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再再配配置置ププラランン 

    再配置プロジェクト０８ 

再配置戦略の継続的な推進のためのＦＭ施策 
             

公共施設が縦割組織による分散管理のため、建物や設備の 

の保守管理・法定点検・維持管理などのマネジメントが一 

元化されていないこと 非効率な施設管理体制 

         施設担当職員が建物の老朽化を確認・点検できる専門的な 

知識を有していないこと 建物の安全性の確認ができない 

建物を長寿命化するための予防保全予算が安定的に確保され 

ていないこと 安全・安心な建物としての長寿命化が難しい 

組織を横断する再配置プランの調整に長い時間を要すること 

効果的な再配置プランの実現にタイムロスが発生する 

 

ファシリティマネジメントの考え方に基づき、縦割組織の枠 

をこえて公共施設を総括的に企画・調整し、公共施設の経営 

財務面と保全技術面の評価を横串的に行える体制を構築し、 

再配置戦略を全庁的な取り組みとして強力に推進する。 

 

公共施設包括マネジメント事業の推進 

施設ごとに分離発注されていた法定点検などの保守管理業務を一定の施 

設分をまとめて一括発注することで、保守管理業務の質の向上・事務量 

の低減・コスト削減を図る。また、効率的な保守管理方法や未・低利用 

施設の有効活用などの民間事業者からの提案を受けることも可能とする 

施設維持管理マニュアルの作成・活用 

施設担当職員が予防保全の視点から建物の簡易・画一的な点検を行うこ 

とができるマニュアルを作成することで、施設の安全性、耐久性、快適 

性などの向上を図る。 

鉄骨造の構造体劣化調査の実施 

明確な判断基準がない鉄骨造の物理的耐用年数を調べるため鉄骨造の構 

造体劣化調査を試験的に実施して、長寿命化の判断資料とする。本調査に

ついては、大学や関係機関と連携して調査研究を行う。 

再配置予算枠の確保 

建物の長寿命化に伴う予防保全などに必要な予算（再配置予算枠）を安定 

的に確保するため「公共施設再配置基金（仮称）」の設置を検討する。 

再配置戦略の迅速な実行のための推進体制の構築 

再配置プランをスピーディに実行していくため、市長をトップとする 

「資産経営戦略会議（仮称）」を設置して迅速な政策合意形成を図る。 

 第 2 部（再配置戦略編） 

第８章 

Relocation Project 08 

行行政政課課題題 

再再配配置置方方針針 
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 実施計画の第１部第１章の冒頭でふれているとおり、公共施設の一斉更新問題は

西尾市だけの課題ではなく全国の自治体の多くが抱える問題です。そのため、西尾

市よりも早くこの深刻な問題に取り組んでいる先進的な自治体は関東地方を中心に

数多くあります。ところで、西尾市では、公共施設再配置を強力に進めていくため

の３条件を、基本計画（本編Ｐ１２）で次のとおり示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

この考え方の実践の一つとして、西尾市では平成２５年度に公共ファシリティマ

ネジメント（ＦＭ）や官民連携（ＰＰＰ）の分野で全国の自治体の先進的な取組

みを学ぶ職員研修会「にしおＦＭ・ＰＰＰスクール」を計７回開催しました。 

先進自治体の多くは公共施設全体の 適化を図るときの「壁」として行政組織の

縦割主義を掲げています。縦割主義には専門性を高められるという長所もあるので

すが、効率性、合理性とした観点からは問題点も少なくありません。公共施設は縦

割組織で分散管理されているため、非効率な管理（ムダ）を発生させている場合が

あります。こうした弊害を少なくするために、西尾市公共施設再配置基本方針３で

は、「公共施設のマネジメントを一元化して市民とともに公共施設再配置を推進す

る」としています。そのためには、公共施設の経営財務面と保全技術面の両面か

ら評価を行い、公共施設全体の企画・調整（マネジメント）を総括的、一元的に

行うことができる横串的な体制を構築することが必要です。 

このように、公共施設再配置を全庁的な取組みとして推進させる体制づくりは、

公共施設全体の 適化へのスタートラインであると考えています。 

ここでは、行政組織の前例主義や縦割主義を打破して、再配置戦略を継続的に推

進していくため、西尾市がファシリティマネジメントの視点から取組むことを計画

している、公共施設の経営財務面と保全技術面において効果の大きい具体的な施策

について説明します。 

 

８－１ ◆ 公共施設のマネジメントの⼀元化に必要なこと 

●公共施設再配置を強力に推進するために必要な３条件 

①職員は再配置を継続性のある全庁的な取り組みであることを意識。 

②施設担当職員は再配置基本方針を理解して施設の管理運営に従事。 

③事務事業の前例主義、縦割主義を打破して、組織のタテとヨコの機能を組み

合わせて統轄できる強力なリーダーシップ。 
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■法定点検などの保守管理業務の現状と課題 

