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　政府や自治体でファシリティマネジメントという手法を取り入れるケ
ースが増えている。ファシリティマネジメントとは後ほど詳述するが施
設や什器及びそれらによって構成されるオフィス（あるいは住居、宿泊
施設など）環境を総合的に見直すためのマネジメント手法である。
　なぜこの手法が注目を集めているのか。それは現下の厳しい財政状況
下において、役所の庁舎をはじめとする各種公共施設の効率的な運営や
有効活用が求められている一方、これまでその種の改善に対する意識が
希薄であった行政機関にとって、見直しを行うノウハウが乏しいから、
である。
　自前で庁舎を建築して利用するケースが大半の行政機関にとって、
PFIやリース等を活用した場合を除けば、起債して業者に一括して建設
費用は業者に支払い、あとはその他の債務と一緒になってしまい、その
コストを目にすることはない。
　ランニングコスト（光熱水費や清掃、施設更新費用等）は部門ごとの
予算には計上されないケースがほとんどで、管財部門以外はそれを意識
して仕事をすることもない。このように、日々の仕事の中で公共施設を
建設し維持管理するコストを目にすること無く、仕事をしてきたため、
見直しをするという意識も芽生えてこなかったのではないだろうか。
　しかし、財政悪化が進む状況下になり、これまで建設してきた公共施
設の維持管理費が高額になり、財政の重荷になってきたため、見直し機
運が高まりつつある。財政が厳しい状況になれば新規に公共施設を建設
することも難しくなる。その結果、既存の公共施設を有効に活用してい
く必要性も高まり、ファシリティマネジメントの出番と相成ったわけで
ある。
　非効率な島型のレイアウト、職員数が減っているのに実際に活用でき
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るスペースは増えず、膨大な遊休スペースが眠る公共施設はファシリテ
ィマネジメントを導入することで、より狭いスペースでも職員が圧迫感
を受けることなく効率的に仕事を行うことが可能になる。また、役所を
訪れた住民が迷子にならず快適に過ごすことが可能になり、そして余剰
スペースが大きな歳入を生み出す…。ファシリティマネジメントとはそ
んな可能性を秘めた改善を待つ宝の山である。

　本書はそんな行政機関にとって改善が遅れている、公共施設の見直し
手法である「ファシリティマネジメント」の入門編として事例を中心に
まとめたものである。多くの公務員にとって未知の領域であるこのファ
シリティマネジメントをできるだけ身近なものとして理解してもらい、
できるところから改善してもらえればと思い執筆している。
　財政が悪化する中で、放っておけば公共施設はこれまで以上に財政負
担を増やす「お荷物」となっていく。しかし、行政運営に必須の公共施
設をきちんと見直すことで、その負担を軽減させていくことは可能であ
る。本書がその一助となることを願っている。

　平成24年10月　
小島卓弥
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本書を読む前に

①　本書における「ファシリティマネジメント」の定義とその理由
　本書ではファシリティマネジメントを「公共施設（公共用地を含む）や
什器、及びそれらによって構成されるスペースやレイアウトを改善する手
法」として定義しています。遊休施設の有効活用などは厳密にはアセット
マネジメント等の分野に該当する部分もありますが、広い視点で公共施設
の改善を意識してもらうため、あえてファシリティマネジメントとして整
理しています。
　これは、いわゆる「ファシリティマネジメント」を先行して導入してい
る行政機関の取り組みが多様化している実態に合わせているためです。
現実問題として、行政機関における施設やスペースの見直し・有効活用は
充分に行われているとは言えず、さまざまな形で見直しが必要である一方、
その見直し手法がファシリティマネジメントの手法なのか、アセットマネ
ジメントの考え方なのかは、公共施設を見直す現場においてはあまり意味
を持っておりません。
　本書はあくまでも、実務家が公共施設のあり方を見直す際の入門書とし
て執筆されていることをご理解頂ければ幸いです。

②　執筆者に関して
　本書は、より現場の「公共施設のファシリティマネジメント」の取り組
みを理解して頂くため、公共施設におけるファシリティマネジメントを実
際に導入している方（ファシリティマネジャーなど）や行財政改革に取り
組む公務員の方々等、実務家が執筆しています。
　これは①で記したように、実際の公共施設で何が問題になっていて、ど
のような見直しを行うことが有効かを臨場感を持って知って頂くためで
す。
　また、本書の見解部分に関しては執筆者個々人の見解に基づいて書かれ
たものであり、編者の小島が所属する総務省をはじめ、特定の団体や企業
の意見・見解を示したものではないことを事前にお断りいたします。
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16 第１編　なぜ今、ファシリティマネジメントが必要か

