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⻄尾市公共施設再配置実施計画を読むための⽤語集 
〜ファシリティマネジメントをはじめとする専⾨⽤語を解説〜 

  

 

西尾市がこれからの公共施設のあり方についての基本的な考え方を

示した「西尾市公共施設再配置基本計画（以下「基本計画」とい

う。）」と、平成２６年度からの５年間の具体的な再配置プランを提

示した「西尾市公共施設再配置実施計画（以下「実施計画」という。）」につい

ては、専門的なカタカナ用語や英語の略称がたくさん出てきました。本来であれ

ば、こうした専門的な言葉を分かりやすく日本語に意訳して記述 

すべきところだと思いますが、新聞や雑誌の紙面では近年、ファ 

シリティマネジメントやライフサイクルコストなどの専門用語の 

使用が一般的になってきていることから、基本計画と実施計画で 

は原則として、難解な専門用語を使用した場合は同じページに注 

釈を掲載するなどして対応することにしました。 

しかし、実施計画は基本計画に基づいて策定しているため、基本計画以上に専

門的な用語を多用しています。このため、ここでは、実施計画で使用された専門

用語を五十音順とアルファベット順に並べて解説した用語集を掲載することにし

ました。これは、実施計画を読み進めていく中で、建築学や経営学の専門用語が

壁となって目が止まってしまわないためのものです。なお、用語解説については、

西尾市がさまざまな情報を基に独自で注釈したものであるため、正確性を欠いて

いる場合もありますが、あくまで実施計画をより分かりやすく理解するための用

語集という目的で利用してください。したがって、より専門的な見解や学術的な

意義を求める場合には、お手数ではありますが、インターネットあるいは図書館

の専門書籍等にあたることをお勧めします。用語集の見方は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３部（資料編） 

用語集の見方 

ファシリティマネジメント
（ＦＭ）

Facility management　略称：ＦＭ
企業、団体などが持つ業務用不動産及びその環境（＝ファシリティ）を組織活
動にとって 適な状態で保有、運営、維持、活用するための総合的な管理手法
（＝マネジメント）で、米国で生まれた経営手法。自治体などの公的機関で取
組むＦＭを「公共ＦＭ」と言う。→公共ＦＭ　アセットマネジメント
【掲載頁】第１部Ｐ1

△実施計画の中で専⾨⽤語と
思われる⽤語を集めました。⽇
本語５０⾳順、英語アルファ
ベット順に並べています。

△⽤語の意味について実施計画を理解しやいすように説明していますが、
⻄尾市が独⾃で解説しているものであるため、正確性を⽋いている場合も
あります。なお、【掲載⾴】は⽤語が実施計画で最初に使⽤されている
ページ数を表⽰しています。

▶  は ⾏                                 実施計画⽤語集
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アウトソーシング

Out Sourcing  : 外部資源化
「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という考え方から公共サービ
スを「委託化」あるいは「民営化」することを指す。施設で言えば、委託化は
「公設民営」、民営化は「民設民営」になる。西尾市では学校給食業務の一部を
委託化、公立保育園６園を民営化した実績がある。
【掲載頁】第１部P47

アセットマネジメント
（ＡＭ）

Asset Management：財産・資産管理（略称：ＡＭ）
土地や建物などの資産を効果的に運用・運営・管理を行うことで、これを実行す
る者をアセットマネジャーと呼ぶ。実施計画では再配置手法の一つである自治体
の資産運用をアセットマネジメントとして説明し、具体的な方式として譲渡（売
却）と貸付を提示している。また、道路や橋梁などの社会資本の長寿命化などの
管理手法をアセットマネジメントと呼ぶこともある。
【掲載頁】第１部Ｐ48

⼀施設・⼀機能

これまでの公共施設の多くは、一つの機能のために一つの施設が必要という考え
方に基づいて建設、配置されてきた。このため新たな行政サービス機能を増やす
ためには、国や県の補助金にそくした新たな施設を建設してきた。基本計画では
こうした従来型の一施設・一機能の考え方から脱却して公共施設再配置を進めて
いくことを基本姿勢としている。
【掲載頁】第１部Ｐ11

⼀⾊さかなセンター（株）

一色さかなセンター（株）は、平成４年３月に第３セクター会社（＝地方公共団
体・旧一色町が民間企業と共同出資した法人）として設立され、新鮮な魚貝をは
じめとする海産物が並ぶショッピングプラザやレストランを備えた『一色さかな
広場』を運営している。なお、出資比率は、西尾市が５１％、民間企業が４９％
となっている。
【掲載頁】第2部P27

いっしき市⺠交流広場（仮
称）

再配置プロジェクト02・一色地区の新公共空間創造事業の中で、他の施設機能
を移転させる一色健康センター・一色町公民館・一色学びの館の３施設郡の仮総
称。３施設群は官民連携手法によって包括的に管理運営（マネジメント）するこ
とになっている。
【掲載頁】第2部P35

⼀⾊地区定住化促進マネジ
メント

再配置プロジェクト02・一色地区の新公共空間創造事業の中で、一色支所敷地
など利用して、一色地区の定住しやすい快適で魅力ある居住環境空間を官民連携
で整備すること。西尾市ではその基盤として市営住宅を活用して人口減少地区の
定住化促進マネジメントを進めていくことにしている。
【掲載頁】第2部P35

⼀般開放

学校教育施設など本来は利用者が児童生徒などの特定者である施設をそれ以外の
かたが利用できるように開放することを意味した言葉である。再配置プロジェク
ト05・弓道場機能集約化事業では、中学校弓道場の一般開放を再配置方針とし
ている。
【掲載頁】第2部P74

イニシャルコスト

Initial cost : 初期費用
建物を建築するときに必要な諸費用（企画調査費、設計費、土地取得費、建設費
など）の総計のこと。建物を建設した後の維持管理費用や設備の運転・修理費用
は含まれない。建物のＬＣＣの２～３割がイニシャルコストで、その多くはラン
ニングコストである。→ランニングコスト
【掲載頁】第１部Ｐ25

医療救護所

地震による市内に多数の負傷者が発生した場合、西尾市は医療救護所を10の公
共施設内に開設を予定している。ここでの医療活動は西尾幡豆医師会及び西尾市
歯科医師会所属の医師が対応することになっている。救護所開設予定施設→西尾
小学校、米津小学校、鶴城中学校、平坂中学校、寺津中学校、福地中学校、東部
中学校、一色町公民館、吉田小学校、幡豆ふれあいセンター
【掲載頁】第2部Ｐ25

インフィル（内装・設備
等）

Infil：直訳すると「すき間を埋めるもの」
定期的に更新するため建物の寿命に間接的に影響する屋根や外壁、内装、設備等
の装備部分のこと→スケルトン（構造体）、スケルトンインフィル方式
【掲載頁】第1部Ｐ44

塩⽥復元整備事業
旧幡豆郡で行われていた塩田による製塩技術の継承するため、吉良歴史民俗資料
館の屋外施設として設置されている復元塩田と塩焼小屋を充実させる事業。平成
25年度に基本設計、26年度に実施設計を行い、27年度までに完成予定
【掲載頁】第2部P71

▶  あ ⾏                                      実施計画⽤語集
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可変性

実施計画では建物の可変性、つまり、建物の間取りや設備など、時間の流れに応
じて変えることができる部分がどの程度あるのかということを表す言葉として使
用。建物の可変性が高ければリフォームをはじめとするさまざまな建物の再生手
法を駆使することができる。→適応性、スケルトンインフィル方式
【掲載頁】第１部Ｐ44

官学連携
再配置プロジェクト08で予定している鉄骨造の物理的（構造的）耐用年数調査
は大学や研究機関などの「学」との連携で進めることにしているが、このことを
官学連携と呼ぶ。→官民連携
【掲載頁】第１部Ｐ47

官⺠連携

Public Private Partnership　略称：ＰＰＰ
これまで行政が独占していた公共サービスについて、官と民がお互いに協力し
て、コスト削減のためだけではなく課題の解決や質の向上のために取組む動きを
総称した言葉。基本計画では市民協働、補完性の原理、ＰＦＩを官民連携（公民
連携）の方式として紹介し、究極の官民連携として民間が経営する米国の自治体
の事例をあげている。第１次実施計画はテーマの一つを「官民連携の活用」とし
て、多くの再配置プロジェクトで多様な官民連携手法の活用を予定している。→
官学連携
【掲載頁】第１部Ｐ12

基本計画 実施計画では西尾市公共施設再配置基本計画のことを指す。
【掲載頁】第１部Ｐ1

給⾷センター⽅式
小学校・中学校の給食を学校の給食室で調理しないで外部施設の給食センターで
一括調理したものを搬送する方式。西尾市では旧幡豆郡３町内の公立保育園・小
学校・中学校が給食センター方式である。
【掲載頁】第2部P50

