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築谷敏雄 

 

会派港みらい視察及び研修報告書 

  

視察及び研修日：平成 27 年 8 月 19 日、２０日 

 

１）、 平成 27 年 8 月１９日（水） 

 

★ 視 察  沖縄美ら海水族館  

 視察時間  １４：５０～１６：３０（１時間４０分） 

担当対応者 ： 一般財団法人 沖縄美ら島財団 

           水族館事業部 部   長     宮原弘和  

                  参   事     照屋修二  

                  参事兼営業ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 照屋 格   

① 広報担当部より説明等や質疑 （４０分） 

② 館内見学          （６０分） 

〒905-0206 沖縄県国頭郡本部町石川４２４ 

     TEL ０９８０－４８－３７４８ 

 

２）、 平成 27 年 8 月 20 日（木） 

 

★ 研 修  公共施設マネジメント 集中講座 

 講 師 ： 東洋大学経済学研究科 客員教授   南  学 

 

① 失敗しない公共施設マネジメント   １０：００～１２：３０ 

②  「拡充」から「縮充」へ      １４：００～１６：３０ 

    （会場）沖縄県青年会館 〒900-0033 沖縄県那覇市久米 2-15-23  

TEL０９８-８６４-１７８０  

 

※ 参加者 ： 荒井秀行・永井 章・佐名木知信・築谷敏雄 



【 視察内容 】 

 

１）、沖縄美ら海水族館                   報告者：築谷敏雄 

 

