを実施すべきとされており、大規模なリニュー

アルは有効な手段の一つとされている。大規模なリニュ

ーアルが有効ならば、本考察のようなリフォーム・リニ

ューアルもファシリティマネジメントにおける有効な手

法であることは明らかである。 

ファシリティマネジメントの定義４）に宿舎を当ては

めると「宿舎を 適な状態(コスト小・効果大)で保有・

使用・運営・維持する」こととなる。 適な状態で宿舎

を使用することとは、快適な住環境で建物の寿命まで使

用することと考えられ、ファシリティマネジメントの実

施は長寿命化・資産価値向上に繋がると考えられる。宿

舎の建替え集約化もファシリティマネジメントにおける

建物保有方法の一つとなるが、建替えるならばとりこわ

し予定の建物の資産価値や 適なあり方を正しく評価す

ることが前提となる。リフォーム・リニューアルの実施

が長寿命化・資産価値向上の実現に繋がるならば、ファ

シリティマネジメントにおける有効な手段となると考え

ることができる。 

本考察が国家公務員宿舎のみならず、公用財産全てが

適な状態で保有・使用・運営・維持するための一助に

なれば幸いである。 
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