供給⽬標

実施計画では公共施設再配置の目標値を設定するためにファシリティマネジメン
トの目標管理の方法を参考にしている。ＦＭの目標管理の項目には財務、品質、
供給があり、供給目標とは、施設面積の過不足をコストの面から対応すること
（需給対応性）、すなわち未利用・低利用スペースを処分すること（保有総量の
圧縮）と、資産を有効活用すること（施設利用度）、すなわち利用度チェックか
ら施設の適正配置をすることを実現するための目標管理のこと。→ファシリティ
マネジメント
【掲載頁】第１部Ｐ25

⾏財政改⾰⼤綱

平成24年3月に策定された西尾市行財政改革大綱のこと。「効率的で持続可能な
行財政運営の確立」を基本理念に３つの基本方針と６つの重点項目を設定し、実
施計画の策定も合理的・効率的な事業実施の項目に位置づけられている。同時期
に策定された「西尾市行財政改革推進計画（第４次実行計画）」は大綱に沿った
具体的な改革の取組み。
【掲載頁】第１部Ｐ12

⾏政財産

地方自治体が所有する動産、不動産などは「公有財産」と呼ばれ、「行政財産」
と「普通財産」に区分される。行政財産は地方自治体が行政目的で用いる財産の
ことで、市役所や消防署など自治体が事務事業を行うために直接利用する「公用
財産」と、学校、公民館、市営住宅、公園、道路など住民が一般的に共同利用す
る「公共用財産（公の施設）」の２つに区分され、原則として、貸付、売却、譲
与、出資目的の信託、私権の設定などが禁止されている。なお、行政目的で用い
ていない一般の財産を普通財産と称す。→普通財産、公有財産
【掲載頁】第2部P88

きら市⺠交流センター（仮
称）

再配置プロジェクト01・吉良地区の多目的新生涯学習施設整備事業で、わくわ
く感いっぱいの市民交流の場を創造するため、３つの公共施設を集約し２つの機
能（体育館・公民館）を複合した新施設の仮の総称のこと。→多目的新生涯学習
施設
【掲載頁】第2部P16

経営者市⺠

根本祐二東洋大学経済学部教授が新しい公共施設マネジメントの必要性を説明す
るときに使用する市民区分の一つ。公共施設のあり方を見直すときには利用者
（利用者市民）の声に耳を傾けることも必要だが、それだけでは公平性を欠くた
め、施設を利用していない市民、つまり税金で施設維持管理費を負担している負
担者市民の声に耳を傾けなければ不公平である。受益者市民と負担者市民はいず
れか一方が常に正しいのではない。バランスをとるのが経営者市民で、公共施設
のみならず自治体経営のマネジメントに市民が関わっていくことが理想であると
している。
【掲載頁】第１部Ｐ18　第3部P

▶  か ⾏                               実施計画⽤語集
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軽量鉄⾻造

建物の構造の一種で、重量鉄骨造と軽量鉄骨造に分類され、鋼材の厚さが6mm
以上のもので建築されているものを重量鉄骨造、6mm未満のもので建築されて
いるものを軽量鉄骨造という。一般的に鉄骨造というと重量鉄骨造を指す。→重
量鉄骨造
【掲載頁】第１部Ｐ26

決算
自治体の決算は、一年間の収入と支出を計算して、予算が適正に執行されたどう
かを示すもの。実施計画の基データである公共施設白書では、施設ごとの決算金
額からファシリティコストを提示している。
【掲載頁】第１部Ｐ32

建築基準法施⾏令（新耐震
基準）改正

建築基準法に基づく現行の耐震基準で、昭和56年６月１日に導入された基準。
昭和53年に発生した宮城県沖地震をきっかけに、新基準に改正された。旧耐震
基準の建物は主に中程度の地震を想定した基準だったが、新耐震基準では、中程
度の地震に対して損傷せず、大地震に対して倒壊しないことなどが要求されてい
る。→耐震補強工事、耐震性、Ｉｓ値（構造耐震指標）
【掲載頁】第2部P1

建築物点検マニュアル・同
解説

本書は（一財）建築保全センターが、国土交通省大臣官房官庁営繕部が作成した
「建築物点検マニュアル」に事例と解説を加え、同部の監修を得て編集したも
の。公共建築物の施設管理者を対象にした解りやすく実務的なマニュアルとし
て、安全性の確保はもちろん、耐久性や機能性の確保の観点から、建築物全体の
点検を行うため、その内容、実施方法をとりまとめている。西尾市は本書の調査
項目を参考にして建築物劣化点検を実施した。→建築保全センター、建築物劣化
調査
【掲載頁】第3部P131

建築物の耐久計画に関する
考え⽅

（一社）日本建築学会が建築物の計画、設計、施工、使用、保全、除却に至る全
ライフサイクルの耐久性について、設計時にどのように配慮しておけばよいか、
という基本的な考え方を示したもの。西尾市では公共施設の長寿命化に関する考
え方を本書中に提唱されている「目標耐用年数の定め方」に準拠している。→日
本建築学会
【掲載頁】第1部P27

建築物劣化調査

西尾市が平成２４・２５年度に実施した公共施設劣化調査の一つ。（一財）建築
保全センターが発行した「建築物点検マニュアル・同解説」の調査項目を参考
に、建築後３０年以上経過している建物で小学校・中学校施設を中心に１１１施
設２１５棟のインフィル（内装・設備等）とスケルトン（構造体）などの劣化状
況を１級建築士の目視によって調査した。調査では「建築物点検マニュアル・同
解説」で設定されている６６の調査項目を建物のインフィルの５つの部位（屋
根・外装・内装・機械設備・電気設備）とスケルトンの２つの部位（躯体・基
礎）と建物周辺の通路など（屋外）の計８つの部位に整理して、その部位ごとの
劣化状況を４段階で評価した。→インフィル、構造体（スケルトン）、構造体劣
化調査、公共施設劣化調査
【掲載頁】第1部P21

建築保全センター

一般財団法人　建築保全センターは、官公庁施設の維持管理や改修など保全に関
する調査研究・企画立案・技術開発などの業務を通して公共建築物の適正な保全
を支援する団体で、かつては国土交通省所管の財団法人だったが公益法人制度改
革に伴い平成24年に一般財団法人へ移行した。
【掲載頁】第3部P131

公共FM（ファシリティマ
ネジメント）

地方自治体等の公的機関で取り組むファシリティマネジメントのことを指す。基
本計画では国（国土交通省・財務省）が公共ＦＭを推奨していることを紹介して
いる。→ファシリティマネジメント
【掲載頁】第１部Ｐ1

公共施設の⼀⻫更新問題

高度経済成長期の人口増加に伴い建設されてきた公共施設の建替更新時期を一斉
に迎える中で財政負担が支えきれない問題のこと。基本計画では西尾市が保有す
る公共施設をすべて更新する場合に現在の予算の２倍以上が必要である試算をし
ている。また、西尾市では今から10年以降に築年数30年以上の公共施設が7割
となる。全国の自治体の多くが西尾市同様の問題を抱えている。
【掲載頁】第１部Ｐ1

公共施設概要調書
西尾市が平成23年度から作成している公共施設白書の基礎データが入力されて
いる様式のこと。施設所管課が毎年、この様式に公共施設の現状データを入力
し、そのデータを元に公共施設白書が作成されている。
【掲載頁】第１部Ｐ17

公共施設再配置
基本計画では、公共施設再配置を「公共ＦＭ（ファシリティマネジメント）とい
う経営管理活動の考え方を踏まえて、公共施設の現状について調査・分析した上
で、将来を見通した 適な施設配置及び効率的・効果的な維持管理を実現してい
くこと」と定義している。
【掲載頁】第１部Ｐ1
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公共施設⽩書
西尾市が公共施設の現状について調査、分析するため平成23年度から毎年、作
成公表している再配置対象施設357施設（白書2012）の現状データを施設ごと
に網羅している資料のこと。これまでに西尾市公共施設白書2011・同2012・
同2013を作成し、市ホームページに掲載している。
【掲載頁】第１部Ｐ2

公共施設劣化調査

西尾市が平成２４・２５年度に実施した建物の劣化調査のことで、建物の寿命
（物理的耐用年数）に直接的な影響がある柱やはりや床など骨組みとなる構造体
（ｽｹﾙﾄﾝ）について調べる構造体劣化調査と、寿命に間接的な影響がある屋根や
外壁、内装、設備等のインフィルなどについて調べる建築物劣化調査を行った。
→構造体劣化調査、建築物劣化調査
【掲載頁】第１部Ｐ16

