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『岡山県内自治体の公共ファシリティマネジメントの現状と課題』 

～公共施設白書の作成実習を通して考える公共ＦＭ～ 

 

【要旨】 

本研究事業は、岡山県内の12自治体が集まり、公共施設マネジメントの最適化を目指して、長期

的な視点に基づく公共ＦＭ（ファシリティマネジメント）について、公共施設白書の作成実習を通

じて考えることを目的に実施したものである。 

岡山県内の自治体の中でも、県南部・県北部といった立地、政令市から町まで人口規模の大小、

一次産業、二次産業、三次産業の構成の違いといった経済・産業の状況など、その置かれた状況は

一様ではない。それぞれの地域特性や組織体制、背景経緯なども含めた公共施設の現状把握を行う

ために、公共施設白書の作成実習に取り組んだ。1年間にわたる研究会活動を通して、公共施設・

インフラの持続可能な整備・保全・維持管理の必要性やその出発点となる公共施設白書の意義、そ

れらに取り組む目的、成果の活用方法、広域的な連携、公共施設の再配置などの取り組みへの展開

など、具体的・実践的な知見、ノウハウを共有できた。 

研修の中で、全国の先進地域のフロントランナー、第一人者を多数お招きし、直接その取り組み

や思いをお話ししていただくことで、公共ＦＭの根底にあるまちづくりに対する信念に触れ、多く

の示唆、気づきのきっかけを得ることができた。 

本報告書は、岡山県市町村振興協会の岡山県ＦＭ研究会の研究活動に関する成果を、広く社会に

還元するためにとりまとめたものである。岡山県内の自治体および関係者の取り組みの助けとなれ

ば幸いである。 

本年度の研究会の調査・研究活動の概要は、次の通りである。 
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１） 実施スケジュール 

      ●は講義 ◆は作業 

1 
5/16 

（金） 

自己紹介 

●講義「まちづくりと公的不動産」（国交省都市計画課 宮沢正知氏） 

●講義「岡山県内と全国のＦＭ動向、倉敷市施設白書について」 

（倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏） 

◆白書作成にあたっての各研究員が抱える問題点の意見交換 

（一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏） 

◆県内のＦＭ実態調査実施 調査表の作成・通知 

2 
6/20 

（金） 

●講義「白書づくりの第一歩『コミュニケーション』」 

（一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏） 

◆公共施設更新費用を計算してみよう！（倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏）

◆参加自治体のデータ現況調査、説明、今後の具体的な作業の詳細や班分け 

3 
7/18 

（金） 

●講義「公共施設白書作成から具体的な再配置プラン策定までの進め方 

（愛知県西尾市の場合）」 

（西尾市総務部資産経営課 課長補佐 鈴木貴之氏・主査 榊原健氏） 

◆白書作成ノウハウ いろはにほへと 

（一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏） 

◆「シミュレーションソフトを使った試算・実習」 

（倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏） 

4 
8/5 

（火） 

●ファシリティマネジメントセミナー 

講義 「公会計からみる過剰資産について」 

（関西学院大学大学院 教授 石原俊彦氏） 

●講義「焼津市の公共施設マネジメント推進の概要」 

（焼津市総務部資産経営課 公共施設マネジメント担当係長 松本英明氏） 

◆研究会の中間まとめ 

（一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏） 

◆○○○公共施設白書 

（倉敷市財産活用課長期修繕計画室 主幹 三宅香織氏） 

5 
9/19 

（金） 

◆更新試算ソフトについて 

（倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏） 

◆データ分析の手法 施設白書で使える評価分析のコツ 

（倉敷市財産活用課長期修繕計画室 主幹 三宅香織氏） 

◆ワーク 

（一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏） 

◆データ入力後の確認、施設詳細データの収集用フォーマット作成、白書モデル

様式での作成疑似体験 
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6 
10/3 

（金） 

●講義「公共施設仕分け～高松市の事例」について 

（一般社団法人構想日本 ディレクター 伊藤伸氏） 

●講義「新見市哲西町 きらめき広場哲西」 

（ＮＰＯきらめき広場事務局担当理事 深井正氏） 

7 

11/12  

（水） 

11/13 

(木） 

◆ＦＭ合宿（1泊2日）「ＦＭ先進事例紹介」 

 

習志野市 秦野市 周南市 砥部町 三豊市の先進事例紹介と白書作成の経

験談 

8 
12/19

（金） 

◆俺流／私流公共施設白書の仕上げ作業 

（一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏） 

◆「ファシリティマネジメント研究会」調査報告書の作成 

9 

1/22 

（木） 

1/23 

（金） 

●基調講演「これからの公共資産（ハコモノ＆インフラ）の適正化について～住

民説明に使える公共施設白書と公会計～」 

（関西学院大学大学院 教授 石原俊彦氏） 

◆◆◆ 調査研究成果発表会（県北部会場と県南部会場） ◆◆◆ 

 

【アドバイザー】 

●総合アドバイザー 関西学院大学大学院経営戦略研究科 教授 石原俊彦 氏 

 
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授。公認会計士、英国勅許公共財務
会計士 （日本人初） 。現在の社会活動として、第30次地方制度調査会委員、
全国都市改善改革実践事例発表会審査委員長 （初回-第8回）、総務省今後の新
地方公会計の推進に関する研究会構成員、京都府参与 （業務改善担当） 、名古
屋市交通事業経営検討委員会委員長、兵庫県豊岡市行政改革委員会委員長、国際
公会計学会常務理事、日本公認会計士協会本部理事など。その他に総務省地方行
財政検討会議構成員、総務省地方公共団体の内部統制のあり方に関する委員会構
成員、奈良市監査委員、島根県行政評価アドバイザー、名古屋市行政評価委員会
委員長、青森市行政経営アドバイザー、福岡市経営管理委員会委員、大分県臼杵
市バランスシート検討委員会委員などを歴任。著書は、『地方自治体ファイナン
ス』 『地方自治体組織論』 『地方公営企業経営論』『地方自治体業務改善』 『CIPFA 
(英国勅許公共財務会計協会) 』『自治体職員がみたイギリス』 『地方自治体の
事業評価と発生主義会計』『地方自治体バランス･スコア･カード』 『行政評価ケ
ーススタディ』 など多数。専攻は、行政経営論、監査論、会計学。 

 

●シニアアドバイザー 一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三 氏 

研究会全体の調整と各地の先進的な取り組みを随時紹介。 
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２） 研究会の活動フロー 

 

本研究会の活動は、次のような流れで実施した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【研究会活動】 

公共施設白書の作成実習を通じた調

査・研究活動（第1～9回） 

 

・共通情報・知見の習得 

・先進地域からの講師による講演 

・研究員それぞれの白書作成実習 

【調査活動】 

公共施設白書に関するアンケート調査、

事例・文献調査 

 

・岡山県内自治体の実態調査 

・先進事例・関連情報等の収集 

・白書の類型化・手順等の比較・分析 

【成果の社会還元】 

研究会活動の成果を広く社会に還元・広報 

・1月22、23日の報告会      ・調査報告書のとりまとめ 

14
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３）各回の活動内容 

 
① 第１回研究会（5/16） 

 
● 講義１  「まちづくりと公的不動産」 

 国土交通省都市計画課 課長補佐 宮沢正知氏 

 

