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公共施設マネジメントに関する講演会 アンケート結果 

（１）ファシリティマネジメントの理解度 

問１：ファシリティマネジメントについて理解することができましたか。該当する

番号１つに○を付けてください。 

 

図表１ ファシリティマネジメントの理解度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ファシリティマネジメントの必要性 

問２：ファシリティマネジメントの必要性について、どのように考えますか。該当

する番号１つに○を付けてください。 

 

図表２ ファシリティマネジメントの必要性 
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全庁的に推進する必要が

ある

できる範囲で進める方が

よい

あまり必要性を感じない

無回答

14.3%

70.4%

13.6%

1.0% 0.7%

大変理解できた

ある程度理解できた

あまり理解できなかった

ほとんど理解できなかった

無回答
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（３）ファシリティマネジメントを進める上で重要なこと 

問３：ファシリティマネジメントを進める上で重要なことは何だと思いますか。該

当する番号２つに○を付けてください。 

 

図表３ ファシリティマネジメントを進める上で重要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）問３の「その他」の内容 

問４：問３で「その他」と回答された方は、具体的にご記入ください。 

 

図表４ 問３の「その他」の内容 

内容 

市としての基本方針。（優先順位付け） 

市民との協議。（市民の視点、意見） 

進める必要なし。 

市民の理解、意志。 

思考の変化。変化させる勇気。 

革新的なアイデアを考える風土と緻密に根拠データを示せる体制作りが必要だと考える。 

職員の問題意識に差がある。分かっていてもしないなら同じ。 

住民の理解、職員の理解。 

職員のやる気のためには、専念できる事務量であること。 

市民の意識、先入観。 

管理職他、指導部の理解、意識の変化が絶対必要。なければできない。 

施設利用状況等の把握。 
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（５）講演会で参考になったこと 

問５：講演会で参考になったことは何ですか。 

 