構造体（スケルトン）
建物の長寿命化に直接影響する柱やはりなど建物自体の荷重や地震や風などの外
力を支える各部材のこと。→インフィル、スケルトンインフィル方式、公共施設
劣化調査、構造体劣化調査
【掲載頁】第１部Ｐ21

構造体劣化調査

西尾市が平成２４・２５年度に実施した公共施設劣化調査の一つ。建物の長寿命
化を判断するためのスケルトンの調査は、鉄筋コンクリート造の建物の物理的
（構造的）耐用年数調査として、建築後３０年以上経過している建物で小学校・
中学校施設を中心に７３施設１１９棟を調査した。コンクリート壁から抜いたコ
アについて、圧縮強度試験、中性化試験を行い、コンクリートの中性化（アルカ
リ性→酸性）が進んでいる場合、鉄筋が腐食している可能性があるため、コンク
リートを削り取り、鉄筋の一部をむき出しにして目視調査で鉄筋の腐食状態を確
認した。劣化状況は４段階で評価した。→インフィル、構造体（スケルトン）、
構造体劣化調査、公共施設劣化調査
【掲載頁】第1部P16

公募型プロポーザル
業務委託先の選定方法の一つ。プロポーザルとは提案のことで、発注者である自
治体が公募による複数の業者からその目的に合致した企画を提案してもらい、そ
の中から企画・提案内容の優れた業者を選ぶ方式のこと。
【掲載頁】第2部P18

公有財産
地方自治体が所有する動産、不動産などは「公有財産」と呼ばれ、「行政財産」
と「普通財産」に区分されている。→行政財産、普通財産
【掲載頁】第１部Ｐ48

コーポレートファイナンス
Corporate Finance
一般的には企業による資金調達、投資活動、財務活動などのことを指すが、ここ
では、ＰＦＩにおける、銀行が企業の与信（返済能力・返済資質・返済担保）を
見て投資することの意味で用いている。→プロジェクトファイナンス
【掲載頁】第3部Ｐ136

国⽴社会保障・⼈⼝問題研
究所

厚生労働省に設置された社会保障と人口問題の政策研究を行っている国立の研究
機関。
【掲載頁】第１部Ｐ4

コスト

Cost：費用
実施計画では公共施設に関係する費用のことで使う場合が多い。公共施設白書で
は公共施設に関係する費用をファシリティコストと呼び、施設維持コストと施設
運営コストに区分している→ファシリティコスト　イニシャルコスト　ランニン
グコスト　施設運営コスト　施設維持コスト
【掲載頁】第１部Ｐ2

⼦育て⽀援センター
厚生労働省の事業として地域全体で子育てを支援するために育児相談などを行う
施設のことで、主として未就園児とその保護者が利用する。西尾市では子育て支
援センター機能は17施設ある。
【掲載頁】第1部P3

事なかれ主義 身の回りに問題が怒らず平穏無事であることを望む消極的な考え方や姿勢のこと
【掲載頁】第2部P32

コミュニティ
Community : 地域社会
地域住民が相互交流して生活している場所、あるいはそのような住民の集団（町
内会）を指す。地域コミュニティとも言う。
【掲載頁】第1部P38

コンシェルジュ
Concierge（フランス語） : 総合世話係
ホテルの宿泊客のあらゆる要望、案内に対する「総合世話係」というような職務
を担う人の職名のこと。近年はホテルに限らず、駅や百貨店など様々な施設で同
様の役割を担う人をコンシェルジュと呼ぶ。
【掲載頁】第2部P113

コンソーシアム

Consortium：共同企業体
民間事業者の公募にあたり組成される法人格の無い共同企業体のこと。ＰＦＩで
は、公募提案するコンソーシアムの提案が採用された場合、新たに特別目的会社
（ＳＰＣ）を設立して、建設・運営・管理にあたることが多い。→ＰＦＩ、特別
目的会社（ＳＰＣ）
【掲載頁】第3部P136
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コンバージョン

Conversion：建物の用途変更
建物を別の用途に変更するために修繕・改修・増築を行うこと。コンバージョン
が別の用途に変更するのが目的であるのに対して、リノベーションは性能・機能
の向上が目的となる。また、コンバージョンと同時にリノベーションが行われる
ことが多くあり、いずれも建物の長寿命化のための手法。→リノベーション
【掲載頁】第１部Ｐ43

サービスプロバイダ⽅式の
ＰＦＩ

実施計画の再配置プロジェクトのうち大規模事業については官民連携手法のＰＦ
Ｉ導入の可能性が高いが、西尾市では従来型のＰＦＩではなく新しい方式のＰＦ
Ｉの実現可能性を国土交通省の先導的官民連携支援事業補助金を受けて平成25
年度に検討した。それがサービスプロバイダ方式のＰＦＩで、これは特別目的会
社（ＳＰＣ）の代表的な企業を運営企業（サービスプロバイダ）として位置付
け、そこから建設会社に業務を発注するという施設運営優先のＰＦＩ事業である
ことが特色。施設運営を中心とすることで運営しやすい建物が整備できること
や、サービスプロバイダを地域事情に精通している地元企業が担うことで地域経
済の活性化につながるなど、これまでにない新しい官民連携のビジネスモデルが
誕生する可能性が期待される。→ＰＦＩ、特別目的会社（ＳＰＣ）
【掲載頁】第１部Ｐ16

財政負担の平準化
公共施設一斉更新問題などに伴う財政負担が集中しないように建物の長寿命化や
統廃合（総量圧縮）によって財政負担を平準化（均一化）すること。公共施設再
配置の目的の一つである。→公共施設一斉更新問題
【掲載頁】第１部Ｐ22

財務⽬標

実施計画では公共施設再配置の目標値を設定するためにファシリティマネジメン
ト（ＦＭ）の目標管理の方法を参考にしている。ＦＭの目標管理の項目には財
務、品質、供給があり、財務目標は、ファシリティコスト、施設投資、施設資産
を管理対象とする。ファシリティコストは中長期的な再配置による施設にかかる
コスト予算を算出し管理すること、施設資産は保有施設などの利用状況、価値を
把握して管理すること、施設投資は再配置プロジェクトなどの施策に対する投資
効果を評価、管理することである。→ファシリティマネジメント（ＦＭ）、ファ
シリティコスト
【掲載頁】第１部Ｐ25

残存不具合額
残存不具合率（ＦＣＩ）を算定する基礎数値で、現在の老朽化度合に必要な建物
の保全改修費、つまり、これまで施工しようとした保全改修費で予算の都合で延
期されている分と今後５年程度の間に施工が必要な保全改修費を合算した金額の
こと。→残存不具合率（ＦＣＩ）、復成価格
【掲載頁】第１部Ｐ30

残存不具合率（ＦＣＩ）

Facilty Condition Index　：残存不具合率　略称＝ＦＣＩ
ＬＣＣを評価する見方の一つ。現在の老朽化度合に必要な建物の保全改修費（→
これまで施工しようとした保全改修費で予算の都合で延期されている分と今後５
年程度の間に施工が必要な保全改修費を合算した金額＝残存不具合額）を、現時
点で同じ建物を建てると仮定した場合の価格（＝復成価格）で割った率のこと。
残存不具合率：ＦＣＩ（％）＝残存不具合額÷復成価格×１００
ＦＣＩはファシリティマネジメント（ＦＭ）が生まれたアメリカで開発された評
価法で、ＦＣＩが５％以下の場合は良好な状態、５％から１０％までの場合は注
意を要する状況、１０％以上の場合は悪い状態と言われている。
【掲載頁】第１部Ｐ30

事後保全
建物の保全管理の方法で、建物や設備の劣化や損傷が確認された時点で改修する
保全方法で、公共施設の多くはこの方法で管理されている。→予防保全
【掲載頁】第１部Ｐ27

市債

道路や公共施設などの建設または財源の調達に必要な資金を国や金融機関などか
ら借入れるもので、「地方債」、「起債」とも言う。道路や公共施設などは長期
間利用するため、その受益が将来に及ぶことから、世代間公平の観点も踏まえ、
複数年にわたって償還（返済）し、次世代の市民にも応分の負担を求めるもので
ある。なお、西尾市の平成24年度末現在の市債残高は約764億円（全会計）
で、市民一人あたり約45万円である。
【掲載頁】第１部Ｐ49

資産運⽤

基本計画では、公共施設再配置によるマネジメントの一元化施策の一つとして
「公有財産を経営資産として捉えて、未・低利用財産は積極的に有償の賃貸、譲
渡を行い、施設更新費用に充当します」と示していることを指す。実施計画では
まちづくりにつながていく資産運用を官民連携で積極的に進めていくことにして
いる。
【掲載頁】第１部Ｐ40

▶  さ ⾏                             実施計画⽤語集
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施設維持管理マニュアル