国交省の施策や各先進地の事例に言及しながら説明。 

各自治体は、人口減少・高齢化、財政状況の悪化、公共施
設の老朽化といった問題に直面している。人口減少・高齢者
増加等により、生活・経済活動が困難になるおそれがあり、
コンパクトシティの推進、高齢者にやさしいまちづくりが必
要になっている。また、現在のような公的不動産を維持・管
理することは、ほぼ不可能であり、公的不動産のあり方の抜
本的な見直しが必要になっている。したがって、まちづくり
と公的不動産の連携が必要である。 

 

● 講義２  「岡山県内と全国のＦＭ動向、倉敷市施設白書について」 

倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏 

 

なぜファシリティマネジメントが必要か、その背景と、国・
各自治体の動向から、早急な施設白書作成の必要性を説明。
岡山県内の先進事例とともに、倉敷市の取り組みを紹介。 

 

 

 

 

 

◆ ワーク  「白書作成にあたっての各参加者が抱える問題点について意見交換」 

  一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏 

 

各自のミッション、台帳等の整備状況、どんなことをした
いかを各メンバーが発表した。明らかになった現状を踏まえ、
最終到達点の確認、次回からの進め方について、情報を共有
した。 
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② 第２回研究会（6/20） 

 

● 講義「白書づくりの第一歩「コミュニケーション」」 

  一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏 

 

初回の内容をふりかえり、研究会と白書作成の進め方について説明。 

 

○ＦＭ研究会のヴィジョン・方向性 
それぞれ立ち位置は異なるが、研究会のなかでは個々のアウトプットは必要である。参加者

同士のコミュニケーションを図り、県内市町村のデータを共有すること、白書づくりのノウハ
ウ習得が求められる。 

○コミュニケーションツールとしての白書 
 十分知識のない人に話をする時は「なぜ」を伝えなければならない。共感を得るためには

「なぜ」を伝える事が必要である。 
 白書の特色やタイプはさまざまなので、自分の市町村にあるものを活かして、不足してい

るデータがあっても先に進めるべきである。 
 直営で作成するか、委託で作成するかによって、やるべきことが変わる。  

○自分にとっての「白書ストーリー」づくり 
秦野市の志村氏は、エクセル等を用いて直営で白書づくりをされている。委託・補助を用い

てグラフィカルな白書を作成するのも良いが、現状のマンパワーとデータでどのような白書が
できるかを考えることが重要である。 

  

◆ ワーク「公共施設更新費用を試算してみよう！」 

   倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏 

 

一般財団法人地域総合整備財団<ふるさと財団>提供の公共施設更新費用試算ソフトの具体
的な使用方法について説明。 
 単体施設の入力は問題ないが、複合施設・学校のように1つの敷地に複数の建物がある場

合などは、入力が難しい。この場合、代表棟を作ると良い。 
 決算カードを活用すれば、おおよそのデータは手に入る。 
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③ 第３回研究会（7/18） 

 

●講義 「公共施設白書作成から具体的な再配置プラン策定までの進め方（愛知県西尾市の場合）」 

愛知県西尾市総務部資産経営課 経営企画担当 課長補佐 鈴木貴之氏 

主査（建築技師） 榊原健氏  

 

西尾市の取り組み状況を詳細に説明。 

 全体の状況を職員・議会・住民に知らしめるツールである白書を活用し、公共施設再配置
について解りやすく説明するためＤＶＤを作成されている。（冒頭に上映） 

 同市白書のデータシートはエクセルで作っており、3ヶ月程度で完成する。今後活用でき
るようデータを提供していただいた。（※最終的に本研究会の研究員数名が、西尾市のデ
ータシートをアレンジした施設別シートを作成） 

 

◆ ワーク1 白書作成ノウハウ いろはにほへと 

  一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏 

 

白書づくりに必要なノウハウ・手順の全体像を説明。 

 「自分がやる場合」の方法を考える。ワークシートを使いながら、作業リストを作成する。 
 うまく記入できないところ、疑問点などをグループ内で話し合う。 
 各グループ内でのポイントを全体で共有・話し合い、ワークシートに「自分がやる場合」

（やった経験）を考えて、該当する具体的かつ現実的な答えを書き込む。 

 

◆ ワーク2 シミュレーションソフトを使った試算・実習 

倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏 

 

研究会メンバーから、「入力するデータは、ルール作りをして統一し、比較可能なものにし
たい。」と提案があったため、倉敷市のデータを使って、公共施設更新費用試算ソフトに実際
に入力し、実習を行った。 
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④ 第４回研究会（8/5） 

 

● ファシリティマネジメントセミナー 講義1 「公会計から見る過剰資産について」 

  関西学院大学大学院 教授 石原俊彦氏 

 
公会計の観点から、ファシリティマネジメントに加えて、インフラも視野に入れた長期的取

り組みの重要性について講義。 
 
ファシリティマネジメントは、最終的には財源の問題である。少子化や施設の老朽化問題も

同様で、財源の問題である。行革は人員削減と給与削減だけではない。人員削減より簡単な行
革に、基金の運用がある。改革や改善はできるだけ負担が少なく、効果が出るものをやるべき
である。地方公共団体金融機構が、財政基金の調達や運用で規範となる自治体を表彰する2014
年度「地方公共団体ファイナンス賞」に、13年度の基金運用利回りで全国トップ級（1．960％）
を達成し、約2億円の運用収入を得た国東（くにさき）市が選ばれた。ファシリティマネジメ
ントをやっていくうえで、キャッシュマネジメントという視点を持つことが必要である。 
ファシリティマネジメントの問題点として、施設の機能性の問題と、公共料金の問題がある。

図書館を例に考えると、開架している図書数と利用しやすさが重要視される。開架を通じて新
たな本の発見に出会えることが魅力ではないか。華美な建物は公共施設に必要でなく、図書館
のミッションである全面開架という機能性が注目されるべきである。また、「名古屋市受益者
負担のあり方研究会」委員長を経て、公共料金を定める際は、他団体の使用料水準等との比較・
均衡によって設定するのではなく、コスト×受益者負担割合を基本的な考え方とすることを検
討してきた。 
総務省から公共施設等総合管理計画の策定要請があった。基礎資料となる固定資産台帳の整

備はスタートラインであり、どうやって施設の再配置を進めるかを考えて欲しい。また、公共
施設等とあるように「等」がついているのは、総合管理計画には公共施設だけでなくインフラ
なども含めて計画を立てなくてはならないということである。他にも、策定指針に「計画期間
は、10年以上することが望ましい。」とあるが、上位の計画である総合計画は現在5年で作成
されており、総合計画も10年以上に設定しなおす必要があると考える。 
ファシリティマネジメントをやる人には公会計の知識が必要となるため、地方監査会計技能

士資格認定希望者は、手を挙げて欲しい。貸借対照表の見方くらいは知っておいてほしい。前
任がよかれと思ってやった意思決定が人口や環境の変化に伴い、負担に変わっている場合があ
る。今ある資産に対して価値を見出せない時に、借金が残っていると不満がでる。官民連携事
業で補助を出しているもの、県事業負担金等も各自治体の支出であり、マネジメント対象とす
ること。人材の問題は貸借対照表に計上されることがない等、会計にも限界がある。 