図表５ 講演会で参考になったこと 

内容 

将来、人口減少を踏まえ建物は減築できないか？常に念頭において構造を見直す必要性につ

いて。学校プールの民間プール活用は目からウロコでした。コーディネート力ではなくプロ

デュース力が必要。 

目的を押さえていれば方法は他にもある。 

オール丹波市を考える全体最適。将来の減築を考えた建物構造（リニューアル）を考えてお

く。 

10 年先、20 年先を見て、利用方法を考えて建築、修繕すること。出口のイメージを作るこ

と。 

住民の立場に立って考える必要性。 

ＦＭの考え方を知ることができた。 

次世代の「自由度」を上げていく仕組みづくり。 

減築の考え方、複合施設。 

やる気があればできるということ。 

庁内連携とそれを中心で引っ張っていく部署の重要性。何よりＦＭについてトップがどのよ

うに考えていくかで左右されると考える。 

視点を変えて民間の力を借りること。 

横の連携。 

出口をイメージしてから入口に入っていくということ。 

ハコが大事なのではない。誰のための施設（資産）か。 

消防署の減築例。 

市民共有の資産として減築できる建物として考案。 

既存の財産をうまく活用し、世代間の考え方を共有していく。 

“減築”の発想。 

更新していくのではなく、減らしていくということ。 

一貫した考えは必要だが、丹波市全体で共通したルールだけでなく、各地区、各施設の特徴

あるルールがあってもよいということ。 

これからは減築を視野に入れて考えることが大切。 

市全体で見て同じ仕様の施設である必要はない。地域性を活かし、その施設の主役となる人

のためのＦＭであるべきだという話は見失いやすいが、大切なことだと感じた。 

他市の取組み状況。あくまで市民目線で考えること。 

必要な物を残してこうあるべきことを考えて進める。 

次世代の意見を取り込むというところがもっともだと感じた。 

庁舎だけでなくて、小学校も含めた使いやすさ、質が大事。 

プール、図面と学校。 

課をこえて考える。 

公共施設をエリアで考える（丹波市は６町あり、ホールも市島や春日にあるため、メリット・

デメリットがあると感じた）。市職員対住民ではないこと。 

データを分析して改善策を見出す。最終イメージを固めてから入る。規模の小さい自治体ほ

どＦＭの効果がある。 

他部署施設も含めた市全体としての視点での計画。 

公共施設のマネジメントのイメージは建物の長寿命化や廃止するものだと思っていたが、面

で物事を考えていくことが参考になった。 
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内容 

誰のための資産か。市職員が考えるのでなく、市民が考える体制にする。次世代の意見を聴

く。 

世代によって考え方が異なるという考え方、それに対応していく方法。 

施設紹介をする場合、市有する施設を羅列するのではなく、その施設がどのような意図、発

想を形にした施設であるかを説明した紹介をする必要があるかということが参考になった。 

増築ではなく減築。リニューアルしやすい建物を今後建てるべき。 

世代間で物事を考える視点が異なってきており、「こうあるべき。こういうものだ。」という

固定観念を捨て次世代へ資産をつなぐのであれば、次世代からの意見を聴くべきであるこ

と。 

市民が主体に考えること。 

市民のために市民と共に考えることがファシリティマネジメントでは不可欠。 

市職員のスタンスをお話しいただいたことが参考になった。 

財政問題及び世代間のギャップ。 

プロデュース力が大切である。明るい顔がいい。発想が自由にできるようになることが大切

だが、まだまだ頭が固いので、それをいかに柔軟に考えることだと思う。 

目の前の課題を見落とすことなく取り組むこと。 

ＦＭを進めるためには１課で考えていてはいけないということ。 

複合化の必要性。 

世代間での考え方が違ってくる。単的でなく複合的な使用のための必要性。 

データの分析が大切であること。財政的余裕の確保が必要。 

施設の何年後のことは何年後にいるプレーヤーが決めなければならない。 

目の前の課題から考えを発展させていくこと。出口のイメージをしっかり持つこと。徐々に

ダウンサイジングしていく。 

公共施設は市民の資産であり、次世代にどういう資産を残すか議論が必要であること。その

ためには職員のやる気が重要であること。 

丹波市ではＦＭが単発になっていると思う。もっと市全体で必要なもの、必要でないものを

