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龍ケ崎市における施設マネジメント
業務支援実践報告
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富山 辰也
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エフエムエンジニアリング（株）の紹介

1.1988年 田島によりエフエムエンジニアリング（株）設立。

（田島、角田、内海、富山、田島栄治 技術構成員５人）

2.自治体への施設マネジメント支援

1）2000年～2002年 取手市の施設管理委託業務を支援。

2）2002年～2009年 龍ケ崎市等々施設管理委託業務を支援。

3.戦略的施設管理を建築学会で発表

1）1991年～1999年 主に長期修繕計画、LCC算定。

2）1999年～2002年 主に戦略的施設管理。

3）2003年～2009年 主にストックマネジメントの実践方法。
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対象自治体

茨城県龍ケ崎市

・面積 ： 78.55 ㎢

・人口 ： 78,342人（2015年）

公共施設

市庁舎

市立中央図書館

総合体育館（たつのこアリーナ）

文化会館

福祉施設

等

1970年 37,267人

1975年 40,565人

1980年 43,132人

1985年 48,857人

1990年 57,238人

1995年 69,163人

2000年 76,923人

2005年 78,950人

2010年 80,334人

龍ケ崎市（に相当する地域）の人口の推移

https://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1975%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1980%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1985%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
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龍ケ崎市では、2001年時点では、厳しい財政状況の中
で財政健全化を推進する必要が急務となっていた。

・施設の維持保全経費の削減
・計画的な改修による耐用年数の延長化

を重点目標として全庁的に取り組むことを提案。

状況 （2001年時点）

施設マネジメントとして

導入の経緯
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業務支援契約の経緯と概要

業務支援の前提条件

1)市長と財政部門のリーダーシップ

2)財政と関連付けた戦略的施設管理

3)施設管理意識の改革
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市からのアクション

1）市の方針、計画、目的、条件を明確にした

「提案依頼書」を作成

2)「提案依頼書」が業務支援の入札の条件
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業務支援契約と概要

◇ 提供する業務支援内容

6エフエムエンジニアリング（株） 研究会FM

1）財政担当者が主体となる財政と関連付けた

管理システム

2）施設管理者自らが、施設管理計画を立案し、予算、

執行、評価できる管理システム
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業務支援契約と概要

◇ 業務支援契約の概要

1)契約の条件

・施設管理関係者の意識改革と環境整備

・20～30%の経費削減

2)契約業務の概要

・施設管理計画の施策、見積、予算作成と意識改革

・外部委託契約の見直しと維持保全費削減

3)市のコア業務支援

・施設管理業務の流れの構築支援

・施設管理業務の外部委託とマネジメント支援

・管理者自らが管理計画や中長期保全計画の立案、実践を支援
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龍ケ崎市における業務支援の特色

1. マネジメントをなぜ採用したのか

➀ 市長、関係者などへの徹底した事前説明

➁ 経費（維持管理費）削減効果を契約前年に担保

➂ 仕様書、見積書などの作り方の指導（意識改革）

➃ 財政課指揮による全市的教育支援

エフエムエンジニアリング（株） 研究会FM
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龍ケ崎市における業務支援の特色

2. マネジメントをなぜ継続できているのか

① 組織と推進体制

② 条例・規則化による業務の徹底

③ 施設関係者の意識改革

エフエムエンジニアリング（株） 研究会FM
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施設マネジメント実践結果

項 目 導 入 前 導 入 後

組織とリーダーシップ 施設毎に独自管理 財政部門の計画予算管理

職員の施設管理意識 発生主義的管理 計画的管理

委託業務の管理 業務別単独発注 施設マネジメント

施設管理情報 施設毎の単独情報 総合的情報管理（共有化）

施設管理手法と管理計画 事後管理 予防保全・計画管理

10
エフエムエンジニアリング（株） FM研究会

施設マネジメント導入前後の比較

（エフエムエンジニアリング㈱で作成）
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主要5施設の委託費推移

11エフエムエンジニアリング（株） 研究会FM （委託費データは、2009年龍ケ崎市HPより引用）


Graph1

		2001年		2001年		2001年		2001年		2001年		2001年		2001年		2001年		2001年

		2002年		2002年		2002年		2002年		2002年		2002年		2002年		2002年		2002年

		2003年		2003年		2003年		2003年		2003年		2003年		2003年		2003年		2003年

		2004年		2004年		2004年		2004年		2004年		2004年		2004年		2004年		2004年

		2005年		2005年		2005年		2005年		2005年		2005年		2005年		2005年		2005年

		2006年		2006年		2006年		2006年		2006年		2006年		2006年		2006年		2006年

		2007年		2007年		2007年		2007年		2007年		2007年		2007年		2007年		2007年

		2008年		2008年		2008年		2008年		2008年		2008年		2008年		2008年		2008年



➀

➄

➃

➁

➂

➀体育館

削減額

②文化会館　　

削減額

③資料館

削減額

➃市庁舎

削減額

⑤福祉施設

千円

108969

33243

8069

83186

26895

7207

55246

59814

88179

23991

5839

38768

42411

80142

23538

4060

36591

36382

82092

21795

5038

36543

43711

83326

19537

3836

38258

37045

83295

15201

5109

38067

35919

82959

16150

3600

38542

39857



主要5施設（委託費）

		