 

● 講義２ 「焼津市の公共施設マネジメント推進の概要」 

  焼津市総務部資産経営課 公共施設マネジメント担当係長 松本英明氏 

 
焼津市のスピーディな取り組みや同市近隣自治体との連携について説明。 

 
① 藤枝市・焼津市で広域事務組合を活用し、大きなハコモノの有効活用を行ってきた。平成26

年度からは島田市・藤枝市・焼津市で広域的な施設のあり方に関する協議会を設置され、共
同研究を行っている。 

② 平成24年度、新市長就任時に「公共施設マネジメント」が市の重要施策であると説明し、
市長を巻き込むことで、平成25年度には組織改革、施設白書作成、公共施設マネジメント
基本計画の策定、職員・住民との情報共有といった取組がスピーディに行われた。平成26
年度には組織改革、施設白書更新、公共施設等総合管理計画の策定までが行われる。 

③ 焼津市の公共施設マネジメントの取り組みの特徴として、広域連携とスピーディな取り組み
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がある。なぜ、これだけ多くのことをスピーディに行うことができたか、一つ一つ手法を紹
介。徹底的に前例を活用すること、あきらめないこと、どうせやるなら隣町の人と一緒にや
ること等。 

 

◆ ワーク1 研究会の中間まとめ 

  一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏 

 
第4回までの内容と各研究生の取り組みを踏まえ、今後の主体的かつ自立的な白書づくりに

むけて説明。 
 

◆ ワーク2 ○○○公共施設白書 

  倉敷市財産活用課長期修繕計画室 主幹 三宅香織氏 

 
各自治体の○○○公共施設白書作成を始めるためのコツや使用するデータについて説明。 

 とりあえず、白書を作ってみて欲しい。最後までやりきらないと分からないこともある。
白書を出すことでまず環境が変わる。理解を得られにくい状況であればスロースタートで
進める。 

 白書に載せる施設を絞る。100 ㎡以上の木造とコンクリート造を対象にするなど、時間に
余裕がなければ10個くらいでも良い。とにかく手をつけることが、重要。 

 データを分析評価するにあたって、必要なものは、利用状況（人数・時間）、開館日数、
経費 

 「はじめに」の部分は白書を作ってみて最後に書くこと。白書作成を通じて、何を訴えた
いのか、イメージが掴めたら、書くことは容易になる。「何が問題か？」「みんなに何を知
ってもらいたいか？」を文章にすればいい。 
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⑤ 第５回研究会（9/19） 

 

◆ ワーク1 更新試算ソフトについて 

倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏 

 

公共施設更新費用試算ソフトに実際に入力して出たグラフをもとに説明。 
 更新費用試算の目的は、予算に反映することである。財源確保の参考となれば良い。試算

はあくまでも概算なので、正確ではなくても良い。 
 公共施設は絶対に減らさなくてはならない。5年、もしくは10年を目途に取り組まなくて

は間に合わない。予算、税収の減少に併せて更新費用のための予算も減少する。 

 

◆ ワーク2 データ分析の手法 施設白書で使える評価分析のコツ 

倉敷市財産活用課長期修繕計画室 主幹 三宅香織氏 

 

資料をもとに、施設評価分析のコツを説明。 

 

◆ ワーク3 

一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏 

 

研修生の進捗状況を踏まえ、3班に分かれて意見交換を行った。 
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⑥ 第６回研究会（10/3） 

※岡山県FM連絡会議と兼ね、玉野市産業振興ビルで実施した。 

 

● ＦＭ講演 「公共施設仕分け～高松市の事例」について 

  構想日本 ディレクター/元内閣府参事官 伊藤伸氏 

 

構想日本のこれまでの各地域での取り組み事例を紹介。 
非営利団体である構想日本は、自治体と共に何をつくるかではなく、何を実現していくかを

目的として活動している。民主党政権時代に国で事業仕分けが行われていたが、2002年から構
想日本がやり始めた事業仕分けが最初である。地方自治体の公共施設の現状を踏まえると、効
果的・効率的な公共施設の最適化は必須である。最適化する方策としては集約化と複合化の二
つしか無い。施設の見直しを行うことについて、住民にどう納得してもらうかが、最も重要か
つ困難なことである。高松市で行われた公共施設仕分けの事例をもとに、住民との合意形成の
実践的手法について「市民判定人方式」等の例を挙げている。高松市の事例以外にも、松坂市
「市民討議会」を予定しており、参考にしてほしい。 

 

● 事例研究 「新見市哲西町 きらめき広場哲西」 

  元哲西町長、ＮＰＯきらめき広場事務局担当理事 深井正氏 

 

きらめき広場哲西をつくるきっかけを中心に説明。 
平成9年に新総合整備計画樹立のための町民意識調査を行った。「今後この町に必要な施設

は何だと思いますか？力を入れて欲しいことは何ですか？」という内容で、小学校5年生以上
の町民にアンケートを行った。アンケート結果で、診療所、役場、温水プール、保健福祉セン
ター、図書館、文化ホール等が出たため、一気に全部つくるが、向こう10年ハコモノは一切
つくらないということで、住民の合意を得た。 
基本設計から実施設計に至るまで、60回の住民との会議を持った。施設建設を通じて、住民

意識が変化するのに気がついた。「小さな自治」の創造につながった。 
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⑦ 第７回研究会（ＦＭ合宿）（11/12～13） 

 

各講義では、これまでの成功も失敗も含めた取り組み事例の紹介や、実践的なノウハウの提

供、ＦＭに携わる担当者としての熱い想いをプレゼンしていただいた。 

 

◆ 講義1 

公共施設白書を作成・公表するとは？ 

～公共施設マネジメント白書（実態把握）から 

公共施設再生計画（出口戦略）へ～ 

習志野市が取り組む公共施設老朽化対策 

習志野市 財政部資産管理室 室長 吉川清志氏 

 

 
・行革で投資的経費を抑制し、債務残高は減少したが、公共施設の老朽化が進み、結果として表
面に現れてこない隠れた負債が増加してしまった。負担を先送りせずより良い資産を次世代に
引き継ぐために、世代を超えて伝える基本理念としての公共施設再生基本条例を制定した。 

・習志野市は平成8年度に行政改革本部を設置し、平成25年度まで17年にわたり行財政改革を
進めてきた。 

・老朽化対策を検討するために、まずは、公共施設マネジメント白書を作成し実態把握から取り
組んだ。現状を踏まえ、対策として3本の矢「財源確保」「総量圧縮」「長寿命化」を挙げるが、
人口推計から市税収入の増加は見込まれず、「財源確保」は困難である。「総量圧縮」「長寿命化」
の対策案を検討し、公共施設再生計画基本方針を決定した。対策案が固まってから、具体的な
実施計画を立案し、出口戦略として、リスク対応型の公共施設再生計画の策定をした。また、
負担を先送りせずより良い資産を次世代に引き継ぐために、世代を超えて伝える基本理念とし
ての公共施設再生基本条例を制定。この条例は、平成26年6月議会で可決された。 

 