（1）施設を保有するということ
　世の中には、数多の公共施設がある。筆者の職場も「庁舎」という公
共施設であり、それ以外にも公民館、学校、図書館、病院、警察署や消
防署、ゴミ処理場や水処理施設などありとあらゆる公共施設が世の中に
は存在している。そしてそれらは、特定の目的のために建設され、その
建築費（イニシャルコスト）は莫大である。
　ところで、施設は存在しているだけではただの箱と変わらない。例え
ば庁舎であれば、職員が執務をする机などの什器が必要であり、職場で
働く職員を収め、かつ効率的に業務が出来る様にレイアウトを設計する
必要がある。
　また、生身の人間が働く以上、空調や照明を稼働させることが必要だ
し、IT化が進んだ現代の職場では、職員１人１人にパソコンが必要で
あり、LAN回線でネットワークに接続し、パソコンを稼働させるため
の電源も欠かせない。
　しかも、施設は建てたらそれで終わりではない。施設は風雨や日差し
などの環境的な要因でどんどん劣化していく。その劣化を防ぐためには
定期的に外壁を塗装したり、配管を直すなどの作業が必要になる。また、
パソコンを導入した当時 1のように、執務環境が変われば、それに応じ
た環境の整備を行う必要が生じ、その費用（ランニングコスト）もまた
莫大である。
　これら公共施設の建築費であるイニシャルコストと維持管理・運営費

１　パソコンを導入するに際して、その電源やLANケーブルを配置するため、高床にして
配線を下に収納するOAフロアなどが導入された。

ファシリティマネジメント
とは何か第1章
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用等のランニングコストを合算し、施設を建設してから運営し、最後に
解体・廃棄に関わるコストまでを総計したものを、ライフサイクルコス
トという。
　図１−１は建物のライフサイクルコストを模式的に示したものであ
る。清水建設によれば、建物のライフサイクルコストに占める建設費の
割合はおよそ30％だという。実際には図の氷山の下の部分こそが本当
に重いコストであり、しかも施設を利用し続ける限りそのコストは発生
し続ける。
　しかし、公共施設の場合、建築する際の費用のみに目がいきがちで、
ランニングコストについての意識が弱い。これは我が国の行政機関が建
設費に関しては起債やらなにやらで役所内部でも議会でも注視される一
方で、いったん建設してしまえば、ランニングコストは固定費的に管財
部門に計上され、それっきりになってしまう会計や行政運営の副作用で
ある。
　家計でいえば、とりあえず手持ち資金とローン（起債）で建物は建て

図１−１　施設におけるライフサイクルコストのイメージ 2

建設費

修繕費
更新費

運用費
（光熱費）

保全費 管理費

建設費の施設費全体に占める割合は
氷山の一角

２　清水建設HP「建物のライフサイクル」より　http://www.shimz.co.jp/tw/topics/
isol/02blc.html
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たが、ランニングコストのことを意識していなかったため、建築後の維
持管理費で家計が四苦八苦している状況に似ている。実際にはローンに
相当する起債でまかなった借入金の返済も必要であり、二重に会計が厳
しい状況になる。しかも、その厳しい状況は家計を預かる奥さん（会計
部門や管財部門）は承知しているものの、旦那や子どもは知らずに生活
しているため、危機意識も共有されない状況にある。
　公共施設が多い自治体は経常収支比率が高くなる傾向があるが、それ
は起債の返済と半ば固定費化したランニングコスト（この中に施設を運
営する人件費も含む）が高止まりし、財政の弾力性を失わせる結果を生
じさせているためである。
　このように、公共施設を保有するということを財政面からとらえると、
起債でまかなった建設費と施設を維持するためのランニングコストの二
つの莫大なコストを施設が完全にお役御免となるまでの向こう数十年に
わたり支払い続ける必要があるということである。
　しかも、近年は財政が厳しいことから、このランニングコストを削減
する傾向があり、特に外壁の塗装など施設の補修にかかる費用を削減す
るケースが見られるが、この結果、当初想定した期間施設の耐久性が維
持できないという問題も生じてきている（詳細は後述）。
　従って、公共施設を建設する際には、まず将来にわたってそのライフ
サイクルコストを充分に計算した上で、建築する必要がある。これは当
たり前のことなのだが、充分に考慮されてこなかった…その結果が現在
の財政悪化の一因となっており、最適化（極小化）に向けた取り組みは
急務となっているのである。