				主要５施設における委託料の推移 シュヨウシセツイタクリョウスイイ

																						（千円） センエン

				施設名 シセツメイ		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		削減合計 サクゲンゴウケイ

				➀体育館 タイイクカン		108,969		83,186		88,179		80,142		82,092		83,326		83,295		82,959		▲ 179,604

				削減額 サクゲンガク		（基準年） キジュンネン		(25,783)		(20,790)		(28,827)		(26,877)		(25,643)		(25,674)		(26,010)		▲ 179,604

				②文化会館　　		33,243		26,895		23,991		23,538		21,795		19,537		15,201		16,150		▲ 85,594

				削減額 サクゲンガク		（基準年） キジュンネン		(6,348)		(9,252)		(9,705)		(11,448)		(13,706)		(18,042)		(17,093)		▲ 85,594

				③資料館 シリョウカン		8,069		7,207		5,839		4,060		5,038		3,836		5,109		3,600		▲ 21,794

				削減額 サクゲンガク		（基準年） キジュンネン		(862)		(2,230)		(4,009)		(3,031)		(4,233)		(2,960)		(4,469)		▲ 21,794

				➃市庁舎 シチョウシャ				55,246		38,768		36,591		36,543		38,258		38,067		38,542		▲ 104,707

				削減額 サクゲンガク				（基準年） キジュンネン		(16,478)		(18,655)		(18,703)		(16,988)		(17,179)		(16,704)		▲ 104,707

				⑤福祉施設 フクシシセツ				59,814		42,411		36,382		43,711		37,045		35,919		39,857		▲ 123,559

				削減額 サクゲンガク				（基準年） キジュンネン		(17,403)		(23,432)		(16,103)		(22,769)		(23,895)		(19,957)		▲ 123,559

				合計 ゴウケイ				232,348		199,188		180,713		189,179		182,002		177,591		181,108		▲ 515,258

				削減額 サクゲンガク				▲ 32,993		▲ 66,153		▲ 84,628		▲ 76,162		▲ 83,339		▲ 87,750		▲ 84,233		▲ 515,258





主要5施設（委託費）

		



➀体育館

削減額

②文化会館　　

削減額

③資料館

削減額

➃市庁舎

削減額

⑤福祉施設

千円

主要５施設における委託料推移



経済効果一覧

		



➀体育館

削減額

②文化会館　　

削減額

③資料館

削減額

➃市庁舎

削減額

⑤福祉施設

千円



Sheet2

		１．市内主要５施設における経済効果

		施設名 シセツメイ		Ｈ１３		Ｈ１４		Ｈ１５		Ｈ１６		Ｈ１７		Ｈ１８		Ｈ１９		削減合計 サクゲンゴウケイ

		①市庁舎　　 シチョウシャ				55,246		47,378		43,941		43,672		42,157		41,966

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク				（基準年） キジュンネン		-7,868		-11,305		-11,574		-13,089		(13,280)		-57,116

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク						-2,825		-2,337		-5,445		-284		0		-10,891

		計 ケイ						-10,693		-13,642		-17,019		-13,373		-13,280		-68,007

		②文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③歴史民俗資料館 ブンカカイカンレキシミンゾクシリョウカン		41,314		39,610		37,129		37,424		33,976		29,869		26,778

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク		（基準年） キジュンネン		-1,704		-4,185		-3,890		-7,338		-11,445		(14,536)		-43,098

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク						-5,719		-8,685		-2,946		-2,477		(2,501)		-22,328

		計 ケイ				-1,704		-9,904		-12,575		-10,284		-13,922		-17,037		-65,426

		④たつのこアリーナ		108,969		92,636		97,104		87,491		87,378		87,040		87,009

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク		（基準年） キジュンネン		-16,333		-11,865		-21,478		-21,591		-21,929		(21,960)		-115,156

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク						-3,130		-1,983		-2,299		0		(765)		-8,177

		計 ケイ				-16,333		-14,995		-23,461		-23,890		-21,929		-22,725		-123,333

		⑤湯ったり館 ユカン				59,814		50,391		44,362		49,906		40,945		39,819

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク				（基準年） キジュンネン		-9,423		-15,452		-9,908		-18,869		(19,995)		-73,647

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク						-1,091		-1,031		-850		-147		0		-3,119

		計 ケイ						-10,514		-16,483		-10,758		-19,016		-19,995		-76,766

		合計 ゴウケイ				211,232		160,818		113,862		112,546		101,563		89,488

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク				-18,037		-33,341		-52,125		-50,411		-65,332		(69,771)		-289,017

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク				0		-12,765		-14,036		-11,540		-2,908		-3,266		-44,515