建築の専門家ではない職員が建物の老朽化（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
できる。そのために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を指示した施設維
持管理マニュアルの作成を再配置プロジェクト08で予定している。
【掲載頁】第１部Ｐ41

施設維持コスト
施設に要するコスト（ファシリティコスト）の中で、施設の維持管理に必要な改
修、修繕から解体まで建物にかかるコストのことを指す。
【掲載頁】第１部Ｐ25

施設運営コスト
施設に要するコスト（ファシリティコスト）の中で、施設での事業を運営するた
めに必要な光熱水費や人件費などのコストのことを指す。
【掲載頁】第１部Ｐ25

実施計画 実施計画では西尾市公共施設再配置実施計画2014→2018のことを指す。
【掲載頁】第１部Ｐ1

実施⽅針 ＰＦＩ事業における特定事業の選定、民間事業者の選定等に関する方針。
【掲載頁】第3部Ｐ137

指定管理者
指定管理者とは、指定管理者制度（次項目参照）において、市が公の施設の管理
を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。
【掲載頁】第2部Ｐ24

指定管理者制度

文化施設、体育施設、公園、社会福祉施設などの「公の施設」の管理運営につい
ては、これまで市が直接管理する場合以外は、公共的な団体だけにしか委託する
ことができなかったが、平成15年の地方自治法の一部改正により、「指定管理
者制度」が導入され、民間の事業者、NPO法人などを含めた広い範囲の団体から
公募し、事業計画や収支計画などの提案内容から判断して、施設の管理者を決め
ていくことができるようになった。これにより、民間事業者の効果的・効率的な
手法を「公の施設」にも活用し、経費削減や利用者に対するサービスの向上など
が期待されている。官民連携手法の一つである。
【掲載頁】第１部Ｐ48

市⺠協働
市民、町内会、ボランティア団体、NPO、事業者、企業などの主体が、市（行
政）と対等の立場で連携の上、協力、協調して、さまざまな公共サービスやまち
づくり活動に取り組むこと。→官民連携　補完性の原理
【掲載頁】第１部Ｐ12

市⺠検討会
再配置プロジェクト01・02・03の年次計画で示している市民検討会とは、民
間事業者を公募・選考後に、民間事業者の提案内容やスケジュールなどについて
市民と検討を行うものと位置づけている。
【掲載頁】第2部Ｐ18

市⺠説明会
再配置プロジェクト01・02・03の年次計画で示している市民説明会とは、民
間事業者を公募する前までに市民へ実施計画の概要や再配置プロジェクトの内容
について説明し、市民のニーズや意見を集約していくものと位置づけている。
【掲載頁】第1部Ｐ19

社会教育施設

社会教育施設には、社会教育法によって定められている公民館（西尾市では「ふ
れあいセンター」も含める）、図書館、博物館に加えて、社会教育行政の管轄下
にある施設が含まれる。社会教育とは「学校の教育課程として行われる教育活動
を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及び
レクリエーションの活動を含む）」と社会教育法（第2条）で規定している。社
会教育施設は基本計画で生涯学習施設の小分類として取り扱われているが、図書
館、文化会館、資料館などは文化施設として小分類されている。
【掲載頁】第1部Ｐ3

社会体育施設

社会教育法第２条の「体育及びレクリエーションの活動」を具体的に推進するた
めの法律として制定されたスポーツ振興法で、その整備が努力義務として明示さ
れている「体育館、水泳プールその他政令で定めるスポーツ施設」を社会教育推
進のためのスポーツ施設として社会体育施設と呼び、社会教育施設を構成するも
のとして扱われている。なお、基本計画では、スポーツ・レクリエーション施設
として分類している。
【掲載頁】第2部Ｐ4

住宅セーフティネット
高齢者の生活に適した住宅が十分に供給されていない、幼い子どものいる世帯が
賃貸住宅への入居を拒否されるといった、住宅市場の中で自力で住宅を確保する
ことが困難なかたがそれぞれの状況に応じた住宅を確保できるような、様々な仕
組みのこと。
【掲載頁】第２部Ｐ29
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重量鉄⾻造
建物の構造の一種で、重量鉄骨造と軽量鉄骨造に分類され、鋼材の厚さが6mm
以上のもので建築されているものを重量鉄骨造、6mm未満のもので建築されて
いるものを軽量鉄骨造という。一般的に鉄骨造というと重量鉄骨造を指す。→軽
量鉄骨造
【掲載頁】第１部Ｐ26

受益者負担の適正化

基本計画では公共施設のマネジメントの一元化で広がる公共施設再配置のさまざ
まな取組みの一つとして公共施設の利用者負担の見直しを示している。ここで
は、公共施設によって利用者負担額の設定が異なり、同一敷地内において有料と
無料の施設が立地するような格差が生じているため、受益者負担の適正化を目的
に、統一的な積算方法を検討した上で、公共施設の利用者負担額の公平性が図ら
れるように料金体系を見直す、としている。
【掲載頁】第1部Ｐ14

⼩中⼀貫施設
これは寺津小学校と寺津中学校が渡り廊下で接続され、敷地と施設が一体的に利
用できる環境で立地していることを表している用語で、小中一貫教育を行ってい
る小中一貫校の意味ではない。
【掲載頁】第2部Ｐ54

新公共空間
これは再配置プロジェクト02・一色地区の新公共空間創造事業で使用している
言葉で、官民連携によって公共施設群を包括的に運営管理することにより、利便
性の高さなど新たな価値の創造が期待される公共空間のことを意味している。
【掲載頁】第1部Ｐ42

スクラップ＆ビルド

Scrap and Build : 統廃合　略称Ｓ＆Ｂ
基本計画で定める基本方針１・基本戦略１で「公共施設のスクラップ＆ビルドで
総量抑制」と示している考え。政策上、新たな公共施設の建設計画を実行しなけ
ればならないとき、保有総量を増やさないため、新設予定の公共施設と既存の公
共施設の廃止することを条件に、新設を行う。つまり、一つの施設を廃止（スク
ラップ）して、一つの施設を建設（ビルド）することで、保有総量の抑制を図っ
ていくという経営戦略を意味する。
【掲載頁】第1部Ｐ12

スケルトン
Skeleton：直訳すると「骨組み、骨格」
→構造体（スケルトン）、スケルトン・インフィル方式、インフィル
【掲載頁】第1部Ｐ44

スケルトン・インフィル⽅
式

Skeleton-Infill　略称：Ｓ・Ｉ
建物の骨組みで容易に変更ができない部分をスケルトン（構造体）、定期的に更
新する装備部分をインフィル（内装・設備等）と言う。外部のスケルトン部分は
長持ちするしっかりとしたものに、内部のインフィル部分は将来的な変更が簡単
にできるようにつくるスケルトン・インフィル方式は建物の長寿命化には欠かせ
ない設計思想である。なお、基本計画では公共施設の設計仕様として本方式の採
用を検討することを示している。
【掲載頁】第1部Ｐ13

性能発注

市（発注者）が求める性能（サービス水準）を明らかにし、事業者が性能を満た
していれば細かな手法は問わない発注方式のこと。ＰＦＩ事業については、仕様
発注方式（発注者が施設の構造、資材、施工方法等について、詳細な仕様を決
め、設計書等によって民間事業者に発注する方式）よりも性能発注方式の方がＰ
ＦＩ法の主旨である「民間の創意工夫の発揮」が実現しやすくなる。
【掲載頁】第1部Ｐ23

先導的官⺠連携⽀援事業

国土交通省が平成23年度から、新たなＰＰＰ/ＰＦＩ制度の構築を図るため、先
導的な官民連携事業の事例となる案件の導入検討に要する地方公共団体等の調査
委託費への助成を行う制度のこと。補助金１件当たりの上限は2,000万円で補助
率は10分の10。西尾市は平成25年度第１次募集に応募して採択された。→
サービスプロバイダ方式のＰＦＩ
【掲載頁】第1部Ｐ23

前例主義
従来行われてきた物事を重視して、それに厳密に従うこと。官公庁や大企業など
巨大組織が陥りやすい「病気」
【掲載頁】第2部Ｐ23

耐震補強⼯事

昭和56年5月31日以前に建築された建物で、現行の耐震基準（新耐震基準）に
適合しない建物について、すじかいを入れる、屋根を軽くするなど、現行基準に
適合するように補強や改修工事を行うこと。→建築基準法施行令（新耐震基準）
改正、耐震性、Ｉｓ値（構造耐震指標）
【掲載頁】第1部Ｐ22
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耐震性
建物が地震に耐えるための性能のこと。
実施計画では、新耐震基準の適合性あるいはＩｓ値（構造耐震指標）を基準に耐
震性の有無を示している。→建築基準法施行令（新耐震基準）改正、Ｉｓ値（構
造耐震指標）
【掲載頁】第1部Ｐ21