◆ 講義2 

公共施設更新問題への挑戦 

～秦野市の取り組みと岡山県の状況から～ 

秦野市 政策部公共施設再配置推進課 課長 志村高史氏 

 

 

 

・第一部 公共施設更新問題が起こる。 
市民に次のように説明している。 
人口減少と高齢化社会の進展や、建物の老朽化の進展から、財政負担の増大が見込まれるこ

とがデータから分かる。秦野市だけが特殊なわけではない。現在の公共施設の量を維持し続け
ることは不可能で、自分たちの便利さや豊かさだけを求めて結論を先送りすることは、次世代
に大きな負担を押し付けることになる。しかし、早く対応すれば、公共施設更新問題が起こる
ことは、止めることができる。 

・第二部 公共施設更新問題への対応は、施設白書から 
行政に都合の悪い情報も、利用者に都合の悪い情報も、包み隠さず全てを見せている。平成

神奈川県 秦野市 

千葉県 習志野市 
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25年5月、平成24年度改訂版を発行したが、常に新しい情報を発信し続け、庁内や市民の危
機感が薄れないようにしている。 

・第三部 更新問題を解決するため、方針と計画を創ろう。 
「秦野市公共施設の再配置に関する方針」を作成し、原則として、新規の公共施設は建設し

ないことや、機能更新の最優先は、義務教育などの自治体運営上最重要機能だけにすることな
どを方針に掲げた。 
この方針に基づき作った公共施設再配置計画は、総合計画、行革推進プランとともに検討を

進め、総合計画の基本構想に位置付けるとともに、行革推進プランと相互にリンクさせ、三位
一体の計画として策定し、同時にスタートさせた。 

・特別付録 全ての人が危機感を持つために 
政令市・特別区を除く1,699自治体のデータや、秦野市と岡山県内の市町村を比較したデー

タからも分かるように、結論を先送りしていると、基礎自治体としての存続も危うい。 
住民が安心して暮らしていくことができるまちを作るのは、市町村の最も大切な仕事である。

公共施設更新問題は、国がなんとかしてくれるわけではない。まずは住民とともに現実をよく
知り、できることから始めて欲しい。 

 

◆ 講義３ 

周南市における公共施設見直しの取り組み 

周南市 行政改革推進室 主幹 道源敏治氏 

 

 

 

 

 
 平成 18 年 9 月周南市公共施設見直し指針を策定した。早期に取り組んだ点は良かったが、
市役所内部の同意を得られなかった。 

 平成 21 年度から 344 施設を対象に施設カルテを作成した。マクロを組んだ担当が異動し、
困った経験から、現在はエクセル単表形式にしている。 

 平成23年11月公共施設再配置計画の早期策定が決議され、12月、職員を対象に、統廃合に
向けた意識調査と説明会を開催した。 

 平成24年10月（仮称）周南市公共施設再配置計画（案）が公表される。パブリック・コメ
ントを実施したところ、188件もの意見が寄せられたが、大半が反対意見であった。「現状と
課題」「公共施設の検証」「基本方針」「再配置計画」を、この計画案に掲載していたが、個
別施設の検証結果の一覧表に全ての批判が集中していた。合併した2市2町で市を4分する
議論に発展し、新聞にも大きく出てしまった。地域説明会未実施で、市民への説明不足だっ
たことや、総論を飛び越えて各論に言及したこと、合併の余波が失敗した原因と考えられる。

 公共施設再配置計画に関する市議会の調査特別委員会が設置され、再考を求める要望決議が
全会一致で可決された。議会からの要望決議やパブリック・コメントの意見を踏まえて、再
配置計画案を取り下げる。 

 失敗を教訓に公共施設の現状や課題をまとめ、市民との情報共有を図るために、周南市施設
白書を作成した。白書を分かりやすく説明したマンガは好評であった。 

 周南市公共施設再配置の基本方針を策定し、新たな公共施設再配置計画の策定に向け作業を
進めている。平成27年度からは施設別計画に取り組んでいく。 

  

山口県 周南市 
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◆ 講義４ 

公会計をもっと身近に！～新しい基準と資産情報の大切さ～ 

砥部町 企画財政課財政係 係長 田中弘樹氏 

 

 

 

 

 

 資産台帳が全ての基になるため、しっかり作ると良い。「財務諸表」、「公共施設の老朽化問
題を織り込んだ中長期財政見通し」、「施設白書」を作成することで、自治体の全体像と将来
像がイメージできる。「コスト」は要るもの、なくすべきは「ロス」である。「施設カルテ」、
「施設別・事業別財務諸表」などセグメント情報を分析し、次の予算に活かす。 

 優先順位は、いろいろな情報から総合的に判断すること。長い時間が必要だが、住民への情
報開示と対話が大事。 

 将来のことをしっかり考えることは、結果的にみんなが納得できるまちづくりにもつながる。 
 バランスシート探検隊では、身近な話題が多かったが、人を育てるという点で予想以上の成
果を得た。 

 ロジックモデル設定とそれに対する評価がうまくできれば、施設や事業の存続に関して、よ
り納得のできる優先順位を考えられるようになる。併せてシナリオプランニングをしておく
と、ずるずると何年も赤字をひきずってしまうようなことも防げる。 

 

◆ 講義５ 

香川県三豊市の公共施設再配置 

三豊市 政策部田園都市推進課 副主任 荒脇健司氏 

 

 

 

 

 

 

 議員提案で白書作成に着手した。白書公表に対する住民の反応は無反応だった。個別の話に
なると、総論「賛成」、各論「猛烈な反対」で住民とは議論できなかった。 

 公表を急いだため、各論は曖昧だった。逆にその事が「住民対話向け白書」となり、企業・
住民からの提案を受け入れることができて良かった。 

 白書を作成したが、施設所管課に「再配置」意向が無い。実行部門不在のため、市長特命部
署で政策部田園都市推進課が引き受けた。白書作成の目的として、ビジネスプロセス・エン
ジニアリングがある。白書はＰＲＥカタログとして使っており、企業に投げかけると、空い
てもいない施設を「空けられないか？」という問い合わせがある。施設運営者になりたい民
間事業者に、積極的に配布すると、結構な数の問い合わせがある。また、住民が指定管理者
となって、市が管理していたときより電気代が安くなった例もあった。将来に渡って財政負
担が少なく住民満足度の高い公共施設へしていきたい。  

愛媛県 砥部町 

香川県 三豊市 
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⑧ 第８回研究会（12/19） 

 

◆ ワーク 

一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 企画開発部長 藏田幸三氏 

 

成果発表会に向けて、実際にスライドを使ったリハーサルを実施。制限時間は一人15分。 
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⑨ 第９回研究会（成果発表会）（1/22,23） 

 

津山会場（津山市役所大会議室） 

● 基調講演「これからの公共資産（ハコモノ＆インフラ）の適正化について 
～住民説明に使える公共施設白書と公会計～」 

  関西学院大学大学院 教授 石原俊彦 氏 
 

当研究会の総合アドバイザー石原氏による基調講演。ＦＭの問題をハコモノだけではなく、
インフラや財務全般も含め、広い視野で考えることの重要性を繰り返し説明。具体的な事例と
時にはジョークも交え、難しい内容について飽きさせない講義展開。 