（2）ファシリティマネジメントとは何か
　ファシリティマネジメント（Facility Management）という言葉を聞
いたことがない読者も少なくないかもしれない。この手法は、公益社団
法人 日本ファシリティマネジメント推進協会によれば「企業・団体等
が保有又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点
から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動」と定義されて
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いる 3。もう少し咀嚼すると、施設や什器及びそれらによって構成され
る職場（あるいは住居、宿泊施設など）環境を総合的に見直すためのマ
ネジメント手法ということができる。
　そもそも、職場を保持する施設の建設費、あるいは賃借料は非常に高
額である一方で、その最適値というのはなかなか計りがたい部分がある。
広すぎればコストの無駄（賃借料などに加え、光熱水費等）が発生する
し、狭すぎれば業務の適切な実施に支障が出る。
　加えて、職場環境は業務を実施するための非常に重要なファクターで
ある。例えば、動線が最適化されていないレイアウトで仕事をすれば、
業務上の非効率が発生する。しかし、実際に日本の多くのオフィスが動
線の最適化など意識しないで設計されているのである（対極的に大手製
造業では、「一歩分」の無駄も認めない徹底した効率化が図られている
という）。
　また、執務環境の悪いオフィスは当然のことながら職員の作業効率が
落ちる。また、自治体の場合には、住民が来訪する窓口などのスペース
も兼ねており、その使い勝手の悪さは、住民満足度の低下と仕事の非効
率に繋がりかねない。
　これらのオフィスに関するさまざまな課題を見直す手法がファシリテ
ィマネジメントである。アメリカが発祥のこの手法は、民間企業を中心
に我が国にも広がってきている一方、我が国の行政機関においては多く
の職員を抱える職場を保持しながらも、あまり重視してこなかった分野
であり、今後見直しにより改善が進む可能性が高い分野の一つといえる。

（3）ファシリティマネジメントが必要とされる背景
　このファシリティマネジメントだが、なぜ今公共施設に導入する必要
があるのだろうか。以下の視点から整理してみたい。

３　http://www.jfma.or.jp/whatsFM/index.html
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ⅱ）総合案内について
　総合案内の位置には､来庁者と正面から向かい合う対向型配置、来庁
者から見て90度の位置にある横向き型配置、振り返って見る位置にあ
る振返り型配置の3種類がある。対向型配置は一般的によく見られる配
置で、来庁者からの視認性が高く積極的な応対ができる反面、真正面か
ら見られると圧迫されて入りづらいという意見もある。横向き型配置も
多く見られる配置で、視認性に配慮しながらも圧迫感を軽減することが
できる反面、応対にはやや消極的な印象を与えるともいわれている。振
返り型配置は圧迫感を与えることはないものの視認性は悪く、来館目的
がはっきりしている図書館等には多く見られるが、どこに行けばよいか
わからない来庁者への対応が必要な場合もある庁舎の総合案内には適さ
ない。
　改修前の総合案内は入口のすぐ横に横向き型配置で設置されていた

写真27　改修前の総合案内。
入口のすぐ横に横向き型で配置
されていたが、表示が小さいた
めにわかりにくく、また高齢者
や障がい者のためのローカウン
ターもなかった。