計画どおり進めていく必要がある。そういう意味でも、行政経営課の人数が少ないのではな

いか。 

減築の利用、必要性。 

柔軟な発想の重要性。「従来の」という言葉にとらわれないこと。 

発想の転換の必要性。対象者のためのプロデュース。横断的発想。 

事例の話はイメージしやすく分かりやすかった。 

次世代の意見を取り入れることはごもっともだと思った。 

縦割りで考えない。職員全員が全体最適を考える必要がある。 

ファシリティマネジメントの実例紹介。 

10年後のプレーヤー（職員や住民）が考えられるようにしておくという発想はとても参考に

なった。エリアマネジメントが重要ということも。（タテ割りでなく考えるべきということ） 

他市の事例。 

ＦＭの実践例を挙げての講演で取組みも分かりやすかった。 

縦割りではなく市長部局、教育長部局も乗り越えた考え方。増築ではなく減築できる施設と

する。 

エリアマネジメントという発想。他市の具体例。 

誰のために－市民目線、市民の資産、実益を生み出す必要性。自由度を上げる仕組みづくり

の必要性。発想の転換。 

将来、選択ができるような仕組みづくりの重要性。次世代の意見をしっかり取り入れること。

市全体でなく、地区ごとに合った個性的な方法があってもいい。 

将来を見据えて施設の複合化は重要な課題である。 
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内容 

次世代に引きつげる施設の構築。 

現実だけでなく、将来を見据えた発想が必要。ニーズは変化する。 

必要だからといって安易に建てればいいという訳ではない。 

市役所ＶＳ市民の構図はよくないということ。 

エリアでの施設管理。 

施設管理については、現在のことだけでなく将来どうあるべきなのかということや、使用す

る人にとってよい施設はどういう形であるかということを考えることが必要ということが

参考になった。 

誰の意見を聞くべきなのか改めて気づいた。小学校プールの事例。大変分かりやすかった。 

市民が考える方向へのシフトチェンジ。柔軟な考え方。プロデュース力の向上。 

世代間で考える横串の考え方。 

具体例。 

古くなれば壊して新しい物を作るということでなく減築するという考え方。 

「エリア（全体）で考える」という物の見方。「主役」が誰なのかをしっかりと把握する。市

の主導であっても市が主役ではない場合がある。 

施設を改善する時、増築ばかりでなく、ボリュームを減らして使いやすくすることも必要な

こと。 

主役は誰になるのかを考えるというのは必要なことだと思った。 

市民目線の仕事の考え方。 

国県市のハコモノがシェアされる時代がくる。 

人口は減っていく。資産（箱モノ）も減らしていくことが必要。（減築という考えはよかっ

た） 

考えを変える。市民のために必要なのか。 

考え方、視点を変えることで不可能を可能にできる。当たり前、これまではこうだったから

ではなく、世代間でも違った考え方があり、次世代の「自由度」を上げる仕組みづくりが必

要である。 

次世代の意見を聴くこと。こうあるべき、あるべき姿にとらわれないことが重要。ダウンサ

イジングの事例。 

誰のための施設かという視点が大切であり、今の感覚で地元と調整を進めることの重要性。

公＝公という思い込みからの脱却。 

立派なものより使いやすいもの。全てを長寿命化する訳ではない。 

学校と図書館の併合。 

減築を考えて改修すること。 

職員と市民ではなく「市民が議論する」がよかった。 

長寿命化は数量管理を伴う。 

次世代への負担。横断的な見地。 

減築の必要性。 

入口理論。 

公共施設の将来的なイメージを持つことが大事である。現状を把握することが第一歩であ

る。 

グローバルな施設の考え方。誰が使うのか、何に使うのかが大切。 

長寿命化計画について、減築、施設の統廃合、リニューアル、全て考えて計画の必要がある

と思った。参考になりました。 

固定観念にとらわれずに自由な発想、発想の転換が必要。 

行政サービスのあり方を考える。ダウンサイジングと全体最適。利用調整（横串）の事例。

次世代の人の意見を聴く仕組み。市民が考える体制にシフトチェンジ。ＦＭ的発想。 

今回の講演で最も参考になったことは、市の施設を単に縮小するという捉え方ではなく、市
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内容 