この水族館は、元々、沖縄海洋博覧会の会場跡地の海洋博公園（国営公園）

の水族館施設としてスタートし、老朽化のために平成 14 年 11 月に２代目の

水族館「沖縄美ら海水族館」として新たにスタートした。自然豊かな沖縄の

海をそのまま展示するコンセプトのもと、「沖縄の海との出会い」をテーマに

南西諸島・黒潮の海に生きる多種多様な水圏の生き物達との出会いの場を創

出し、「サンゴ礁の近海」、「黒潮の海」、「深海」の３つを大きな  テーマとし

て、沖縄の海を「楽しみながら学ぶ事のできる」展示を目指している。  

リニューアル後、年間約 300 万人の全国第１位の入館者数を誇り、 7,500

ｔの世界で 6 番目に大きい水槽を保有する水族館である。沖縄県の観光入域

客数（約 580 万～ 590 万人）の約半分が入館していることになる。家族連れ

や修学旅行生が多く、県内 20％、県外 75％、国外 5％で最近は国外の特に

台湾、香港、中国など東南アジアからの入館者が多く増えているのが特長的

である。このように多くの入館者が来る要因は、圧倒的にリピーターが多く

5 割がリピーターである。その要因となっている水族館の取り組みとしては、

展示関係では、常にニュースリリースを発信して、話題性を作って、新しい

生物が入手したらすぐリリースをしてマスコミ関係に配信している。また、

年に３回程度の企画展を行い、新しい新種、話題・トピックスを常に提供し

ている。更にそれを支援する形で、広報企画、特に旅行会社と連携して成約

してくれる場合の特典（グッズ関係）を提供するなどの連携を行っている。

オール沖縄の観光誘致としてＰＲしてもらっているので、水族館としても積

極的に協力、連携して水族館のＰＲに努めている。また、駐車場は、1,500 台

収容できるが足りない状況にある。旅行会社とのタイアップも常に図ってい

る。一方で、常時アンケート（出口調査）をとって、要望や改善をすぐ繋げ

ていくようにしており、サービス向上にも努めている。また、ジンベイザメ

の繁殖を目指した取り組みや、県内、県外の大学、研究機関との共同研究も

行っている。今後の方向性については、水族館には生き物、展示生物があっ

て、そのまわりに様々なサービスや施設を配することとしており、やはり今

後も展示、生物の充実、また新たな繁殖や普及啓発の取り組みなどで継続的、

発展的に運営していくことである。確かに国からの予算を確保し、予算面を

はじめとする体制がかなり充実強化されているため、安心して運営出来るこ

とが背景にあるとはいえ、謙虚に地道に水族館独自で様々な入館客誘致の取

り組みをしていることは評価できると考える。また、普段は入れない、バッ

クヤードを体験見学コースとして実施している。今回ご厚意で見学させて貰

い、施設の維持や飼育・繁殖についての難しさを垣間見ることが出き、貴重



な体験をさせてもらった。こう言った試みも水族館を理解してもらうために

も必要ではないかと考える。  

本市においては、県と市で水族館についてまだ調査の段階であるが、この

視察において、沖縄美ら海水族館とは随分と次元が違うようだが、しかしな

がら、大・小関係なく水族館のコンセプトやプロモーションをしっかりとし

た取り組み等、学ぶところはあるように考える。本市の水族館建設について

は流動的ではあるが、多方面に渡って十分な調査が必要であると考える。  
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【 研修内容 】  

 

２） 公共マネジメント 集中講座  

①  失敗しない公共施設マネジメント 

②  「拡充」から「縮充」へ 

     

 

 

① 失敗しない公共施設マネジメント          報告者 ： 築谷敏雄 

 

公共施設の老朽化は、いつでも市民の生命と財産を脅かす「時限爆弾」であるとい

う。平成 18 年ふじみ野市のプールで小学 2 年の児童が吸込口から吸いこまれ死亡す

る事故があった。民間事業者に業務委託されていたが、裁判では市の担当職員が業務

上過 失致死罪となりその人は職を失った。財政上の理由でメンテナンスが不十分だっ

た状態でも、こと「安全」に関する限り免責の理由にはほとんどならない。笹子トン

ネルの天井板崩落事故も同様だ。今、全国にある公共施設が同じような危機に直面し

ているが、「施設の白書」を作っても改革はまったく進んでいない。行政財産は各部局

の縦割り構造であり、行政目的別に個別台帳で管理されている。つまり、各自治体に

おける道路等のインフラや、市営住宅や学校を含めた公共施設の総合的な資産データ

がないのである。国が要請している「公共施設等総合管理計画」は、その全体把握と

人口減少による利用需要の変化に対応せよというものだ。しかし、自治体アンケート

調査によると、全国で約半分くらいの自治体は「どう取り組んでよいか判らない」と

答え、4 分の１は「コンサルへ頼む」というのが実態である。とはいえ、基礎データ

の把握は必要である。それが「固定資産台帳」の整備である。これが出来れば「公共

施設マネジメント」が体系付けられる。これからの自治体は、今までのような施設の

「運営」から「経営」へ発想を転換しなければならない。流山市はその転換に成功し

ている。行政改革の根幹的課題として考え「公共施設等総合管理計画」は「走りなが

ら考える」ものだと思う。10 年(実際には 50 年を目標に考える)以上の計画と条件を

付けているが果たしてどうか。数年先にどのような変化があるか誰も判らない。だか

ら計画もフレキシブル（ＰＤＣＡが回るよう）なフィードバック型計画にすべきだ。

これからの公共施設を私は「縮減」するのではなく、施設の機能を充実させて「縮充

（しゅくじゅう）」すると言っている。いま資源活用の発想転換が問われている。   



総務省の公共施設に関する除却債や総合管理計画の策定要請に記された内容に左右 

されることなく、自治体は自ら考えるしかない。千葉県流山市では FM 推進室が組織

されたが、これだけではこの問題に対応できない。武雄市図書館・武蔵野プレイスなど

図書館一つ とっても公共施設は創意工夫で大きく変わる。 「直営 vs 民間委託」など

と議論している場合ではなく、運営やサービスと施設管理をわけ、知恵と発想を少し変

えて、公共施設の問題に取組んでいかなければならない。 

  

○ 以下、事故例や先進地事例等を明記する。 

 

 ・インフラ・公共施設は（自治体の抱える）時限爆弾だと言われている。ピーク時に一気

に建設されたものが更新のピークを迎えているが、マンションのように修繕積立金もな

く、予算要求してもうまく予算化されてはこなかった。こういったなかでバブル崩壊・ 

失われた 20 年が訪れたため、今後、大きな問題が発生する。  

 