第7次⻄尾市総合計画

平成25年度から34年度までを計画期間とする第7次西尾市総合計画は市民と行
政が西尾の未来の姿を共有し、その実現に向けて総合的かつ計画的な行財政運営
を図るための指針となるもので、市の 上位計画である。市の財政状況を踏まえ
た向こう３か年の実施計画を策定し、ローリング方式（計画実行⇒分析・評価⇒
計画修正）で毎年見直しを行う。
【掲載頁】第1部Ｐ15

多機能化

公共施設の多機能化とは、一つの建物の中に複数の異なる機能などを持たせるこ
とで、複合化とも言う。多機能化の長所には、施設間の相乗効果を生み出すこ
と、施設のランニングコストの軽減を図ること、公共施設の総量を圧縮すること
ができることがある。→多目的化　複合化　複合施設
【掲載頁】第1部Ｐ6

縦割主義
ピラミッド構造をしている行政組織、国では各省庁、自治体では各部局と上下の
縦関係に厳しく、組織を横断する関係が薄いことを表す言葉。縦割主義には専門
性を高められるという長所もあるが、効率性、合理性とした観点からは問題点も
少なくない。縦割行政やセクショナリズム（縄張主義）とも言う。
【掲載頁】第1部Ｐ10

多⽬的化 建物の多機能化とほぼ同じ意味。→多機能化
【掲載頁】第1部Ｐ8

多⽬的新⽣涯学習施設

再配置プロジェクト01・吉良地区の多目的新生涯学習施設整備事業で、わくわ
く感いっぱいの市民交流の場を創造するため、３つの公共施設を集約し２つの機
能（体育館・公民館）を複合した新施設の名称のこと。→きら市民交流センター
（仮称）
【掲載頁】第1部P42

単独調理校⽅式
小学校・中学校の給食を学校の給食室で調理する方式。西尾市では旧西尾市のす
べての小学校・中学校・保育園がこの方式である。
【掲載頁】第2部P50

地域交流センター

公共施設再配置モデル事業として多機能化が図られた一色町ホールが平成26年
度から一色地域交流センターとして再スタートをきる。地域交流センターとは、
地域の活性化や教育、文化活動の振興を図り、市民の交流の拠点となる施設で、
一色地域交流センターの場合は、社会教育法で定められた公民館の用途を変更す
ることにより、だれでも利用ができる施設となり、従来の公民館の利用に加え、
コンサートや物品の販売、展示等幅広く利用できる施設になった。
【掲載頁】第2部P25

地域包括⽀援センター
地域包括支援センターは、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生活できるよう
に介護・福祉・医療・健康などさまざまな面から支援する拠点として西尾市が設
置している機関で、介護予防支援をはじめとする各種相談を無料で受けている。
市内には７つのセンターがある。
【掲載頁】第2部P24

地球温暖化
地球環境問題の一つで、温室効果ガスと呼ばれる大気中のＣＯ２（二酸化炭素）
やメタンなどの増大が地球を温暖化し、自然の生態系などに悪影響を及ぼすこと
【掲載頁】第1部P27

地区集会施設（地域密着型
施設）

特定地域の住民が地域的な共同活動のために利用する建物のこと。基本計画で
は、利用者が特定地域住民の地域密着型施設については、市民協働の観点から地
域への譲渡の可能性について検討するとしているため、再配置プロジェクト06
では地域譲渡を計画した。
【掲載頁】第1部P27

中⻑期保全計画

建物の一生の間には、安全・安心に使用するため、その機能を維持したり、時代
に合わせた機能を提供したりするためにさまざまな修繕や（取替）更新が必要と
なり、そのための費用も発生する。中長期保全計画は建物や設備に対するこうし
た大規模修繕や更新についての計画を５年から３０年までの期間でまとめたもの
でファシリティマネジメント推進に必要な計画である。→ファシリティマネジメ
ント（ＦＭ）
【掲載頁】第2部P56

⻑寿命化

建物の構造体（スケルトン）の劣化が進まないように、計画的に修繕すること
で、長く大切に使用すること。公共施設はこれまで法定耐用年数を目処に建替更
新することが一般的だったが、公共施設一斉更新問題の対策の一つとして物理的
（構造的）耐用年数（建物を支える構造体が性能を有している年数）まで使用す
ること（＝長寿命化）が必要とされている。実施計画では、鉄筋コンクリート造
や鉄骨造の建物の目標耐用年数を 長80年とすることを西尾市の考え方として
示した。→構造体（スケルトン）、法定耐用年数、公共施設一斉更新問題、物理
的（構造的）耐用年数、目標耐用年数
【掲載頁】第1部Ｐ5

重複施設

同一の機能または類似した機能を有する施設が複数存在する施設のこと。西尾市
では、合併前の1市3町がそれぞれ社会福祉施設や生涯学習施設などを保有して
いたため、合併後は、同一機能または類似機能の重複施設を複数保有することに
なった。
【掲載頁】第1部Ｐ7
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陳腐化（ちんぷか）
建物や設備などのそれぞれの機能や性能が、経年により機能・性能の古さ、部品
の調達不能、保全費用の高騰などによって使用に耐えられなくなる状態のこと。
【掲載頁】第1部Ｐ43

デイサービス
介護を必要とする人が、昼間の一定時間、専門の福祉施設に通い、入浴、排泄、
食事などの日常生活の介助や機能訓練などのサービスを受けること。
【掲載頁】第2部P23

定住促進

第７次西尾市総合計画（第１編序論 Ⅵ西尾市のまちづくりの課題）では、少子高
齢化への対応として「若い世代が安心して子どもを産み育てられるよう、若い世
代への定住促進や子育て支援施策などにも取り組んでいくことが必要」と示して
いる。都市計画マスタープラン（第３章全体構想・都市づくりの基本理念）で
は、「社会の動きに対応した、定住しやすい快適で魅力ある居住環境の整備」を
掲げ、誰もが快適に暮らせる都市づくりのためには「快適な生活を支える都市空
間の質的向上・充足を図り、移動の円滑さの確保や身近な生活圏で暮らしを支え
る買い物や行政・福祉サービスなどを受けることができる居住環境の確保を目指
します。さらに、中心市街地や支所、鉄道駅周辺などを拠点とした公共施設の再
配置、公益施設の適正な配置を目指します」と示している。
【掲載頁】第2部P21

定性的
公共施設再配置による効果について、数値データではなく、再配置手法の種類に
よって期待される施設機能の質的な向上を表した言葉として使用。⇔定量的
【掲載頁】第2部P16

定量的
公共施設再配置による効果について、数値データによって量的に説明することを
表した言葉として使用。⇔定性的
【掲載頁】第2部P19

データベース
特定のテーマに沿ったデータを集めて管理し、容易に検索・抽出などの再利用を
できるようにしたもの。 ここでは公共施設の現状データを網羅した公共施設白書
の基礎資料である公共施設概要調書のことを指す。
【掲載頁】第1部P17

適応性
実施計画では建物の適応性、つまり、何にでも適応可能な、変わらない部分の融
通性の意味で使用している言葉。建物の可変性とともに適応性が高ければリ
フォームをはじめとするさまざまな建物の再生手法を駆使することができる。→
可変性
【掲載頁】第１部Ｐ44

特別⽬的会社（ＳＰＣ）

Special Purpose Company：特別目的会社　略称：ＳＰＣ
ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。ＰＦＩでは、公募提案
する共同企業体（コンソーシアム）が、新会社として特別目的会社を設立して、
建設・運営・管理にあたることが多い。
【掲載頁】第1部P23

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランは、住民参加のもとに市町村自らが都市づくりの将来ビ
ジョンを確立し、都市像や都市目標を実現するために土地利用や都市施設の方針
などを明らかにする計画で、都市づくりの長期的・総合的な指針としての役割を
果たすもの。本市では、都市計画マスタープランを平成26年3月に策定し、計画
達成の目標年次を平成36年としている。
【掲載頁】第1部P15

⼟地改良事業
農業の生産性向上や農業構造の改善を目的とした、農用地や農業用水路、農道な
どの農業生産基盤の整備を行うこと。区画整理事業、農地造成事業や用排水施設
整備補修等事業のほか、農用地の改良または保全のために必要な事業を含む。
【掲載頁】第2部P88

⻄尾市⼸道連盟
西尾市弓道連盟は、弓道の愛好者が集まり昭和30年４月設立されたもので、西
尾市体育協会の加盟団体である。平成26年1月現在の会員数は、２０７名（大人
９０名・中学生１１７名）となっている。
【掲載頁】第2部P75