の行政サービスのあり方を根本から考え、その中でその施設の将来像はどのようなものがよ

いかということをしっかりと計画しながら進めていく上で初めて効果を発揮するのがファ

シリティマネジメントという考え方であることを理解できた。 

10年後は 10年後のプレーヤーが決められる仕組みが重要であるとの考え方。 

エリア単位で行政サービスを考えること。 

公共施設でも減築などをすることで有効活用できる。 

物事の考え方を視点を変えて考える。 

結局はやる気かな。 

市民との協働。 

住民へのアプローチの仕方。 

持続可能な丹波市経営の考え方。 

何のためのＦＭか良く理解できた。内容によっては時間軸が大切。 

次の世代が自由に選択できる社会を考える。 

教育施設のあり方を今後どのように活用したらいいのか。 

公共施設の現状。ＦＭの具体例。 

公共施設マネジメントでの問題点や方向性、次世代への自由度を上げていく仕組み作りなど

取組み事例が具体的で分かりやすかった。 

将来的にどのようにするのかの選択肢を建築前の段階から考える必要があること。 

視点・発想の転換。結果を想像して内容を落とし込む。 

ＦＭには発想力が必要と感じた。 

市内の公共施設の利用方法や今後の活用に対する新しい視点。 

公共施設の更新は、その対象となるものだけでなく、町全体のこれからのあり方を考えた上

で取り組むべきということ。 

ＦＭの手法。 

他人事にしないこと。 

全体最適の考えをもって経営（ＦＭ）することの重要性。 

ＦＭを考える中で必要なことは出口を想定することが重要である。 

まずは、市民の意見を聴きながら市の方針を明確に示すことが大切であり、そこを「ぶれな

い」こととすることが大切。（本気で各部署で議論すること） 

各課で縦割り的に考えるのではなく、全庁的に考えていかなければならない。公務員の考え

方だけでなく、市民目線を意識することが大事。担当だけで終わらせず、どう次につなげて

いくか引き継いでいくかが大事。 

個別最適ではなく全体最適の視点で考えること。 

グランドデザインを描くこと。ＬＣＣをすること。世代間の話し合い。 

「市」という家族全体の財産を市民と行政が一体となって考えていかないといけない。 

常日頃からデータを集め共有化しておくこと。 

ＦＭとは削減を目的としたものではなく、より機能的なものを目指し、その過程で費用を削

減する。 

やらなければならないことだということは分かるが、行政が連携し、縦割りじゃない行政で

なければできないと感じた。 

ハコモノ、インフラの視点。 

この建物をどうするのかではなく、この敷地全体としてどうするのかという視点で考えてい

く必要があるということ。 

住民の世代間で。 

コーディネートではなくプロデュース。 

公共施設のファシリティマネジメントを考えていく上で、個別最適だけを考えるのではな

く、全体最適を考えていくことが大切だということ。 
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内容 

全市的な財政的な視点で考えるということをしないと今後、市として持ちこたえられないと

いうことを考えるよい機会になった。 

ファシリティマネジメントの手法、実例。建物をどうするかでなく、敷地全体でどう機能を

持たせるかが大事。 

ＦＭについてある程度理解できる。 

ＦＭの必要性はこれまであまり考えたことがなかったが、きっかけとなると思う。 

職員のワークショップなど参考になった。 

慣例的な固定概念に捉われず、質を重視した中から目的を達成する方法を考案することが大

切だと感じた。 

鉄筋コンクリートは万能ではないから、10年後は 10年後のプレーヤーが決められる仕組み。 

10年後は 10年後のプレーヤーが決められる仕組みの重要性。 

世代間の横串。 

建物ひとつひとつでなく、そのエリアをどうするのかを考える。 

次世代へつながる将来像。 

総量縮減の考え方。 

市民への説明手法。公共施設の必要性の考え方。発想の転換。 

発想の展開はＦＭのポイント！学校施設の使い方、今後の丹波にプラスになるのではないか

と思った。 

公共施設は市民の財産。発想の転換が必要。 

行政（市）が全ての議論、総論を出すのではなく、市民（特に若い世代、）多世代を巻き込ん

だ協議を重ねていくことが必要。 

行政が主導して市民に問うやり方。 

学校、公園、コミュニティ、防災、交通 キーワード。 

問題解決の仕方が参考になりました。出口を先にある程度イメージをつけてそれに向けてダ

ウンサイジングすることの大切さ。 

これからの公共施設としてのあり方について新しい考え方が必要。 

隣接の公共施設の利用。 

長寿命化に固執するのではなく、将来の世代に応じて選択できる余地を残すことが必要であ

ると感じました。 

市役所対市民で対話するのでなく、市民全体として考えていくということ。 

次世代間で考えること。今、全てを決めつけない。余地を残す。使う人を主役に思い浮かべ

る結論。 

世代間格差の認識。 

担当部署だけで小さな課題をどうするかを考えるのではなく、市全体としてどうしたいの

か。その部署だけで済ませてよいものか、10年 20年後のことも考えてＦＭすることが大切

だということ。 

公共施設を建物単体ではなく、範囲で利用調整していけるということ。 

ダウンサイジングありきという考えでしたが、機能化、適正化という視点を持つことが重要

であると認識できたことは非常によかった。 

ただ小さくするのではなく、より効果的に利用できコスト面等を削減するのが重要なのだと

感じた。 

持続して公共施設を次世代に引きついでいくことをまじめに考えなければならない。 

考え方を変えていく必要性があると分かった。ＦＭについて学べた。共通言語。 

市全体として市民の意見を取り入れていくということが参考になった。 

視点、考え方。 

前例踏襲ではなく、目的を達成するために様々な角度から考えること。 

施設単体でなく、複合的に検討すること。話の進め方。スパンのとらえ方。 
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内容 

将来利用しない資産をダウンサイズしていくこと。 

施設の集中化（複合化）。施設単体での整備ではなく地区全体を考えた整備。 

市民が共有して所有、使用する財産。 

次世代への自由度を持った仕組みを考えること。 

大学生だけでなく、中・小学生にも意見を聴くこと。 

施設の①安全性の確保②選択と集約化③利用調整（検討）による機能の充実、活用。 
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（６）講演会の感想 

問６：講演会の感想をお聞かせください。 

 