・ふじみ野市のプールの取水口に子どもが吸引されて亡くなる事故が発生した。管理委託

（で適正管理）していたはずの取水口の金網が外れて、かつ監視業務も管理委託業者が 

勝手に再委託しており対応が後手に回った。刑事事件として立件されたのは当時の公園

の管理課長と係長である。係長は地裁・最高裁まで争ったが執行猶予付きの禁固刑が確

定し、懲戒処分で職を失った。一方で管理業 者の処分は略式起訴で 1,000 千円のみの

支払いで終わっている。  

 

・笹子トンネルの事故では、3 日後に業務上過失致死傷罪で中日本高速道路に捜索が入っ

た。メンテナンスが 10 年以上的確に行われていなかったことが明らかになり、今後、

刑事事件として立件されるであろう。  

 

・時限爆弾とは物理的な劣化だけでなく、可能性は低いが（事故が発生して立件された場

合は）刑事上の責任は職員がおわなければいけないことも意味する。  

 

・老朽化したら改築すれば良いと考えるわけだが、残念ながら財源がない。同規模同用途

で建て替えようと思うと、当時の建設費と同額を確保しただけでは建て替えはできない。 

多くの自治体で 30%程度の施設総量の圧縮が必要だと言われているが、実際にやろう

とすると難しい。  

 

・流山市は有料広告や ESCO などをやっているが、この先は学校にどのような用途を組

み入れていけるか（複合化していけるか）が勝負である。流山市では少しずつ始めてい

るので最先端だと思うが、面積の圧縮についてはこれからの課題だろう。施設総量の圧

縮 以外でも財源の確保の方法はあるが、（それだけでは不十分で）圧縮は避けられない。  

 



・流山市の公表されている財務諸表を見せてもらった。比較的ましなほうにはいるが、臨

時財政対策債がここ数年で増えているのが気になる。  

 

・バブル期以降、（日本全体で）借金をして景気対策（公共事業）をしてきたが、景気は回

復せず借金だけが増加した。このなかで臨時財政対策債が増えてきている。交付税の必

要額に足りない分は国の交付税特別会計の借入で補ってきたが、これが限度になった結

果が臨時財政対策債である。赤字国債と同じ状況になっている。このような中で建設費

を確保するのは難しい。人口増が続いて比較的余裕のあるはずの流山でも、財政は火の

車になりつつある。待ったなしで統廃合や縮減を図っていかなければいけない。 

  

・総務省は公共施設に関する除却債の制度をつくったが、これはとんでもない。建設国債

は後の世代が（当該施設・インフラの）恩恵を受けるので理論的に合致するが、除却債

は（解体して）無くなってしまうものを後年度負担にする制度でもある。自治体は除却

債の適用は、維持管理費とのバランスで慎重に検討すべきだ。  

 

・財務諸表でみると、ほとんどの自治体が純資産を計上しているが、これが徐々に減って 

いる。既に 400 兆円の債務超過に陥っている国もいつ破綻するかわからない。自治体

は 自立するしかない。財務諸表をみれば現況がわかる。  

 

・計画をつくった自治体はあるが、みんな立ち止まっている。理論的にわかっても実践し

ようとすると利用者などに必ず反発される。彼らをどう説得するのか、誰も経験してい

ない。計画どおりにいった試しがない。数百ある施設を実践的なものとして形にしてい 

る（統廃合を進めている）自治体はない。  

 

・某市では 4 年間かけて公共施設マネジメントのアクションプランをつくったが、今年

度は実践するプロジェクトがゼロ、来年度に小学校の統合を考え始めるだけである。全

部 先送りしている。 

  

・某市は施設白書もずさんだが、再配置計画もずさんである。施設所管課の意見を聞いて 

つくったが全ての施設が現状維持となった。その後、内部の検討を経て総量 20%削減の 

プランをつくったが、最初の 10 年間はゼロで何もやらないことになっている。  

 