⻄尾市⾏財政改⾰推進委員
西尾市行財政改革推進委員は、行財政改革の取組みに対して、市民の意見を反映

するために平成23年度に設置された「西尾市行財政改革推進委員会」のメン

バーのことで、１５名の市民で構成されている。
【掲載頁】第1部P16

⻄尾市⾏政評価委員会

西尾市行政評価委員会は市政の公平性や信頼性を高め、開かれた市政の推進を図
ることを目的に、市へ寄せられた苦情に対する市の処理に不満が残る事柄につい
て、市民などの申し立てに基づき、公正中立の立場で調査を行い、市に間違いが
あればそれを正しく直すように、申立人に代わり市に対して意見を述べる役割を
持つ組織で、平成７年度に設置された。また行財政改革の監視・調査・公表につ
いての評価、市政全般についての発意などの役割も持つ。
【掲載頁】第2部P68
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⻄尾市公共施設再配置Ｅモ
ニター（Ｅモニター）

電子メールを通じて公共施設再配置の取組みに対する意見等を伺うため、広報紙
や市ホームページで平成24年度に公募した市民７名（25年度は５名）で構成さ
れる再配置のための市民モニター制度のこと。再配置ＷＧとともに実施計画策定
の中心として全10回にわたり意見をいただいた。
【掲載頁】第1部P16

⻄尾市公共施設再配置基⾦
（仮称）

建物の統廃合や長寿命化など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。再配置プロジェクト08では、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。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ある。
【掲載頁】第2部P113

⻄尾市公共施設再配置基本
計画

西尾市がファシリティマネジメントと呼ばれる民間企業の経営的視点に基づく公
共施設の新たなマネジメント方針として平成23年度に策定した。基本計画で
は、西尾市が公共施設のあり方を見直して再配置を進めていく５つの理由につい
て説明し、公共施設をこれからマネジメントしていくための基本的な考え方とし
て、３つの基本理念と３つの基本方針を定めている。
【掲載頁】第１部P1

⻄尾市公共施設再配置検討
ワーキンググループ
（再配置ＷＧ）

基本計画で定めた基本方針３「市民と共に公共施設再配置を推進する」ことを実
現するため、行政が提案した再配置方針案に対して市民の皆さんの生の声を伺う
ことを目的に、西尾市行財政改革推進委員から７名、学識経験者（名古屋大学大
学院准教授）のアドバイザー１名、愛知県職員のオブザーバー１名で構成された
組織。平成24年度から2年間、施設見学も含めて全12回開催され、実施計画の
策定の中心として活動した。
【掲載頁】第１部P16

⻄尾市公共施設再配置実施
計画2014→2018

基本計画の再配置行程表（ロードマップ）に基づき、西尾市が平成２６年度から
３０年度までの５年間に着手する８つの再配置プロジェクトなどをまとめたアク
ションプランのことで、平成２５年度に策定した。
【掲載頁】第１部P1

⻄尾市資産経営戦略会議
（仮称）

再配置プロジェクト08で示した再配置戦略の迅速な実行のための推進体制。再
配置プランをスピーディに実行していくため、市長をトップとした「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っていく。
【掲載頁】第2部P113

⻄尾市社会福祉協議会

社会福祉法に基づく民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的
としない民間組織で昭和43年に社会福祉法人となった。ここでは、住民の福祉
活動の場づくり、仲間づくりなどの支援や、社会福祉に係わるさまざまな組織・
団体と連携をとりながら活動をすすめるとともに民間性を発揮した福祉サービス

の企画と実施に努めている。
【掲載頁】第2部P24

⻄尾市シルバー⼈材セン
ター

公益社団法人 西尾市シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定に関す
る法律」に基づき、国、県、市から支援を受けて運営されている団体で、市内在
住の60才以上の働く意欲を持った健康な方を構成員としている。平成25年8月
末日現在で会員数は1,076名。ここでは、一般家庭、事業所、官公庁等からの仕
事を請け負い、会員の希望と能力に応じた仕事を提供することにより、高齢者自
身の生きがいと健康づくりをすすめ、活力ある地域社会をつくりだすことを目的
として活動している。
【掲載頁】第2部P5

⻄尾市体育協会
西尾市体育協会は、各種スポーツの愛好者により種目別ごとに組織された団体が
集まり、昭和３２年９月に設立された団体で、西尾市陸上競技連盟をはじめ２１

団体が加盟している。
【掲載頁】第2部P75

⻄尾市地域防災計画
災害対策基本法第42条の規定に基づき、西尾市の防災のための業務を定めた計
画で、地震災害対策編・風水害等災害対策編・資料編で構成されている。
【掲載頁】第2部P10

⽇本建築学会
明治19（1886）年に創立された　一般社団法人　日本建築学会は、会員相互
の協力によって、建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達をはかることを目的
とする学術団体で、わが国建築界においてつねに主導的な役割を果たしてきた。

【掲載頁】第1部P26

延床⾯積 建物の壁に囲まれた各階の床面積の合計のこと。
【掲載頁】第1部P2
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ハコモノ⾏政
これは、国や地方自治体が建設した公共施設などが、その計画や運用の失敗のた
め、施設が有効利用されないばかりか維持管理コストが財政に悪影響を及ぼす非
効率で無駄な公共事業を批判するときによく使われる言葉。
【掲載頁】第1部P11

パブリックコメント

Public comment : 意見公募手続  意見提出制度
市の基本的な政策等の策定に当たり、案の段階で当該政策等の趣旨、内容等を広
く公表（=パブリック）し、市民等からその政策等 に対する意見及び情報の提出
（=コメント）を受け、その提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考
え方を公表するとともに、意見等を考慮し実施機関の意思決定を行うもの。
【掲載頁】第１部P2

バリアフリー

Barrier free
多様な人々が施設の環境が原因となって施設を使うことができない障害を取り除
いて、環境を整備するということ。健常者と障害者が社会生活を共にするのが正
常であるとしたノーマライゼーションの考え方が基本となっており、具体的には
段差のない出入口や通路、手すりの取付、車いす利用者のための通路幅やトイレ
の設置、エスカレーター、エレベータの設置などがある。障害のある人に対する
バリアを取り除くというバリアフリーに対して、障害のある人や高齢者のために
特別にデザインするのではなく、 初からすべての人に使いやすい建物とする考
え方がユニバーサルデザイン（Universal Design）。
【掲載頁】第2部P24

ファシリティコスト

Facility cost
ここでは、公共施設の維持・運用・管理に直接または間接に要する費用の意味で
使用している。公共施設白書ではファシリテコストを施設維持コストと施設運営
コストに区分して掲載している。→施設維持コスト　施設運営コスト
【掲載頁】第2部P2

ファシリティマネジメント
（ＦＭ）

Facility management　略称：ＦＭ
企業、団体などが持つ業務用不動産及びその環境（＝ファシリティ）を組織活動
にとって 適な状態で保有、運営、維持、活用するための総合的な管理手法（＝
マネジメント）で、米国で生まれた経営手法。自治体などの公的機関で取組むＦ
Ｍを「公共ＦＭ」と言う。→公共ＦＭ　アセットマネジメント
【掲載頁】第１部Ｐ1

複合化 建物の多機能化とほぼ同じ意味。→多機能化
【掲載頁】第1部Ｐ8

複合施設 一つの建物の中に複数の異なる機能などを持つ施設のこと。→多機能化
【掲載頁】第2部Ｐ16

復成価格
ＬＣＣを評価する見方の一つである残存不具合率（ＦＣＩ）を算定するときに使
用する値で、現時点で同じ建物を建てると仮定した場合の価格のこと。→残存不
具合率（ＦＣＩ）
【掲載頁】第１部Ｐ30

負担者市⺠

根本祐二東洋大学経済学部教授が新しい公共施設マネジメントの必要性を説明す
るときに使用する市民区分の一つ。公共施設のあり方を見直すときには利用者
（利用者市民）の声だけでなく、施設を利用していない市民、つまり税金で施設
維持管理費を負担している負担者市民の声に耳を傾けなければ不公平である、と
している。
【掲載頁】第１部Ｐ18

普通財産

地方自治体が所有する動産、不動産などは「公有財産」と呼ばれ、「行政財産」
と「普通財産」に区分される。行政財産は地方自治体が行政目的で用いる財産の
ことで、市役所や消防署など自治体が事務事業を行うために直接利用する「公用
財産」と、学校、公民館、市営住宅、公園、道路など住民が一般的に共同利用す
る「公共用財産（公の施設）」の２つに区分され、原則として、貸付、売却、譲
与、出資目的の信託、私権の設定などが禁止されている。なお、行政目的で用い
ていない一般の財産を普通財産と称す。→普通財産、公有財産
【掲載頁】第3部P42