図表６ 講演会で参考になったこと 

内容 

ＦＭの次世代への自由度を上げていく仕組み。小さい市ほど、公共ＦＭはやりやすいと思う。 

経験の話を交えて分かりやすかった。 

実際の事故の事例を聞いて、他人事ではないと考えさせられた。老朽化している施設が多い

中、ＦＭの考え方は重要であることが分かった。 

個々の職員や市民が感じていることを一つの方向性にしてそれを具現化するためには、意見

をかわす場（会）が必要だと感じた。 

よい研修だった。 

丹波市の建物や道路、橋などの耐用年数、コストなど具体的な状況も教えてほしかった。 

ある程度の経験のある職員でないと内容は難しいと思った。（年代別の研修もあってよいの

では） 

話の内容が難しい。１時間 30分の時間内で理解するのは難しい。 

視点を変えることの大切さが分かった。ＦＭに取り組む必要性が分かった。 

ＦＭという言葉も知らなかった。勉強になったし、必要性も分かりましたが、実際にするま

でに時間がかかりそうなので勉強が必要そう。 

今後の子孫のために減。リニューアルできるものを考案。 

これからの丹波市には必要な考え方だと思う。 

“10年後は 10年後のプレーヤーが決める”という未来への配慮が印象的だった。 

施設を違う機能で使用できるように見方を変えること。 

講師が建築部局経験者だったので理解しにくい内容かと思っていたが、公務員が仕事をする

場所あるいは市民サービスを行う場所をどうマネジメントするか、その必要性を理解でき

た。 

10年後、次世代に選択ができるマネジメントは大切だと思った。 

本市でも取り組めることがあると感じた。 

難しかった。 

10年先、20年先にどうするのか考えさせられた。 

公共施設とは、既にあるものという認識だったので、新たに作っていくという考えを聞くこ

とは初めてだった。 

もう少し時間が欲しかった。資料全ての説明を聞きたかった。 

説明されていることは非常に大事で、今、丹波市が直面している大きな問題である。市民目

線で考える有意義な講演であった。 

ＦＭは世代をまたいだ計画が必要であると感じたが、市で行う場合、首長、組織機構が変わ

っていく中で、長期的な運営が実施できるのか課題に思った。 

“10年後は 10年後のプレーヤーが決めること”20年ほど前に施設建築にたずさわった時、

その時は必要だと思っていたが、時代の変化に伴い不要になっている現実がありそのとおり

だと思った。 

少し先のことを考えて、その後の使い勝手を見据えた工夫が必要であると知ることができ有

用だった。 

仕掛けが必要である。 

次世代に残していける複合施設を考えていく必要がある。いかに市民に理解してもらえるか

課題。 

“何のための資産か”という言葉が強く印象に残っている。時代によっても違ってくるニー

ズを的確に把握し、取り残されない資産の形成が必要であると学んだ。 
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内容 