・ 平成 26 年 4 月総務省から「公共施設等総合管理計画の策定要請」があった。公共施設等総
合管理計画（施設全体の管理に関する基本的な方針）を策定する場合、計画期間は 10 年以
上とされているため、マスタープランとの論理的な矛盾を確認しておくこと。今後課題とな
ってくるのが全庁的な組織体制。全ての情報を統括する部署の創設をしておくこと。 

・ インフラについて。上下水道の管路の老朽化。法定耐用年数と、機能的耐用年数に違いはあ
るが、ほとんどの管路は法定耐用年数を過ぎており、その更新費用は莫大になる。上下水道
料金は、水をつくる費用・施設管理費・管路の更新費用・受益者負担金をもとに設定する。
しかしつくった水と実際に家庭に届いた水との差を有収率というが、概ね 8 割程度であり、
残りの2割ほどは管路から漏れていて、この漏れている部分が赤字を生んでいる。下水道料
金でも、汚水は受益者負担でよいが、雨水は誰が負担するべきか。雨水処理は究極の公共事
業であり、一般会計から負担すべきで、下水道特別会計だけで考えていてはいけない。一般
会計で総合的に考えるのが、この計画の目的である。 

・ 管路の老朽化は目に見えないが、ハコモノの老朽化は目に見える。目立つ方に手を出してし
まいがちであるが、大変なことになっているのは土の中である。「公共施設等総合管理計画」
に等がついているのはインフラも計画に入れるという意味である。 

・ 自治体経営のフレームワークについて。従来からの枠組みである Public Administration
（行政管理）は、プロセス志向の点からも、良い面と不合理な面がある。行政管理から、Ｐ
ＤＣＡサイクルを機能させて成果を重視するNew Public Management（新行政経営）へと
考え方を変えてみる。また、ＮＰＭの亜種であるNew Public Service（新行政サービス）
は、徹底的な顧客志向である。ともに公共サービスを創造しているという視点が欠落してお
り、考え方としては少し違和感がある。新行政サービスから、住民をパートナーとしてとら
え、市民協働参画へと考え方を発展させたNew Public Governance（新公共ガバナンス）
へ変えてみる。 

・ 官官連携について。今後は「官と官」の連携を重点的に考えるべきである。官民連携はもと
より、官官連携をやっていく。地方中枢拠点都市構想は、都市経営でなく、地域経営に焦点
が絞られている。共同監査、定住自立圏など、自治体連携の機運が高まっている。官官連携
が一番活きるのがＦＭと考える。官官連携について、地方自治法第 2 条第 15 項「他の地方
公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」との記載があるが、
ほとんどのマスタープランにこういった切り口の記載がないと思う。 

・ 他の自治体の良い取り組みは是非、マネをして欲しい。 
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石原教授の基調講義の後は、研修生による成果報告。この研究会に参加して、今後どのよう
なことに取り組むか 15 分間のプレゼン。その後、総合アドバイザーである石原教授のコメン
ト。 

 

倉敷市企画財政部 副参事 井上昇氏。 
国土交通省と東京大学のＰＲＥ／ＦＭ研修アドバイザ
ー、一般財団法人地方自治体公民連携財団客員研究員、
地方公会計監査技能士として、公共施設の問題に携わる。
当研究会に先立ち、長年活動している岡山県ＦＭ連絡会
議の事務局も担当。 

 

津山市は職員研修を兼ねて今回の報告会には各部局の担当職員が参加。会場の半数は津山市
職員となった。 

・ 現在の予算ベースで考えると津山市の公共施設更新費用は深刻な問題であることが伺える。 
・ 真庭市は5町4村の対等合併で出来た新市。旧町村の施設を抱え、多様な地域の総量縮減・

統廃合に取り組まなければならない。 
 

  

津山市 財政部財政課 奥田 氏 真庭市 総務部財産活用課 柴田 氏 

 

その後、鏡野町、美咲町、倉敷市の順に報告が行われた。 
どの市町村にも共通することとして次の点を挙げることができる。現在の財政状況が続く場

合、現状の公共施設とインフラを維持・更新することは難しい。高度経済成長時代に整備した
公共施設とインフラの一斉更新の時期が迫っている。様々な情報が散在する地方自治体では、
現状を把握することが必要である。 

 

  

鏡野町 総務課 村島 氏 美咲町 まちづくり課 大﨏 氏 
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倉敷市 長期修繕計画室 大熊 氏 終了時の集合写真 

 

 

岡山会場（岡山県市町村振興センター5階れじょんホール） 

● 基調講演「これからの公共資産（ハコモノ＆インフラ）の適正化について 
～住民説明に使える公共施設白書と公会計～」 

  関西学院大学大学院 教授 石原俊彦 氏 

 

前日に引き続き、同様の講演内容と配付資料であった。県南部の市町村が多数参加。インフ
ラ資産の更新問題も踏まえること、官官連携の重要性を強調。 

 

津山会場とは内容を一部変え、資産の適正規模、官官連携の重要性を強調。 

 

 

←ＦＭのような難しい話題は相手に分かりや
すく伝えることも必要。今後、住民に対し
て公共施設問題を説明する機会が増えてい
く。自治体職員にはプレゼンテーション能
力も必須。簡素に分かりやすく伝えること
が重要。 

  

玉野市 政策部総合政策課 中門 氏 井原市 総務部企画課 一安 氏 
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瀬戸内市 総務部契約管財課 安木 氏 備前市 総合政策部財政課 桑原 氏 

 

赤磐市 財務部管財課 光田 氏、高尾 氏

同市 財務部財政課 伊藤 氏 

里庄町 総務課 小寺 氏 

 

共通するのは、現在の財政情報をベースに試算するだけでも、現時点の公共施設とインフラ
の総量を維持・更新することは困難である。この問題を、担当者や担当部署だけではなく、全
庁が一丸となって取り組まなければならない。 

 

←早島町総務課 橋本氏は都合により当日欠席のため、
ＶＴＲで事例報告。 

 

←研修生全員での集合写真。公共施設白
書の作成や公共施設の現状把握は終
わりではなくスタート。今回の研究会
で培った知恵とネットワークを生か
し、今後の活躍に期待したい。 
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４） 研究会参加者の研修前後の意識変化 

 

岡山県ＦＭ研究会に参加した自治体職員の意識について分析する。 
詳細なそれぞれの変化の中身については、前述の各自治体の参加者の発表内容や研修前後で

の取り組み状況に関するアンケート結果を参照いただきたいが、それぞれの立場・視点からの
気づきがあったと考えられる。 
本研究会は、通年にわたって継続的な実習を通じた調査・研究というスタイルをとった。そ

のようなプロセスを経て、通常の業務執行・所掌事務・業務範囲の中では、得ることができな
い情報やネットワーク、コミュニケーションの機会を通じて、自治体ごとに属性が異なる中で、
事例や情報をどのように捉えるのか、生かしていくのか、という活用方法については、共通す
る部分は必ずしも多くはないと推察される。しかし、自治体にとって重要な地域経営上の課題
として公共施設の問題をとらえ、それにどのように対応していくのか、という自治体職員とし
ての姿勢、基本認識、対応方法に関しては、職位や経歴、所掌、知見などの多寡を超えて、同
じような成果・満足感を得られたと考えられる。 
特に、宿泊形式の合宿研修では、通常の会議室における講義・ワークショップに加えて、夜