普通品質

○鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の普通品質
建築物の構造体として一般的に使用するコンクリートのこと。
○コンクリートブロック造の普通品質
建築用のコンクリートブロックは、３種類に分類され、一番強度の高いものを普
通コンクリートブロック（C種）として普通品質に分類される。
【掲載頁】第１部Ｐ26

▶  は ⾏                                 実施計画⽤語集
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物理的（構造的）耐⽤年数
建物の骨組みで容易に変更ができない構造体（スケルトン）が物理的あるいは化
学的要因により劣化し、要求される限界性能を迎えるまでの残りの年数。建物の

も正確な「寿命」と言える。→法定耐用年数　目標耐用年数
【掲載頁】第１部Ｐ21

ブルーシー・アンド・グリーンラン
ド財団（Ｂ＆Ｇ財団）

→Ｂ＆Ｇ財団
【掲載頁】第2部Ｐ47

フルセット配置
ここでは、合併前の各市町村が、住民の福祉増進のため、学校教育施設、生涯学
習施設、福祉施設など、各地域で同じ目的の公共施設を建設、配置してきたこと
を意味する言葉として使用している。
【掲載頁】第1部Ｐ7

フルセット主義 →フルセット配置と同じ意味
【掲載頁】第1部Ｐ10

プレキャストコンクリート
⼯法

Precast concrete
プレキャストコンクリートとは、現場で組立・設置を行うために、工場などであ
らかじめ製造されたコンクリート製品で、これを用いた工法のこと。プレコンあ
るいは単にプレキャストと略して呼ぶこともある。
【掲載頁】第1部Ｐ26

プロジェクトファイナンス

Project finance
プロジェクトファイナンスとは、事業者が借り入れを行う際に、事業から発生す
る収益と、事業の持つ資産が担保となる資金調達の仕組み。資金調達の際の担保
は、コーポレートファイナンスとは異なり、事業者の持つ資産を担保としたり、
債務全額の返済責任を負わない。この事を「ノンリコース（不遡及）ファイナン
ス」という。一方、コーポレートファイナンスでは、事業のリスクを親会社が全
面に負っているため「フルリコース（全面遡及）」と呼ばれる。→ＰＦＩ、ＳＰ
Ｃ（特別目的会社）、コーポレートファイナンス、ノンリコース
【掲載頁】第3部Ｐ136

プロポーザル・デザイン・
ビルド

Proposal design build ：提案（プロポーザル）・設計（デザイン）・施工（ビ
ルド）一括発注方式　略称：PDB方式
再配置プロジェクト08で検討している官民連携方式で、企画提案から設計・施
工までを総合的にマネジメントする方式。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、より効果的で性能・品質を兼ね備えた価値ある業務
や建物の実現が可能になる。
【掲載頁】第2部Ｐ109

ベンチマーキング

Benchmarking
ベンチマーキングとは「自己革新を目的とし、高い革新成果を達成している他社
のやり方を学び、自己の革新を 高水準に高める方法を考え出すこと」である。
ベンチマーキングは、1970年代後半、アメリカ企業が導入した手法である。こ
こでは、外部の組織が実践している 良のＦＭに学んで自己改革をすること、同
一条件下にある同種・同規模の施設同士の単位コスト（１㎡当たりの光熱水費、
１人当たりの光熱水費）や利用状況を比較することで 良の指標（＝ベンチマー
ク：水準点）を目標値とすることを意味している。
【掲載頁】第1部Ｐ35

包括的⺠間委託

官民連携手法の一つとして、性能発注方式に基づく複数年契約の民間委託を行う
こと。性能発注方式に基づく民間委託とは、民間事業者が発注者が求める一定の
性能（パフォーマンス）を発揮することができるのであれば、業務の詳細等につ
いては民間事業者の自由裁量に任せるという考え方。包括的民間委託によりコス
ト削減とサービスの質の向上が期待される。
【掲載頁】第1部Ｐ47

包括マネジメント

再配置プロジェクト02で一色地区の公共施設群をまとめて維持管理する事業と
再配置プロジェクト08で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事業を「包括マネジメント」と呼
称している。
【掲載頁】第1部Ｐ48

法定耐⽤年数
建物またはその一部が使用に耐えられなくなるまでの年数を「耐用年数」と言
い、固定資産の減価償却費を算出するために税法で定められた耐用年数を法定耐
用年数と言う。日本の公共事業ではこれを建替更新の目安にすることが多い。
【掲載頁】第1部Ｐ5
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ポートフォリオ

Portfolio : イタリア語で「書類入れ」のこと。
基本計画では公共施設存続判定ツールとして、公共施設が持つ価値を２つの指標
を使って、それぞれ３段階に分類して優先度の高いものを抽出する分類評価方法
として説明している。再配置プロジェクト05・弓道場機能集約化事業ではポー
トフォリオによって各弓道場の存続について分類評価している。
【掲載頁】第2部Ｐ9

補完性の原理
地域住民（自分）でできることは地域住民（自分）が担い（自助）、地域住民が
できないことは町内会、ＮＰＯ、企業など地域社会を構成するみんなで担い（共
助）、それでもできないことは市町村・県・国が担う（公助）という住民主体の
自治システムのこと。
【掲載頁】第1部Ｐ11

マネジメント

Manegement:管理
ここではビジネス用語として、さまざまな資源や資産・リスクなどを管理し、経
営上の効果を 適化しようとする手法のことで使用している。マネジメントは一
般に「管理」と訳されるが、経営管理論から、「評価・分析・選択・改善・回
避・統合・計画・調整・指揮・統制・組織化」などさまざまな要素を含んでお
り、これらを総合した概念をマネジメントだと考えた方が理解しやすい。
【掲載頁】第1部Ｐ1

マネジメントサイクル
Management cycle
マネジメントサイクルとは、仕事をどのような過程で回す事が効率よく業務を行
えるようになるかという理論のこと。Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・
Act(改善)の頭文字を取ったPDCAサイクルが有名。→PDCAサイクル
【掲載頁】第2部Ｐ33

⽬標耐⽤年数 使用者が建物の目的や用途に合わせて設定する耐用年数のこと
【掲載頁】第1部Ｐ21

モニタリング（性能評価）

Monitoring：監視
官と民が協働して事業を行う官民連携手法の一つであるＰＦＩ事業では、市（発
注者）の要求水準（性能発注）に対する民間提案に対して、そして、契約期間中
の事業内容とその成果に対しての性能を監視し、評価すること。
【掲載頁】第1部Ｐ47

要求⽔準
ＰＦＩ事業で民間事業者を公募する場合に提示する民間事業者に対して求める条
件や内容を明記したもの。
【掲載頁】第3部Ｐ137

⽤途地域

都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることなどを目的とした都市計画法（第８
条）で、住居，商業，工業など、市街地の土地利用について定めたもので、第一
種低層住居専用地域など12種類にわけられている。。用途地域が指定されると、建
築できる建物の種類（用途）や容積率（延床面積の敷地面積に対する割合）、建
ぺい率（建築面積の敷地面積に対する割合）、高さなどが決められる。
【掲載頁】第2部Ｐ31

⽤途変更 →コンバージョン
【掲載頁】第1部Ｐ6

予防保全
建物を長寿命化するための保全管理の方法で、建物及び設備の異状の有無や兆候
を事前に把握・予測することで計画的に修繕を行い、故障による停止や事故を防
ぎ、建築物の部材を適切に保全する方法のこと。
【掲載頁】第1部Ｐ6

▶  ま ⾏                                 実施計画⽤語集

▶  や ⾏                                 実施計画⽤語集
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ライフサイクルコスト
（ＬＣＣ）

Life Cycle Cost　略語：ＬＣＣ
建物の一生に必要な費用のことで、建物の設計・建設費などの初期投資（イニ
シャルコスト）、施設での事業を運営するために必要なコスト（施設運営コス
ト）、施設の維持管理に必要な改修から解体まで建物にかかるコスト（施設維持
コスト）となる。
【掲載頁】第1部Ｐ15

ライフサイクル⼆酸化炭素
（ＬＣＣＯ２）

建設資材の生産から建設（工事）、運営維持、廃棄（解体）に至るまでの建設活
動におけるＣＯ２（二酸化炭素）の排出量をＬＣＣＯ２（ライフサイクル二酸化
炭素）と言う。日本の産業全
体のＣＯ２排出量の約４３％がＬＣＣＯ２と推定
【掲載頁】第1部Ｐ30

ランニングコスト

Running cost : 維持管理運営費用
ここでは、施設での事業を運営するために必要なコスト（施設運営コスト）と施
設の維持管理に必要な改修から解体まで建物にかかるコスト（施設維持コスト）
のことを言う→イニシャルコスト
【掲載頁】第1部Ｐ13