市民と話をすることの重要性が少し理解できた。 

分かりやすくお話しいただきありがとうございました。 

分かりやすく、どの部署でも取り組むことが可能な考え方であると思った。 

画一的な考え方にとらわれず、アイデアが大切だと思う。 

公のみ、市内のみと限定せず、幅広い視野でのプロデュースをどのように企画していくか、

大きな課題を抱えていると実感した。 

できることから進める。面で全体を捉え、出口を探す。 

資産は誰のための何をするための資産かを考えたＦＭが必要だと感じた。今ある施設はそう

いったことが考えられていないものが多くあるように感じた。 

難しい課題ですが、丹波市では考えていかないといけない大切なことと感じました。 

事例を交えていただき、理解しやすかった。90分では短いのでは？もっと時間を使ってもい

い内容だと思う。 

市民、自治協、自治会向けに活用できるのか考えたい。 

部署間での連携の重要性を認識した。他部署の動向にもしっかり注目し、共有する必要があ

る。 

初めて聞く言葉もあり、もう少し聞きたいところもあった。ＦＭの基本的な考え方など。 

とっつきにくい話かと思っていましたが、聞きやすかった。明るく元気にやっていきたいな

と思った。 

ざっくりとした話が中心となり、イメージしにくい。（主旨が分かりにくい）学問的講義、

経験的講演の間の中途半端なものだと感じた。（タイトルは新しそうなのに）新しい発見が

なかった。変化が激しいので 10年先は長すぎる。 

実務として学べたため有意義であったと考える。 

縦割りでなく、事業を進めるにあたっては、他部局と連携し、また、「地域住民が言うから」

とかでなく、将来の状況をよく踏まえて行うことが大事と感じた。特に他部局の動きが分か

りにくいので連絡を取りあう（情報を集約する）部分が必要と感じた。 

職員を集める幅が広すぎる。 

今後の施設ファシリティマネジメントが重要であることが分かった。将来を見通して考える

必要があり、市民と共にまちづくりを考える必要がある。 

10、20年後、次世代に何を残すのか考えることが必要であると改めて思った。 

市民との協働の必要性が分かりやすかった。 

多くの事例を参考に講演してくださったので大変分かりやすかった。 

ＦＭについての実感がわかなかった。 

全然考えていない件だったけど、改めて考えさせられた。 

市民にとって何が必要か、次の世代の人達にどのようなものを残せるか、そういった視点を

持つことが大切だと感じた。 

実例を交えた講演で理解しやすかったと思う。 

厳しい内容だからこそ、目が輝いた職員が行うことが重要であるとのお話が印象的であっ

た。 

目が輝いていないとだめ。 

厳しい時代にどうするか？市民目線というより市民理解が必要。 

元行政職員ということで分かりやすかった。 

ハコモノという丹波市でも今後議論が起こるであろう問題について、ある種の答えを提示し

ながらの講演で興味を持って聞くことができる。 

少し間が欲しかった。参考になったが少し難しかった。 

10年後の市民のための考え方。いかに共有できるか、内向きにならず外向きな仕事の仕方が

できるのか。 

市の役割は夢のある仕事だなあと改めて市民の方と考えたくなった。 
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内容 