・流山は最先端だと思うが、（このような統廃合は）FM 推進室だけではできない。学校

にどう施設を集約するのか、公共施設の管理の仕方を変えるのか、行革そのものである。 

業者や議会とドンパチもして説得しなければいけない。 

  

・施設の所管課は自分の（管理する施設の）予算や人員も差し出さなければいけない。こ

のコーディネートをするのが FM 推進室であり、最前線に立つのが各施設を所管する



職員である。  

 

 

・施設白書をつくる自治体が増えているが、（膨大な資料を収集・分析する）白書づくりで

疲れてしまう。せっかく施設白書をつくって年度計画を立てても思うようにはいかない。

直近の数年間は具体的な計画をつくりつつ、あとは走りながら考える、試行錯誤をしな

がら進むしかない。  

 

・4 月には総務省から公共施設等総合管理計画に関する要請も出されているが、国は自治

体に遅れること数年でこのような要請を出してきた。この中身（策定にあたっての指針） 

は机上のプランとなっており、（総合管理計画）をつくるだけで 3 年はかかるだろう。

割り切って、当面の精緻な計画以外は、中長期計画は曖昧にした計画にしたほうが良い。 

  

・行政財産は原則として、それぞれの部局で管理することになる。これを一元管理する必

要があるが、これは流山市ではできている。  

 

・流山を含めて多くの自治体では学校が公共施設全体の半数を占めるが、学校にいろんな 

用途を詰め込まないと 30%の削減はできない。施設や居室には様々な名称がつけられ

ているが、機能は別の形になっている。市民はわかっていて、自分の都合に合わせて好

き なところを選択して使っている。  

 

・学校は週休 2 日、夏休みなどの長期休暇、授業時間などを考慮すると時間全体の 16.8%

しか使っていない。さらに体育館や教室など全ての居室を常に使っているわけでないの

で、実稼働率は 10%程度であろう。 

 

・セキュリティの問題などで学校は単独でなければならない（複合化はできない）という

思想がある。空き教室でなく余裕教室というのが実態である。「空き教室」としてデー 

タを取ると 0％で回答が返ってくる。しかし、「余裕教室」で良いからデータをとると、 

某市では 100 教室、公民館の 1.2 倍の面積になる。（大々的にいきなりできなくとも、） 

学校の中に少しでも他の用途を持ってくることができれば、大きな一歩になる。  

 

・校長先生が学校を管理している状態では、複合化はなかなか進まない。校長から学校管

理の業務を市に移管すると、進むこともあるだろう。このことによって、学校の校長は

施設管理者からユーザーの立場になるので、強い立場になりうる。雑用に追われて本来 

業務ができない状態からも脱却できるので有益であろう。  

 

・学校の体育館や運動場の開放は、普通に運営すると利用調整などの結果、既存団体でい

っぱいになってしまうが、総合型地域スポーツクラブとして気軽に地域の誰もが使える



ようにする方法もあるだろう。 

  

 

・愛知県半田市では中学の体育館を社会教育施設として整備し、総合型地域スポーツクラ

ブが指定管理者となって運営・管理している事例がある。有料で地域の方々が気軽にス

ポーツを楽しみ、さらに学校の部活動まで引き受けている。スポーツクラブをやるため

にはクラブハウスが一番重要である。シャワー室・更衣室があると災害時の避難所とし

ても役に立つ。阪神淡路大震災で避難所を訪れたが、避難所の居住環境は大変なもので

あった。クラブハウスを併設し、総合型地域スポーツクラブに管理運営を委ねるのは、

そういった面でも役に立つ。  

 

・図書館は日常的に市民が使う施設であるが、図書館の機能は本を借りるだけでなく読み 

聞かせ・読書・学習など多用途である。機能別に分けることもできるだろう。  

 

・武雄市の図書館が最近は有名だが、人口 50 千人のまちで年間 1,000 千人の利用者が

訪れている。この図書館に併設されているスターバックスは全国で 4 番目の売り上げ

である。図書館もフルスペックのものである必要はないかもしれない。この図書館で

は今まで武雄市の規模では考えられなかったスターバックスを併設して、本屋のスペ

ースには 600 種類の雑誌が置いてある。この図書館は単なる図書館機能にとどまるこ

となく、武 雄市の人口増加に寄与したり、観光スポットとしても定着している。 

 