写真28　改修後の総合案内。
写真の右手側が入口。改修前と
は反対側の壁面に移され、対向
型配置に改められている。上方
には内照式サインが取り付けら
れて視認性が高められ、側面に
は高齢者や障がい者のためのロ
ーカウンターが新たに設けられ
ている。
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が、サインが小さくわかりにくいためそのまま素通りされてしまうこと
もあった。また､高齢者や障がい者等立ったままの応対が困難な来庁者
が使用できるようなローカウンターも設けられていなかった（写真
27）。窓口サービスを向上させる上で、総合案内の果たす役割は大きい。
萩市役所では総合窓口の導入と同時に総合案内についても見直された。
まず配置場所を従来の位置から反対の壁面側に移し、壁面をサインとし
て活用している。壁面に内照式サインを取り付けたことによって視認性
も向上している。また、案内カウンターの位置を少し後方にずらしたた
め、対向型配置が可能となった。案内カウンターの側面にはローカウン
ターが設置され、ユニバーサルデザインにも配慮されている（写真
28）。
　ⅲ）総合窓口のレイアウトについて
　総合窓口が導入される前の萩市役所の窓口はレイアウト上多くの問題
を抱えていた。異動に関する手続きで来庁した場合、まず入口から入っ
てから市民課の窓口位置がわかりにくく、市民課にたどりついても窓口
カウンターは待合ベンチや記載台も含めて横向きに配置されていたため
にさらにわかりにくいレイアウトとなっていた。

図2－4　改修前の市民課のレイアウト

①

②

③

④ 来庁者は図面の上側から窓口を目指し
て来るが、その時正面に見えているの
は婚姻届、出生届等を扱う戸籍登録の
窓口（①）で、転出入や証明発行等は
図面の左上の正面からは見えない場所
（②）にある。また、待合スペースは
中庭の窓前に置かれた長ベンチのみ
（③）となっている。カウンターはロ
ーカウンターだが、隣席との仕切り板
は無く、プライバシーに配慮する必要
がある相談は執務室内のキャビネット
で囲まれた応接セット（④）で行われ
ており、セキュリティ上も問題があっ
た。
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　カウンターはローカウンターとなっていたが隣席との仕切り板は無く
プライバシー配慮に問題があり、特にプライバシーに配慮する必要があ
る手続きや専門性の高い相談を行う場合は相談室が無いために執務室内
の応接セットまで来庁者を入れるなどセキュリティ面からも問題があっ
た。
　前ページの図２−４は改修前の市民課のレイアウトで、図面の上が入
口側、下が窓側で、左上の窓口カウンターを挟んだ対面は中庭の窓とな
っている。執務室内のレイアウトも、それぞれの窓口ごとに配置されて
いることがわかる。写真29は図２−４の◎印から撮影した写真である。
　萩市の総合窓口は受付業務と処理業務が明確に分けられている点に特
色があり、レイアウトもそれぞれの業務に適したものとする必要があっ
た。総合窓口の受付窓口には「子育て支援コーナー」「国保年金コーナー」
「証明コーナー」「異動受付コーナー」等のコーナーが設置されているが、
これらのコーナーは実は総合窓口で対応可能な業務を表示しており、実
際にはどの窓口でも対応が可能となっている。来庁者は案内係が混雑状
況や職員の対応状況を見ながら案内した窓口へ行き、そこで受付けた職
員と面接しながら手続きを進めることになる。基本的に１人の職員が受
付手続きの最初から最後まで対応することになっているため、窓口カウ
ンターはどのコーナーでもすべて共通規格とする必要があった。ただし、
特にプライバシーに配慮する必要がある手続きや専門性の高い相談等は
窓口カウンターでは十分な対応ができないため、個室の相談室が必要で

写真29　旧市民課の窓口。写
真手前のパーティションの左奥
側が戸籍登録の窓口、パーティ
ションの裏は旅券申請、右側の
90度曲がった先に住民異動や
印鑑登録等の窓口がある。
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窓口カウンター

マシンコーナー

あった。
　以上をふまえて計画されたレイアウトが上の図２−５だ。カウンター
ラインは入口から入ってきた来庁者がすぐに総合窓口を目にすることが
できるよう、正面を向いて配置されており、待合から全体が見渡せるよ
うにゆるやかな曲線を描いている。待合椅子も従来の背無しベンチから
背付きのものに改められている。各窓口カウンターには総合窓口システ
ム端末が配置されており、来庁者との対応は窓口とその後方に配置され
たマシンコーナーで完結するように計画されている。全ての窓口カウン
ターはローカウンターとなっており、隣席とのプライバシーを確保する

図2－5　改修後の総合窓口レイアウト

窓口カウンターはすべてローカウンタ
ーで、来庁者と面接しながら総合窓口
システムで手続きを進めていく方式と
なっている。2線のマシンコーナーま
では民間に委託されており、職員の執
務空間とは分けてレイアウトされてい
る。

写真30パーティションで新設された相談室 写真31　新設されたキッズコーナー