年代によって考え方、方向性が違うため、公共施設の必要性、現状の把握が必要。 

「市」の大きな財産をどのように引き継いでいくのか？市民の中で考えていくことが必要で

ある。建築物だけで終わらせない。 

丹波市においても中学校統廃合があるが、今日の講演も参考にできると感じた。人口減少に

対応したダウンサイジング、今すぐでなく、段階を経る。 

入口の議論だけでなく出口を考えた上での取り組みが大切というお話。ＦＭだけでなく、政

策を考える上でも重要だと思った。思い込みからの脱却に努めたいと思う。 

施設整備の取組み事例を紹介していただき参考になった。 

難しい案件でも目を光らせてやりたい。 

ＦＭの考え方は他の（別の）講師でも同じか？ 

事例にあったように実益を出すことが大切だと思う。 

もう少し理解に時間が必要。丹波市の案件を事前に知らせておいて事例を聞きたかった。 

具体的な事例を含めた講演で分かりやすく理解が深まった。職員として公共施設の将来を考

える必要があると感じた。 

仕事への考え方の基本を学んだ。 

事例を挙げての説明は分かりやすかった。 

実線に基づいた大変有益な研修だった。公共施設のみならず、市の業務のあらゆるところで

ＦＭを進めることの重要性を感じた。仕事で何より大事な事は「考える」ということである

と思っているが、その考える幅、高さ、角度等が広がった研修であり、このテキストを絶え

ず手元に置いて仕事を進める。お金と人が縮小する中、ＦＭに取り組まなかったら丹波市は

消滅することになる。 

講演を聞く中で、施設の計画に関しては、財政の問題や市民が欲するサービスの内容などと

関連させながら考えていく必要性が大いにあることと、将来的な市の内部の情勢をきちんと

把握しながら進めていく上で初めて効果がある内容であると思った。 

従来の思考で考えることが必要。常に議論する姿勢。 

理解しやすく参考となった。 

ちょっと長かった。 

実例を紹介され理解しやすかった。 

事例をもう少し多く知りたかった。 

いろいろな事例があってよかった。 

事例と現実がすぐに一致しない。 

自身の体験も含んだ内容だったのでリアリティを感じたが、実際に今の職場環境で達成でき

るかは疑問であると感じた。 

全職員を対象に研修をする必要があったのか。 

施設の管理や運営方法策は型にとらわれずアイデアや職員の働きかけによって、より効率の

よいＦＭを実現できるということが分かった。庁舎管理担当なので自分の仕事に活かしてい

かないといけないと思った。 

ひとつひとつの用語が難しく少し分かりづらかった。 

公共施設ファシリティマネジメントということについて理解が深まりました。 

消防署でのカバー工法について、訓練をいかした方法などもっと活用できる改修方法はなか

ったのか？中学校と図書館との複合化について一般の進入者等の対策はどのように考えて

いたのか？はたしてコスト縮減ばかりがよいのか？体育館のステージ下にしまっていたス

ペース（椅子）などの収納はどうすることになったのか？大人的な考え方を中学生、小学生

へ植えつけてしまい未来が怖い。 

‘公’が中心の考えから、市民、将来目線での増改築を考えないといけないと感じた。 

多くの事例を交えて話してもらったので分かりやすかった。 

とても柔軟な発想。取組みに感銘を受けた。講演会のキーワードを忘れずにＦＭに取り組み
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内容 

たい。 

今後、建築物関係で生まれる問題に対する理解を深めることができた。また解決に向けた取

組みの必要性を知ることができた。 

分かりやすい話でした。 

大変参考になったが、市政の位置付けはこのＦＭに沿うつもりなのか、そこをまず明らかに

しなければならない。丹波市内の事例があればそれを教えてほしい。廃校舎活用 etc. 

今後、実際に活用していきたい。 

今までで一番よい講演であったが、講演時間等、もっと前に進むことを市が望むなら休日に

してほしかった。 

たくさんの事例を挙げてくださりとても分かりやすかった。 

丹波市独自の課題を解決方法へつなげられるよう次のステップを期待する。 

避けて通れない問題であるがゆえに、失敗は許されない。大変困難で将来像が流動的である。 

市民、庁内等、各議論の場を楽しく開くことが大切である。その場へのプロデュースする力

を付けることが大切と思えた。 

お金がないから老朽化しているからこうしますではなく、よくしたいのでこうしますという

説明ができるようなＦＭをやっていくことが重要だと感じた。 

水道施設の老朽化、庁舎統合問題など考えていかないといけない時期がもう来ていると思い

ます。取り組み事例を多く紹介していただき参考になった。 

今後の公共施設の維持管理等は大変だと思った。 

ＦＭをできる範囲で進めていく必要がある。 

市職員として仕事を行うとどうしても目の前の課題にいっぱいいっぱいになり、市民がどの

ようなものを望んでいるのか、昔と同じものでよいのではないか等を見落としてしまう。今

一度仕事の意味を考える。 

ＦＭの活用方法が明確になった。 

今後はこれまでの施設管理とは違う視点を持って考えていく問題であることがよく分かっ

た。 

総合的に考えていく必要性を感じた。 

丹波市の具体例での講演が欲しかった。 

１つのある公共施設の存続やあり方を考えていくことになった時、どうしてもその施設の利

用等のことだけを考えてしまいがちだが、エリア単位だったり、もっとマクロ的な視点をも

って考えていかなくてはならないのだなと感じた。 

住民は基本的に自分が不便になることに抵抗感を示すので、当課、当部で考えて責任はとっ

てくださいという今の丹波市の行政スタイルでは進まないと思う。 

非常に興味深かった。様々なＦＭの事例があり、色んな視点を楽しめた。 

なるほどと思える事例が多く、自分であればどのように考えるかということを考えた時、発

想が固い「こうあるべき」という考え方が強く、発想を豊かにする必要性を非常に感じた。 

公共施設の管理計画の中には、色々な視点から物を見て色んな手法があることが分かった。 

行政だけが考えるのではなく、市民が考える体制にシフトチェンジしていくことが大事。 

聞いてよかった。 

老朽化施設が目立ってくる時期に、どのように施設を管理していくべきか考える機会になっ

た。 

対象が全職員になっていたのが納得できた。ひとつの課で考えて実施することではないとわ

かった。将来の主役（次世代）のことを第一に考える必要を感じられた。 

事例（写真入）がたくさんあり興味をもって最後まで聞くことができた。 

整備する部分だけでなく、周辺の環境も見ての整備が必要。 

新しい視点があり、学びになった。 

新しい考え方のアイデアがあることを改めて思った。 
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内容 