 施設の安全性を確保するため、一定の条件を満たす建物と設備では、定期的な法

定点検が義務付けられ、消防設備やエレベーター設備などの点検を業務委託してい

ます。また、施設の清掃業務や警備受付業務なども公共施設の多くで業務委託され

ています。こうした法定点検や保守管理業務については、施設を所管する組織ご

とに分離発注されているのが現状です。分離発注の場合は契約事務を組織ごとに

行い、また、業務仕様についても統一されたものではなく、施設あるいは担当組織

ごとに仕様内容が異なっています。 

 

■法定点検などの保守管理業務を一括発注する包括マネジメント事業 

 そのため、西尾市では、施設や組織ごとに分離発注されている法定点検などの保

守管理業務を一括発注する公共施設包括マネジメントの導入を計画しています。 

このためにはまず公共施設全体でどのような法定点検や保守管理業務が行われて

いるのかを把握する必要があります。これは公共施設白書の作成を通して詳細調査

を行っていきたいと考えています。そして、統一できる基準や指標などを設定し、

公共施設ごとにばらつきがないよう標準化を図った上で保守管理業務の一括発注を

行っていきます。こうした包括マネジメントにより、委託料や事務量の軽減が図

られるほか、保守管理業務を統一的な業務内容にすることで公共施設の点検、効

率的に行うことができます。 

 

■保守管理業務に関する民間提案を受ける包括マネジメント事業 

 公共施設包括マネジメント事業では官民連携手法を積極的に導入したいと考えて

います。例えば、価格だけの競争ではなく、民間事業者から法定点検に加えて日常

点検や軽微な修繕サービスを追加した業務として提案を受けるなど、業務仕様の

段階から民間のノウハウを反映させた企画提案を受け、より効果的な業務サービ

スの実現の可能性について検討します。こうしたスタイルは千葉県流山市が「デ

ザインビルド型包括施設管理業務委託」として既に取り組んでいる事例があります。

流山市は民間事業者から事業提案を受け付ける「プロポーザル・デザイン・ビル

ド」と称した新しい官民連携手法を活用して、さまざまなファシリティマネジメ

ント施策に着手している先進的な自治体です。 

 また、施設の光熱水費の削減を民間のノウハウを活用して実践するＥＳＣＯ

８－２ ◆ 公共施設包括マネジメント事業の推進
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（エスコ）事業（注１）というものがありますが、本市では市民病院が平成２０

年度からこの事業を実施しています。一般的には光熱水費を多く消費する大規模施

設で実施される事業なのですが、流山市では、小規模な公共施設をグループ化して

小規模ＥＳＣＯ事業として民間提案の形で実践しています。そのことを事例研究す

るとともに、こうした民間提案については、未利用・低利用施設の有効利用にも活

用できる取組みとしても注目していきたいと思います。 

（注１）ESCO事業（Energy Service Company の略称）とは資金調達から設計・施工、管理まで、

トータルなエネルギーサービスを提供する事業。ＥＳＣＯ事業は、それまでの環境を損なうことな

く省エネルギー化と経費節減を実現するもので、有効なＣＯ２ 削減対策としても期待されている。 

 

 

 

 

■公共施設の維持管理の現状と課題 

 公共施設の維持管理については、前述の保守管理業務と同じで担当組織ごとに職

員が行っています。しかし、公共施設の老朽化問題が深刻する中、このような縦割

の方法では次のような問題があります。施設担当職員の多くが建物の技術的評価を

行う知識を有していないため、老朽化した公共施設を目の前にしても適切な保全が

行うことができない、あるいはその前兆を示す状態に気付かない場合があることで

す。仮に建物の技術的評価ができる職員が配置された場合でも人事異動による職員

の交代があるため、施設の維持管理を常に同じ水準で実施することは難しい状況に

あります。施設の劣化状況によっては簡易な保全処置で事足りることが放置される

ことで危険性が高まったり、コストが余計にかかったりすることがあります。 

 では、専門的な知識がない職員でも老朽化を発見するポイントとはどのようなと

ころにあるのでしょうか。実際の建物の写真で説明します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

８－３ ◆ 施設維持管理マニュアル・鉄⾻造の構造体劣化調査 

▲コンクリート内の鉄筋腐食による爆裂で

す。このまま放置するとコンクリートの破片

が落下しています。 

▲腐食によって強度が弱くなっているため、地 

震などの力が加わった場合には倒壊する危険性

が高まります。 

コンクリートの爆裂 鉄部の腐食 
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■施設維持管理マニュアルの建物と工事履歴（カルテ）の作成 