		削減合計 サクゲンゴウケイ				-18,037		-46,106		-66,161		-61,951		-68,240		-73,037		-333,532

		２．その他の施設における経済効果（H18～20マネジメント業務委託契約施設）

		施設名 シセツメイ		Ｈ１３		Ｈ１４		Ｈ１５		Ｈ１６		Ｈ１７		Ｈ１８		Ｈ１９		削減合計 サクゲンゴウケイ

		斎場 サイジョウ										22,382		20,352		13,559

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク										（基準年） キジュンネン		-2,030		(8,823)		-10,853

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		(481)		-481

		計 ケイ												-2,030		-9,304		-11,334

		総合福祉センター ソウゴウフクシ												49,164		37,877

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												（基準年） キジュンネン		(11,287)		-11,287

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		0		0

		計 ケイ														(11,287)		-11,287

		中央図書館 チュウオウトショカン										3,332		3,116		2,378

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク										（基準年） キジュンネン		-216		(954)		-1,170

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		(589)		-589

		計 ケイ												-216		(1,543)		-1,759

		中央公民館 チュウオウコウミンカン										14,199		13,246		10,944

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク										（基準年） キジュンネン		-953		(3,255)		-4,208

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		(452)		-452

		計 ケイ												-953		(3,707)		-4,660

		合計 ゴウケイ

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												-3,199		(24,319)

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		-1,522

		削減合計 サクゲンゴウケイ												-3,199		-25,841		-29,040

		※総合福祉センターは，指定管理委託費を含む。

		※設計削減額は，工事施工費に基づいて算出した額（想定額）である。 セッケイサクゲンガクコウジセコウヒモトサンシュツガクソウテイガク

		※委託費には，施設マネジメント委託費を含んでいる。 イタクヒシセツイタクヒフク

		※委託費削減額は，施設マネジメントによるもののほかに，競争入札による削減も含んでいる。 イタクヒサクゲンガクシセツキョウソウニュウサツサクゲンフク

		３．マネジメント業務委託契約以外の施設 イガイ

		施設名 シセツメイ		Ｈ１３		Ｈ１４		Ｈ１５		Ｈ１６		Ｈ１７		Ｈ１８		Ｈ１９		削減合計 サクゲンゴウケイ

		学校施設 ガッコウシセツ												31,116		26,718

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												（基準年） キジュンネン		(4,398)		-4,398

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												（-5,598）		(4,209)		-4,209

		計 ケイ														(8,607)		-8,607

		保健センター ホケン												3,138		2,076

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												（基準年） キジュンネン		(1,062)		-1,062

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		0		0

		計 ケイ														(1,062)		-1,062

		さんさん館 カン												4,415		2,415

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												（基準年） キジュンネン		(2,000)		-2,000

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		0		0

		計 ケイ														(2,000)		-2,000

		ひまわり園 エン												3,555		3,129

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												（基準年） キジュンネン		(426)		-426

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		0		0

		計 ケイ														(426)		-426

		地域福祉会館 チイキフクシカイカン												2,252		2,147

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												（基準年） キジュンネン		(105)		-105

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		0		0

		計 ケイ														(105)		-105

		市街地活力センター シガイチカツリョク												1,509		708

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク												（基準年） キジュンネン		(801)		-801

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク												0		0		0

		計 ケイ														(801)		-801

		給食センター キュウショク

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク														（基準年） キジュンネン		0

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク																0

		計 ケイ

		西部出張所 セイブシュッチョウジョ

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク														（基準年） キジュンネン		0

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク																0

		計 ケイ

		市営住宅 シエイジュウタク

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク														（基準年） キジュンネン		0

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク																0

		計 ケイ

		合計 ゴウケイ

		委託費削減額 イタクヒサクゲンガク														(8,792)		-8,792

		設計費削減額 セッケイヒサクゲンガク														-4,209		-4,209

		削減合計 サクゲンゴウケイ														-13,001		-13,001
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ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ

実践結果の当社考察

➀ 市長及びと財政課トップのリーダーシップ

➁ 施設管理者の意識改革

➂ ライフサイクルコストの削減

➃ 財政を基盤とした施設管理システムの構築

➄ 施設管理実践のプロセスを通した意識改革

⑥ 6～9年のマネジメント契約が必要
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ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ

2012年 公共施設再編成の基本方針を策定

財政運営の基本方針等に関する条例を施行

2013年 公共施設再編成の行動計画策定に係る有識者会議

職員研修（～2017年）

市民シンポジウム開催

2014年 公共施設等マネジメント推進委員会条例を施行（外部諮問機関）

公共施設再編成の第1期行動計画を策定

市民フォーラム開催（～2017年）

公共施設等マネジメント戦略会議規定を制定（内部組織）

市民ワークショップ開催

2015年 公共施設等総合管理計画を策定

2016年 公共施設再編成の第２期行動計画を策定
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（龍ヶ崎市からの資料提供）
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