リスクマネジメント

Risk management：リスク（危機）を組織的にマネジメント（管理）し、損失
などの回避または低減をはかるプロセスのこと。基本計画では、公共施設再配置
を緊急突発的な財政悪化に陥ったときのリスク（危機）をコントロール（管理）
できるマネジメント（戦略）として取組む継続的なリスクマネジメントとしてい
る。
【掲載頁】第1部Ｐ2

リニューアル

Renewal
リニューアルは、リノベーションとほぼ同じ意味を持つ言葉。ただし、リノベー
ションは比較的改修範囲が大規模で、性能・機能向上を図るものを指すのに対し
て、リニューアルはリフォームのような一般的な修繕、改修からリノベーション
までの幅広い修繕・改修までを含んだもの。→リノベーション、リフォーム
【掲載頁】第1部Ｐ43

リノベーション

Renovation
リノベーションとは完成から時間が経過した建物を現在および将来の使用に耐え
うるように修繕・改修すること。建物は完成してから時間が経過すると、性能・
機能が低下する現象（経年劣化）、法令の改正や技術の向上などによって新築時
の水準が適合できなくなった現象（陳腐化）、資産価値の低下などが生じ、こう
した建物の当初の性能が低下したことに新たな付加価値を再生することがリノ
ベーション。
【掲載頁】第1部Ｐ43

リファイニング建築

Refining 建築
リファイニング建築とは、老朽化した建物のスケルトン（構造体）を活かしなが
ら、大胆なデザイン転換やリノベーション、コンバージョンなどにより、まった
く新しい建物として蘇らせる建物の再生手法のこと。首都大学東京の青木茂教授
が提唱、実践している。
【掲載頁】第1部Ｐ43

リフォーム
Reform
リフォームは老朽化した建物を建築当初の性能に戻すことを言い、新たな付加価
値を再生するリノベーションより比較的に小規模な改修工事のこと。
【掲載頁】第1部Ｐ43

流域下⽔道関連環境整備事
業

県の流域下水道終末処理場（矢作川浄化センター）の事業の円滑な施行を図るた
め、施設からおおむね１Kmの範囲の道路、河川水路、公園緑地、集会場などの環
境整備に対する補助事業のこと。
【掲載頁】第2部Ｐ88

利⽤者市⺠

根本祐二東洋大学経済学部教授が新しい公共施設マネジメントの必要性を説明す
るときに使用する市民区分の一つ。公共施設のあり方を見直すときには利用者
（利用者市民）の声だけでなく、施設を利用していない市民、つまり税金で施設
維持管理費を負担している負担者市民の声に耳を傾けなければ不公平である、と
している。
【掲載頁】第１部Ｐ18

レーダチャート

Radar chart：クモの巣グラフ
複数の項目の大きさを一見して比較することのできるグラフのことで、各項目の
軸が中心から正多角形状に配置されているため、クモの巣グラフと呼ばれる。公
共施設白書2012の施設別データでは、６つの指標によるレーダチャートを図示
している。
【掲載頁】第１部Ｐ16

▶  ら ⾏                                  実施計画⽤語集
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Ｂ＆Ｇ財団
（ブルーシー・アンド・グ
リーンランド財団）

公益財団法人B&G財団は、モーターボート競走法制定20周年を記念して、主に
青少年の心身の健全育成と国民の健康づくりを目的に、昭和48年に設立され、
全国各地に地域海洋センター（艇庫・プール・体育館）を建設する「施設づく
り」を中心に、指導者づくりや組織づくり、海洋性レクリエーションの提供など
を進めてきた。その一環として昭和59年に一色Ｂ＆Ｇ海洋センターが旧一色町
に無償譲渡された。
【掲載頁】第2部Ｐ47

ＣＢ
（コンクリートブロック造）

Concrete block
ブロックコンクリートを四角な箱形に固めた建築材（コンクリートブロック）を
主な構造材料とした建物のこと。
【掲載頁】第1部Ｐ26

ＥＳＣＯ事業

ESCO＝Energy Service Company
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。西尾市
民病院では平成20年度からＥＳＣＯ事業を稼働させている。
【掲載頁】第2部Ｐ109

Ｅモニター →西尾市公共施設再配置Ｅモニター
【掲載頁】第１部Ｐ16

ＦＣＩ（残存不具合率） →残存不具合率（ＦＣＩ）
【掲載頁】第１部Ｐ30

Ｉｓ値（構造耐震指標）

Seismic Index of Structure　略語：Ｉｓ値
Ｉｓ値（構造耐震指標）とは、耐震診断により建物の耐震性を示す指標で、Is値
0.6以上は耐震性能を満たし大規模地震に対して倒壊または崩壊の危険性が低い
とされ、Is値0.3未満は倒壊または崩壊の危険性が高いとされている。文部科学
省では、学校施設については児童生徒の安全性や避難場所としての機能性を考慮
し、Is値0.7以上に補強するように求めている。→耐震性、耐震補強工事
【掲載頁】第2部Ｐ1

ＬＣＣ（ライフサイクルコス
ト）

→ライフサイクルコスト
【掲載頁】第１部Ｐ15

ＬＣＣＯ２（ライフサイクル⼆
酸化炭素）

→ライフサイクル二酸化炭素
【掲載頁】第１部Ｐ30

ＬＣＣ（ライフサイクルコス
ト）単価

ここでは、西尾市が保有する再配置対象施設を長寿命化した場合の50年間のＬ
ＣＣを総延床面積で割ったものを指している。具体的には次のとおり。
1,763億円÷137,143.31㎡＝321,379円／㎡
【掲載頁】第１部Ｐ33

ＮＰＯ

Nonprofit Organization：特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを目的として、県な
どの認証を受けて設立された法人のこと。「特定非営利活動」とは、（１）法が
定める20種類の分野に当てはまるものであって、（２）不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的とする活動のこと。ＮＰＯ法人とも呼ばれる
【掲載頁】第１部Ｐ11

ＰＤＣＡサイクル

ＰＤＣＡ→Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)
マネジメントサイクルの一つであるＰＤＣＡサイクルとは、計画（Ｐｌａｎ)を、
実行（Ｄｏ）し、評価（Ｃｈｅｃｋ）して、改善（Ａｃｔ）に結びつけ、その結
果を次の計画に活かすプロセスのこと。ＰＤＣＡサイクルの考え方は、民間企業
が製品の品質向上や、経費削減などを検討する際に広く用いられてきた。このよ
うに、計画から改善までのプロセスを継続することによって、より良い成果を上
げることが期待できると言われる。基本計画では、再配置の取組みをＰＤＣＡサ
イクルで管理するとしている。→マネジメントサイクル
【掲載頁】第１部Ｐ19

ＰＦＩ

Private Finance Initiativeの略。
直訳すれば公共サービスの「民間資金主導型の手法」。公共施設などの設計、建
設、維持管理・運営などに民間の資金とノウハウ（経営能力および技術的能力）
を活用し、効率的かつ効果的な公共サービスを利用者に提供することを目的とし
た官民連携手法。
【掲載頁】第１部Ｐ16

▶  アルファベット順                            実施計画⽤語集
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ＰＦＩ

Private Finance Initiativeの略。
直訳すれば公共サービスの「民間資金主導型の手法」。公共施設などの設計、建
設、維持管理・運営などに民間の資金とノウハウ（経営能力および技術的能力）
を活用し、効率的かつ効果的な公共サービスを利用者に提供することを目的とし
た官民連携手法。
【掲載頁】第１部Ｐ16

ＰＰＰ →官民連携
【掲載頁】第１部Ｐ12

Ｓ（鉄⾻造）
Steel
鉄骨を主な構造材料とした建物のこと。
→軽量鉄骨造、重量鉄骨造
【掲載頁】第1部P26

ＳＰＣ（特別⽬的会社） →特別目的会社（ＳＰＣ）
【掲載頁】第1部P23

ＳＲＣ（鉄⾻鉄筋コンクリー
ト造）

Steel Reinforced Concrete
鉄筋コンクリートの芯部に鉄骨を内蔵したものを主な構造材料とした建物のこ
と。
【掲載頁】第1部P26

ＶＦＭ

Value For Money（バリュー・フォー・マネー）の略。
ＰＦＩ事業における も重要な概念の一つで支払い（Money）に対して も価値
の高いサービス（Value）を供給するという考え方のこと。従来の方式と比べて
ＰＦＩの方が総事業費をどれだけ削減できるか、あるいは同じ事業費でどれだけ
サービスの質や機能を高めるかを示す割合のこと
【掲載頁】第3部P106

Ｗ（⽊造）
Wood
木を主な構造材料とした建物のこと。
【掲載頁】第1部P26

再配置ＷＧ →西尾市公共施設再配置検討ワーキンググル－プ
【掲載頁】第１部P16
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