聞きやすくてよかったが、道路、水道など建物でない公共施設についての具体例を聞きたか

った。 

有意義な研修だったと思った。 

色々な実践事例を見せていただき、発想の転換が必要と言われたのが印象深かったです。体

育館のステージは高さが必要。プールは学校で、など当たり前と思っていることを視点を変

えてみることや、色んな世代との話し合いが必要なのだと思った。 

ＦＭにおいて大切なことは、課題を見つけることではなく、その具体的な解決策を考えるこ

とであると思いました。老朽化していく公共施設を今後どうしていくのか、財源が十分でな

い中でどう維持していくのか、本当に大きな問題だと思った。 

前例踏襲だけでなく、新しい考え方を入れることが大切。そのためには世代によって価値観

が違うことを前提に議論すべきだと思った。新しいものを建築するだけでなく、既存施設と

どうコラボするのか、災害時の備えにどういう役割を担っていくのか、多面的に考えないと

いけないと思った。 

新しい考え方、思い方を教えていただけたこと。市から一方的に決めたものを押し付ける方

法はだめであること。 

方向が偏り過ぎていると感じた。狭角思考の職員がのめり込むか、無関心となることも考え

られる。 

公共施設は市の所有＝市民はあまり意見できないから仕方ないことが多いという意識があ

ったが、そうではなくて、市、市民全体のものとして行政と市民（色んな世代）で一緒に考

えていかないといけないと感じた。 

理解しやすい講演内容だった。 

事例を交え進められたのでイメージしやすく分かりやすかった。 

市全体で取り上げ、外部を含めた街づくりをしていきたいと感じた。 

発想を新しくおもしろい事業として扱っていくことが大切だと思った。 

丹波市の庁舎問題について考える。 

ファシリティマネジメントについて初めて知れました。学校だけで使うものでなく、地域全

体で利用できるものを考えることで効率的に施設利用ができることが分かりました。 

よい勉強になった。 

様々な事例があり、分かりやすい講義であった。発想の仕方等、普段できていない点ばかり

であったので、今後注意していきたい。 

資産をダウンサイズするには、関係各課が意見交換し、全員でファシリティマネジメントを

目標に進めていく必要があると思った。 

事例はどれも素晴らしいアイデアであり参考になった。 

市長に講演を聞いてほしい。 

事例を中心にした構成で分かりやすく説明されていた。 

内容が１時間半では理解がついていけないように思った。ですが、まちづくりに必要なので

今後の業務の参考にしたいと思う。 

柔軟な発想とバランス感覚（市民目線と行政目的）を身につける必要がある。 

建物の話だけでなく、もっと広い目で見ていくことが必要であり、丹波市には欠けていると

ころだと思った。 
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講演会アンケート 
 

本日はお忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。よりよい研修を進めていくた

め、皆様のご意見を伺えれば幸いです。ご協力をよろしくお願いします。 

 

問１ ファシリティマネジメントについて理解することができましたか。該当する番

号１つに○を付けてください。 

 １ 大変理解できた 

 ２ ある程度理解できた 

 ３ あまり理解できなかった 

 ４ ほとんど理解できなかった 

 

問２ ファシリティマネジメントの必要性について、どのように考えますか。該当す

る番号１つに○を付けてください。 

 １ 全庁的に推進する必要がある 

 ２ できる範囲で進める方がよい 

 ３ あまり必要性を感じない 

 ４ やらない方がよい 

 

問３ ファシリティマネジメントを進める上で重要なことは何だと思いますか。該当

する番号２つに○を付けてください。 

 １ ファシリティマネジメントへの理解 

 ２ 組織・体制 

 ３ 職員のやる気 

 ４ 職員の能力 

 ５ 財政との連携 

 ６ 市政への位置付け 

 ７ 条例等の位置付け 

 ８ その他 

 

問４ 問３で「その他」と回答された方は、具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

裏面につづく 
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問５ 講演会で参考になったことは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

問６ 講演会の感想をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

◎ご協力ありがとうございました。 

 アンケート結果につきましてはホームページ等でお知らせします。 

 

 