の終わりの時間を気にせずに、膝詰めで講師・受講生・事務局が交流し、本音ベースの意見交
換が可能となり、それぞれに納得できる気づきを得ることができた。 
さらに、成果発表会では、それぞれの研究員の個人的見解として自らの地域の公共施設に関

する状況を調査し、その課題を発表することを通じて、自分の言葉で自らの思いをのせて情報
を発信する経験を積むことができ、今後の現場・実践につながるものと考えられる。その様子
は、ＮＨＫやメディア等の報道もあり、社会に対する一定の情報発信、成果還元ができたと思
われる。 

 

５） 参加自治体の現状比較 

 

本研究会に参加した自治体は、それぞれに取り組みの段階が異なっている。大きくは、①公
共施設白書をすでに作成している自治体もしくは現在作成中の自治体、②これから公共施設白
書を作成しようと検討している自治体、③まだ公共施設白書についてどのように取り組むか未
定の自治体、の3グループに分けることができる。 
①には倉敷市、津山市、玉野市、瀬戸内市、真庭市などがあたる。②には、本研究会が公共

施設白書をテーマにした研究会であることから、①以外の自治体が該当すると考えられる。し
かし、検討の詳細な中身、状況はそれぞれの自治体によって異なっており、②の中に③に近い
状況の自治体も含まれると考えられる。 
③の自治体が②へ、②の自治体が①へ、①の自治体が公共施設の再編成等の実践段階へ、と

発展していくことが、本研究会の役割となる。前述した通り、参加した職員の個人レベルにお
いては、公共施設の問題に関する気づきがあり、情報・認識が深まったと考えられる。しかし、
それが参加した自治体（組織）としての動きとなっていくのかについては、今後の課題となる
と思われる。 
第6回の研究会は、岡山県ＦＭ連絡会議と玉野市職員を対象とするＦＭ研修と合同で開催し、

また津山市で開催した成果発表会も職員研修と合同開催という形をとった。研修を公開するこ
とによって、市議会議員や幹部職員の参加も得られ、職員個々人の意識・取り組みが、今後は、
組織横断的な形態をとり、議会の賛同も得られ、地域全体へと波及していくことが期待される。 
今回の研究会を通じて得られた職員間のネットワーク、情報網を最大限に活用しながら、そ

れぞれの自治体の取り組みを推進するために、継続的なつながり、情報交換の場・機会を設け
ていくことが求められる。 
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６） 各研究員アンケート結果 

 

ＦＭ研究会に参加する職員に対して、研究会をスタートさせる前（【前】）と成果発表後（【後】）

にアンケートを実施した。 

内容は、4つのパートに分かれる。 

 

質問1 

【前】貴団体のファシリティマネジメントの取り組みについて、特に課題・問題

と感じることは何ですか？ 

【後】ＦＭ研究会参加前に抱えていた課題・問題は解決しましたか？ 

質問2 

【前】この研究会に期待すること、特に学びたいことは何ですか？ 

【後】開始前にこの研究会に期待していたこと、特に学びたいことに対する満足

度は？ 

質問3 
【後】研究会での成果を踏まえて、今後どのような取り組みをしようと考えてい

ますか？ 

質問4 【後】ＦＭ研究会に参加した感想や、印象に残ったことなど。 

 

回答全文を掲載したので、是非ご確認いただきたい。岡山県ＦＭ研究会発足当時は、研究員

の意識は、「受け身」で「何をすればいいのかわからない」といったメッセージが文面から伝

わってくる。しかしながら、幾人かの回答にも書かれているように、知見と悩みを共有する仲

間とのコミュニケーションを通じて、「自分が何をすべきか、何ができるか」、そして「何のた

めに必要なのか」を認識したことがわかる。 

 公共ＦＭの課題解決においては、①早く総量削減等の施策を講じるほど将来にわたっての効

果が高いこと、また、②そういった課題を住民に理解してもらうには、粘り強い説明と工夫が

必要である。アンケート結果からは、明確な目的意識を持って、あきらめずに頑張り続ける職

員の育成に、この研究会が貢献したことが伺える。 

 

各問いの回答は次のとおり。 
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質問１ 

【前】 

貴団体のファシリティマネジメントの取り

組みについて、特に課題・問題と感じるこ

とは何ですか？ 

 【後】 

ＦＭ研究会参加前に抱えていた課題・問題は解決

しましたか？ 

公共施設白書について掲載事項、掲載施設
の範囲、公表範囲、活用方法、すべてにお
いてほぼ白紙であること。 

→
多くの事例に触れることで、「白書の形は一つで
はなく、掲載内容も活用方法もその時々で進化し
ていくもの」ということを知った。 

他都市と比べて作成期間が短く、専門部局
が無いこと。 

→

研究会の作業ペースに合わせて進めたことで、計
画的に無駄なく進めることができた。専門部局が
ないことで、同情的に協力してくれる部署もあっ
たので、今思えば悪いことばかりでもなかったと
思う。 

基本となる施設・土地情報の一元化ができ
ていないところ。 

→

施設情報については解決に向け、取り組みを継続
中である。基本となる施設情報の収集を行ってい
るので，それが完了したら一元化したい。土地情
報は解決できていない。 

公営住宅、学校園施設、道路橋梁（15m 以
上）など、個別には長寿命化計画を策定し
ているが、一元的、かつ総合的に管理でき
ていないこと。 

→

策定を要請されている公共施設等総合管理計画
にどのように盛り込むかについては今回の研究
会ではあまり話題にならなかったが、公共施設白
書の作成を通して総合的に管理できる手法を検
討したい。 

ファシリティマネジメント戦略として「量」
や「質」の見直し、適正化についていかに
議会や住民に理解してもらえるか。また、
理解してもらう施設白書や公共施設等総合
管理計画を作成することができるか。 

→

総論賛成各論反対の意見は予想されるが、丁寧な
説明と住民参画による議論は必要不可欠である
こと、また、困難な課題ではあるが、先送りせず
に行動をしていくことの必要性は研究会に参加
することで十分に理解できた。 

理解してもらえる施設白書や公共施設等総
合管理計画を作成することができるか。 

→

研究会で学んだことを参考に、市民に分かりやす
い白書の作成を心がけ、取り組んでいる。十分か
どうかはわからないが、必要に応じて白書の見直
しを行いつつ、公共施設等総合管理計画の策定に
取り組みたい。 

資産の全体像の把握が難しいこと。今後の
マネジメントを行うにあたり、施設管理部
門の理解を得ることが難しいと感じてい
る。 
 

→

全体像の把握は大きく、いきなりすべてが完成す
るわけではなく、継続した調査、白書作成により
精度の高い把握が可能になっていくものと認識
を改めることができた。施設管理部門の理解は、
（規模の）小さな自治体でもあることから、時間
をかけて丁寧な説明を行うことで解決していき
たい。 