 こうした建物の老朽化（経年劣化）に伴う危険性に早い段階で気づき、適切な保

全改修を施すことで安全・安心な公共施設を提供することができます。そのために

必要なのが施設維持管理マニュアルです。建物の専門家ではない職員が維持管理

指南書（施設維持管理マニュアル）を開けば、建物を定期的に目視点検したり、

簡易的な応急処置をしたり、あるいは専門業者に建物の状況を正確に伝えたりす

ることができ、少なくとも「分からないことが分からないために放置する」こと

はなくなるはずです。また、このマニュアルによって、人事異動で職員が交代し

た場合でも、施設ごとにほぼ同水準の維持管理

を行うことができます。西尾市では、施設維持

管理マニュアルの先進市である岡崎市や倉敷市

の取組みを参考に作成を進めていきたいと考え

ています。 

そして、施設維持管理にもう一つ重要なも

のが建物の工事履歴（カルテ）です。建物は

人の身体と同じです。人は病院に行けばカル

テに病歴などが記録されていて、病気を治療

したり健康を維持したりするための大切な情

▲天井材にひび割れは落下につながります。 

屋根どいに溜まった枯葉などが堆肥化し

木が生えていました。といのつまりは水

をせき止めるので、防水層の役割を果た

すといに過大な負担がかかり、劣化が加

速します。 

落下の危険性がある天井材 

屋根どいのつまり 

建物の工事履歴（カルテ）を記録

することは建物の老朽化診断や予

防保全工事を計画するときに役立

ちます 
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報として活用されます。建物も同じで、建物が建設（誕生）してから、どの部位

が老朽化したことで、どのような改修工事が行われてきたかについて記録してお

くことは、建物の老朽化を診断する場合をもちろん、建物を長寿命化するための

予防保全工事を計画するときにも役立ちます。 

 

■鉄骨造の構造体劣化調査を関係機関と連携して試験的に実施 

西尾市では法定耐用年数が３８年である鉄骨造の保育園が１２園あります。５０

年の鉄筋コンクリート造に比較して短い法定耐用年数の鉄骨造の建物が今後、段階

的に更新時期を迎えます。将来的に少子化が見込まれることから保育園の統廃合も

予想される中、現時点で同規模の保育園を更新することは次世代の負担を増やすこ

とになりますので、鉄骨造の建物の長寿命化を行うことが必要です。 

西尾市では平成２４・２５年度に実施した公共施設劣化調査（第３部Ｐ１２７）

の中で、物理的耐用年数を調べるため、鉄筋コンクリート造１１９棟の構造体劣化

調査を行いました。鉄筋コンクリート造の構造体劣化調査は建物の耐震診断調査を

準用する手法が確立されていますが、鉄骨造の構造体劣化調査はについては、そう

した調査手法や分析評価基準が確立されていません。このため西尾市では鉄骨造の

構造体劣化調査を試験的に実施して、鉄骨造の建物の長寿命化についての可否を調

べてみることにしました。 

しかし、先述したとおり、これまで鉄

骨造の物理的耐用年数調査については明

確な手法などが確立されていないため、

工学系大学や関係機関と連携して調査研

究を行っていきたいと考えています。 

 

 

 

 

■建物の長寿命化の前提となる予防保全費を確保するために 

実施計画の第１部第２章で公共施設再配置の目標値についてふれました。公共施

設の一斉更新問題を乗り切るための再配置戦略を推進することで、３０年間でＬＣ

Ｃ約７３１億円の削減効果を見込むというものです。これは第１部第２章Ｐ３４か

ら目標値の見方の留意点として説明しているとおり、現在の予算規模から削減され

るものではなく、現在の予算規模を今後も使えることを前提として、公共施設の維

８－４ ◆ 再配置予算枠の確保・再配置戦略の迅速な実⾏のために

保育園舎に多い鉄骨造の建物 
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持管理運営に必要な削減額を示したものです。つまり、再配置を実行するというこ

とは、（ＬＣＣ的な）長期間にわたる財施負担を軽減することを効果目標とするも

のであり、一斉更新問題対策である建物の長寿命化を図る予防保全工事のための予

算は恒常的に必要になります。また、再配置プロジェクト０１（第２部第１章）や

０２（第２部第２章）のように施設の統廃合に伴う新設費用も必要になる場合があ 

ります。 

したがって、公共施設再配置を政策として継続的に

推進していくためには、一定の予算枠の確保が必要で

す。実際に一定の財源を確保してファシリティマネジ

メントを進めている武蔵野市や倉敷市のような自治体

もあります。西尾市では、再配置予算の財源確保策の

一つとして「西尾市公共施設再配置基金（仮称）」を

設けることを検討します。これは、再配置プロジェク

トの資産運用などから得られる収入を再配置基金として積み立てておき、公共施設

の更新や大規模修繕、あるいは緊急突発的な老朽化対策のために活用するものです。 

 