自治体の枠を超えた公共施設の共同設置、
共同利用、維持管理ができないか。 
 →

他の自治体では既に取り組んでいる事例がある
こと、近隣市町とのつながりができたことから、
今後の糸口が見えてきたと感じている。首長レベ
ルでの連携意識の醸成が最も早道だと思うが、実
務レベルの小さなことから積み重ねていきたい。
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【前】 

貴団体のファシリティマネジメントの取り

組みについて、特に課題・問題と感じるこ

とは何ですか？ 

 【後】 

ＦＭ研究会参加前に抱えていた課題・問題は解決

しましたか？ 

公共施設の現状データをまとめるときのや
り方や割り振り。データのまとめ方。 

→

既に白書を作成しているところ（自治体）を中心
に、勉強できた。とても参考になった。とくに倉
敷市には別の機会に勉強へ行ったり、細かな情報
も教えてもらい、いろいろと支えてもらった。（あ
りがとうございました。） 
研究会参加前は、総務省資料や他自治体のＨＰな
どでしか情報収集が出来ていなかったため、知識
不足に加え実務的な手法等、暗中模索の状況だっ
た。研究会に参加し数々の講演やワークをこなし
ていく中で生きた情報を得る事ができ、実際に
「施設状況調査」を実施し、現状と課題の抽出、
分析を行い、実務が大きく前進した。また、今後
の計画のビジョンが見えてきたので、誰がいつ何
をどうやるのかが明確になった。 
研究会で学んだことや先進地の事例をＴＴＰ（徹
底的にパクって）して、データをまとめることが
できた。 

全庁での取り組みのため、説明会等を定期
的に開催し、期限を定めて作業を依頼する
必要があるが、とりまとめ及び調整が大変
であること。 

→

解決はしていないが、他市町の取り組みを聞いた
ので、参考としたい。 

公共施設の総合的・計画的管理という観点
が全くない点。 

→
学校施設について、5箇年の改修計画素案を策定
する等、少しずつ進展が見られる。 

何か不具合が出たらその都度対応している
状態で、それぞれの現状も把握できていな
い。 

→

計画に則って管理をしていくように改める等、計
画的な管理を行う気運は生まれてきている。ま
た、建築士に現状確認を依頼し、データの蓄積を
行っており、改善が見られる。 

ファシリティマネジメントにどう取り組ん
でいいのかわからない。 
 

→
この研究会を通じて、先進事例から沢山学ぶこと
ができ、いいアイデアやヒントが得られた。これ
から、町の取り組みに取り入れて行きたい。 

施設を所管課において管理しているため、
全庁での一元的な取り組みが難しい。 

→

一元的な取り組みを進めるためには、問題意識を
共有し、いかに周りを巻き込んでいくかが重要と
学んだので、理解が得られるよう、情報発信を行
っていきたい。 

合併以来、ファシリティマネジメントの取
り組みが全くできていない。 →

町にとってのＦＭの必要性、何を取り組まないと
いけないかということを知ることができ、進むべ
き方向を知った。 

住民合意に至る方策、方法、行政内での役
割分担や意識共有、共有の方策や方針など。

→
課題や問題の整理ができ、まずは現状把握を進め
ることの必要を感じた。 
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質問２ 

【前】 

この研究会に期待すること、特に学びたいこ

とは何ですか？ 

 【後】 

開始前にこの研究会に期待していたこと、特に

学びたいことに対する満足度は？ 

公共施設白書作成について先進地の事例と、
作成の手法 

→
満足 

最終的に再配置の根拠となるような白書を
作る際のストーリーの組み方、グラフなど資
料の見せ方 

→
満足 

県内の自治体間での比較が可能となるよう
な白書づくり 

→

やや不満（自治体によって思いや状況がそれぞ
れなので、対象とする施設など細かい条件を統
一することができず、同じ条件での比較ができ
なかったため。） 

公共施設白書を利用して、公共施設適正配置
計画を策定する方法 →

不満（今回は白書作成方法を研修することがメ
インで、個別計画作成の研修は別物だったた
め。） 

県内の自治体が横並びで比較可能なデータ
を作成できること 

→
まあまあ満足 

白書作成の際に必要とするデータベースの
整備・ポイント 

→
まあまあ満足 

白書による分析結果の具体的な活用方法 → まあまあ満足 

公共施設マネジメント計画策定への手順、手
法、スケジュール等 

→
満足 

公共施設についての現況を把握し、市民に公
表した上で、効率的・効果的な配置になるよ
うに検討し、計画策定することになるが、そ
の際の地域住民の合意形成をいかに行うか
等 

→

満足 

公共施設白書の作成だけでなく、公共施設等
総合管理計画の作成につながる知識・手法を
身に付けたい。 

→
満足 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理につ
いて具体的に学びたい。 

→
まあまあ満足 

行政内の役割分担や住民合意のための調整
方法とそれらのスケジュール管理など。 

→
満足 
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質問３ 

【後】 

研究会での成果を踏まえて、今後どのような取り組みをしようと考えていますか？ 

町の現状を把握することができたので、今後は総量の削減や、更新費用の平準化、使用料の適正化、
中長期的な財政計画の策定、町民への説明等を行いたい。また、総量の削減等歳出の抑制だけに頼
らないように、自主財源の確保にも取り組みたい。 

まずは、平成 27 年度に「公共施設等総合管理計画」を策定できるようにスケジュールをたてて取
り組むよう考えている。意識改革のための職員研修を実施しつつ、全員が同じ方向を向いて取り組
んでいけるような組織づくりを行いたい。取り組みについては、発表のなかで説明しているとおり、
将来にむけて、特に取り組んでいきたいのは、近隣自治体との広域連携、機能集約や複合化、ＰＰ
Ｐ／ＰＦＩの利用である。常に視野に入れて取り入れていけるようにしたい。 

平成 27 年度に「公共施設等総合管理計画」を策定するので、公共施設白書をたたき台として、実
効性の高い計画の策定を目指す。また、研究成果を「絵に描いた餅」で終わらせないように、積極
的に民間活力等の導入を図りたい。 
また、住民との合意形成、近隣自治体との広域連携に重点を置いてマネジメントを推進していきた
いと思う。 

公共施設総合管理計画のプロジェクトチームの立ち上げや職員の意識改善のための研修を行う。 

先行自治体の仲間ができたことで、良いところをまねして、また、相談して、歩みの遅い町ではあ
るが、少しでも先行自治体に近づけるように一歩ずつ前に進もうと考えている。まずは、施設カル
テの整理から。 

現状把握を進め、ＦＭのスタートラインに立つ事が、第一と考えている。 
また、ＦＭを通じて行った職員研修から、こうした切り口からの課題提供や、意識共有も必要なこ
となので、継続的な職員研修を行っていきたい。 

現在作成中の「公共施設白書」は財政課が作った白書という事もあり、現時点では財政色の濃い内
容になっている。今後は、この中に施設所管課の意向をうまく盛り込んでいって、「公共施設白書」
を完成させたい。 

白書更新作業において、所管課の担当者が時間を掛けて集めた情報なので、「どのように使いたい
か」という所管課の意見を盛り込んだ表現にして、実際に使える白書にしたい。 
研修やイントラでのお知らせ、配布など広報活動を行い、庁内外の方に白書の存在を知らせたい。

・公共施設等総合管理計画の策定 
・公共施設適正配置計画（仮称）の策定 
・固定資産台帳の整備 
・庁内組織の編成 
・住民との対話 

まずは市役所内の意識啓発と公共施設の再編に向けた取り組みを進めていきたい。その中で近隣自
治体との共同利用や共同設置などの可能性を模索したい。 

平成 26 年度中に公共施設白書を作成し、次年度から白書を活用して住民への公共施設に関する問
題の理解を求めるべく説明会を行い、「公共施設等総合管理計画」「公共施設再編計画」等の策定に
順次取り組む。 

平成27年度中に公共施設白書を作成し、平成28年度に公共施設等総合管理計画の策定を行いたい。
公共施設白書はできるだけコンパクトに、事実を伝えることができればと考えている。住民との対
話のツールとして、公共施設等総合管理計画の策定に活かしたいと考えている。 
公共施設の更新問題が、職員にとっても重要な課題であるとの共通認識をもち、全庁を挙げて取り
組む必要があると考える。 
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質問４ 

【後】 

ＦＭ研究会に参加した感想や、印象に残ったことなど。 

講師の方々の講義を聴くことができ、多くの情報を得ることができた。また、同じ課題をもつ県内
の他の自治体との意見を共有できたことは有意義だった。 
印象に残ったことは、「公共施設で人が死ぬ。」、「行革を進めたために、公共施設の老朽化が進んだ。」
など、施設を作ることだけを考え、ＬＣＣまで考えなかったことにより生まれた問題であること。

喫緊の大きな課題に向き合うことができ、ＦＭの必要性を認識させられ、多くの気づきを得て、先
進的に取り組んでいる自治体の方々からの話は非常に刺激となり、不安を払拭することができた。
また、この研究会を通じて研究員をはじめ多くの方々に出会えたことは私にとって貴重な財産であ
る。今後も定期的に研修や意見交換会の場があればありがたい。 

他の自治体の事例を学ぶ、というのは自治体等ＦＭ連絡会議などでもできたかもしれないが、県内
の自治体が集まり、同じ問題意識を共有できたことが最も意義あるものだと感じた。 

・今回、ＦＭ研究会に参加して良かったことは、 
①一つ目は、県内自治体の公共施設白書等の作成状況を知ることができたこと。 
②二つ目は、財政、行政改革、財産管理、まちづくりなど、業務が違う職員がそれぞれの立場から
ＦＭ研究会に参加しているので、公共施設白書作成以外の仕事について情報交換することができた
こと。（もちろん、時々開催されるアフターファイブの懇親会での情報交換も研究会同様に有益な
ものであった。） 
③三つ目は、11月12日・13日の2日間、サンピーチで公共施設白書の先進地である千葉県習志野
市、神奈川県秦野市、山口県周南市、愛媛県砥部町、香川県三豊市から担当者を招いて現在進行中
の事例や、失敗事例を研修できたこと。 
・印象に残ったことは、周南市のマスコミへの発表で、施設名一覧の公表の仕方によって反対運動
がおこり、撤回しなければならなくなった事例などは、広報の重要性を改めて認識させられた。 
・また、三豊市では、住民との対話にパワーポイントの動く資料（アニメーション機能）をうまく
使っていて、大変参考となった。パワーポイントを使いこなせないといけないなぁと実感した。（自
分はまだ、できていませんが。） 
④四つ目は、先進地事例から課題に対するアプローチ方法はそれぞれであり、ノウハウは共有して
良いものはどんどん真似して、取り入れて行こうと思えたこと 
⑤五つ目、最後は、ＦＭ研究会での白書作り研修は、これから盛り沢山にある課題解決に向けて、
背中を押してくれる良いスタートになったと思う。 

白書を作る必要性、白書の役割が明確になった。 
成果発表資料作成、発表など貴重な体験ができた。 
メンバー、講師の方を含め、ノウハウや資料のやり取りなど、他自治体の方とのつながりができた。

多くの先進自治体の職員の方に込み入ったところまで聞けたことや、県下の他の自治体の方と情報
共有ができたことに大変価値のある研究会であった。 
また、成果報告会に多くの本市職員を参加させたことで、「白書」「公共施設更新問題」「ＦＭ」に
ついて、課題意識を持たせることができた。「県下の他の自治体も問題意識を持って取り組んでい
る」という姿を直に見たことが、とても効果が大きかった。これが単に「本市だけの分析結果の報
告」や「先進地の事例紹介」といったものであったならば、この手応えは得なかったように思う。

たくさんあり、まとめきれないが、ＦＭ研究会参加時点では、漠然と公共施設白書を作成するとい
う課題であった。 
参加自治体の中では、既に公共施設白書を作成している自治体もあり、それぞれに違うスタートラ
インだったが、いまを知ること、いまを知って伝えること、方法は1つではないことから、地域の
役に立てる、活用できる情報の整理に取り組んでいきたい。 
（ありがとうございました。今後も、こうした機会が続きますように。） 

多くの自治体の職員の功績を聞くことができた。決して成功ばかりではなく、失敗も学ぶことがで
きた。町にとって、私ができること、今しないといけないことをしていきたいと思っている。 
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【後】 

ＦＭ研究会に参加した感想や、印象に残ったことなど。 

ほとんどの市町とも公共施設に対して同じような見解を持っていて、どうにかしていかなければい
けないという思いを持っていることがよくわかった。先進地での事例を聞いたり、意見交換や情
報・意識の共有もでき、今後の計画策定や、それを実行していくうえで非常によい経験となった。

組織内部にはまだまだ意識が浸透していないが、県内自治体担当者、メンバーとの繋がりをしっか
りと築く事ができたので、今後は岡山県ＦＭ連絡会議などのほか、地方中枢拠点都市の広域連携に
もしっかりと結び付けていきたいと思う。 
また、自己のスキルアップには「ＦＭ合宿」が非常に効果的だった。あの合宿が「主体性」と「危
機感」を持ってＦＭを推進していくきっかけになったとも言える。 

いろいろと独自の諸事情はあるが、同じ課題を持つ自治体がこのようなかたちで勉強をかさねてい
くことで連帯感が感じられた。より広域連携のことを考えられるようになったと思う。今後、総論
賛成・各論反対の難題に立ち向っていくなかで、ともに学習したことが支えとなるだけでなく、問
題解決の重要な役割をはたしてくれるものではないかと思う。 
このような感想を書きながら、私たちは中心で実務に携わっていく立場であり、「公共施設等総合
管理計画」策定をはじめとし、将来の大きな課題に向けてのスタートを切ったばかりだということ
をあらためて実感した。 
（ＦＭ研究会や関係のみなさまには今後ともお力添えを賜りますようよろしくお願いいたしま
す。） 

この研究会は、大変有意義な研究会だった。研究会のスケールメリットが十分に活かされ、豪華な
講師陣の講義はもとより、研究会内の情報交換により、多くの見識を得ることができた。もし、こ
の研究会に参加していなければ、本町の取り組みは受動的な取り組みになっていたと思う。公共Ｆ
Ｍは多くのアプローチがあり、本町では、最終的にはまちづくりの観点無しでは進められないと感
じた。個人的な課題としては、もっと財政を知らなければならないと思ったので、努力したい。 
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