■再配置戦略をよりスピーディに実行に移すための推進体制づくり 

再配置ＷＧでは、西尾市の再配置の進め方に対して「もっと早く再配置の政策

を実行してほしい」という声をよく聞きました。基本計画（本編Ｐ１２）では「行

政組織の縦割主義（セクショナリズム）の弊害を防ぐためには、公共施設再配置の

組織体制を、市長または副市長直轄の特命組織として位置づける体制が、有効な推

進策の一つである」と示しています。再配置の専任組織である公共施設経営室は、

基本計画（本編Ｐ１１）の再配置行程表のとおり、平成２６年度から資産経営課と

して課に格上げされますが、特命組織としての位置づけは見送られました。 

そこで、迅速な政策合意形成を図るための体制づくりとして、市長をトップと

する「西尾市資産経営戦略会議（仮称）」を設置します。資産経営課は公共施設

のコンシェルジュ（総合相談窓口）的な役割を担い、本実施計画の推進はもちろん、

公共施設に絡む問題を整理、調整して、再配置プランを企画します。「西尾市資産

経営戦略会議（仮称）」は再配置プランの政策化についての可否を決定していきま

す。 

また、ファシリティマネジメントの推進には経営的評価と技術的評価が必要であ

ることから、資産経営課が総合的な施設コンシェルジュの役割を果たすためには今

後、技術系職員を増員させていくことが必要不可欠であると考えます。 
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ひと⽬で分かる再配置プロジェクト０８       【第２部第８章のまとめ】   

① 事 業 名 再配置戦略の継続的な推進のためのＦＭ施策 

②再配置を 

進めると

きの行政

課題 

●公共施設が縦割組織の分散管理のため、建物や設備の保守管理、法
定点検、維持管理に対するマネジメントが一元化されていないこと 

●施設担当職員が建物の老朽化を確認・点検できる知識・技術を有し
ていないこと 

●建物を長寿命化するための予防保全予算が安定的に確保されていな
いこと 

●組織を横断する再配置プランの調整に長い時間を要すること 

③再配置方針 

ファシリティマネジメントの考え方に基づき、所管部門の枠をこえて
公共施設の経営財務面と保全技術面の評価を行える横串機能組織を中
心に再配置戦略を全庁的な取り組みとして強力に推進する。 

④再 配 置 

プ ラ ン 

●公共施設包括マネジメント事業 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

●施設維持管理マニュアルの策定、鉄骨造の構造体劣化調査 

 

 

  

 

 

 

●再配置予算枠の確保・迅速な再配置戦略推進のための体制づくり 

        

⑥ 年 次 ・ 

予 算 

H26＝公共施設包括マネジメント業務抽出調査 

施設維持管理マニュアル策定の調査検討 

鉄骨造の物理的耐用年数調査 

（仮称）資産経営戦略会議の設置 

H27＝公共施設包括マネジメント業務発注準備（次年度予算調整） 

施設維持管理マニュアル策定→職員説明会 

H28＝公共施設包括マネジメント業務発注 

ＦＭ施策の民間提案、予算枠確保などについては随時進めていく 
⑦再配置効果 （参考）流山市の包括マネジメントでは34施設で約3,500万円/3年の削減効果 
⑧再配置手法 官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）、官学連携（鉄骨造調査） 
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⑨特記事項 鉄骨造調査については工学系大学及び関係機関と連携して調査研究する。 

         施設ごとに分離発注されていた法定点検などの保守管

理業務を包括マネジメントとして一括発注すること

で、事務量の低減・コスト削減を図る。民間のノウハウを

大限に生かすため、施設の維持管理業務に対する民

間提案を受けることも包括マネジメント事業に含め 

る。また、再配置プロジェクト 07 のような未利用・低利用施設の有

効活用案についても民間提案を受けることを検討する。 

包括マネジメント対象候補施設…行政施設３（本庁舎、水道庁舎、幡豆支所）子育て支
援施設 28（保育園・幼稚園）、学校教育施設 37（小学校・中学校・看護専門学
校）、社会教育施設 14（ふれあいセンター・公民館）、社会体育施設 6（体育館・プ
ール）、文化施設 12（文化会館、図書館、資料館）、保健施設 3（保健センター）、
福祉施設２（総合福祉センター、幡豆いきいきセンター）  

施設所管課職員が予防保全の視点から施設の点検を行う
ことができるマニュアルを作成することで、施設の安全
性、耐久性、機能性、快適性などの向上を図る。 
また、これまで正確に把握されてこなかった鉄骨造の建
築物の長寿命化の可否を判断するため、鉄骨造の構造体
劣化調査を試験的に行う。 

 公共施設再配置基本方針を実現するためには恒常的な再配

置予算枠の確保が必要と考える。そのための財源として

再配置基金の設置を検討する。また、再配置を強力に推

進するため、市長をトップとする資産経営戦略会議を設

置し迅速な政策合意形成を図る。 