・韓国では本が一冊もない電子図書館がある。また台湾には無人図書館や自動貸出装置も 

ある。台湾では人口 30 千人に 1 つの図書館をつくる基準があるが、厳しい財政状況

の中でこうした仕組みが編み出された。今までの概念を崩す取り組みである。  

 

・某市の公民館ではホールの稼働率は低いが、リハーサル室は音楽練習室として利用率が

非常に高い。多目的室は、集会機能よりも、実態としてはスポーツ施設として使われて

いる。卓球には学校の教室がちょうど良いし、サックスの練習をするのには学校の音楽

室が適している。同市では公民館の調理室をケータリングの準備として活用している。 

飲食の制限を少し緩和するだけで劇的に公共施設の稼働率は変わる。  

 

・武雄図書館だけでなく、有料閲覧・レストラン・ダンススタジオ・青少年専用スペース

などが併設された武蔵野プレイス、前述の韓国の電子図書館など図書館のあり方ひとつ

をとっても多様になっている。  

 

・山形県西川町では町内の学校を 1 つに統合するのに合わせて学校面積の 1/4 を占める

図書館を整備している。体育館や図書館は地域の人にも使える形にして地域交流を図り

つつ文科省から 1/3 の補助をもらっている。 



  

・「直営 vs 民間委託」などといっていられない時代である。駐車違反の取締も民間がで

きる時代である。証拠集めは民間人でもでき、刑事罰を決めるのが官という業務の区分

を 導入したからだ。区分けをきちんと考えれば官民で分担できる。 

  

・図書館は民営化が馴染まないと言われているが、実情は嘱託が職員の半分である。公務 

員は半分で、そのうち半分が司書にすぎない。10 年前はほとんどが直営だったが、こ

の 10 年間でかなり変わっている。直営とか民間とか議論していること自体がおかしい。 

  

・介護保険と指定管理者は制度改革の本丸であり、介護保険は措置行政から契約制になっ

た。結果的に国民負担は増えたがサービスは向上した。指定管理者は複数年の期間設定

により専門性の高いスタッフの配置、指定期間の終了時の評価、目的を再度考えること

になる。従来の発想だと、武雄市の図書館は図書館としての評価は低いが、交流施設と

しては非常に評価が高くなる。  

 

 

※ 流山市は、まさに「公共施設マネジメント」実践の成功例であり、ＦＭにもあるよう

に、先進地事例を把握して、それを自分たちの知恵で改良するという工夫が素晴らし

く、効果としてのコスト削減に大きく寄与している。また、「固定資産台帳」の整備が

大事だと繰り返していたように、まずは資産データを総合的に「知る」必要がある。本

市も現在、「固定資産台帳」のデータ整備を行っているがまだ計画の初段階であるため、

これからの進捗状況等計画の情報にしっかりと注視して行かなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 「拡充」から「縮充」へ 

機能ベースの施設再編成 

報告者：荒井秀行 

 

〇複合施設としての公共施設 

公共施設は「設置条例」によって縦割りになっているが、「公の施設」と 

「その他の施設」に分けて考える必要がある。「公の施設」とは、住民の福祉を増進させる

ための施設で、公民館や体育館、老人福祉センター等々がある。一方「その他の施設」とし

て、限定された目的のための専用施設であり学校や庁舎がある。 

ここで、公民館と体育館について考えてみる。両方とも「公の施設」であり、条例で使用

目的と管理部局が規定されているが、当初想定していた利用形態を超えた利用が多いという

のが実態である。 

公民館は社会教育の拠点としての長い歴史を持っているが、その目的で利用されている事業

は、1割程度で、地元住民のサークル活動への貸館機能が主になっている。体育館等のスポ

ーツ施設は、特定の団体の利用がほとんどで、地域の住民が気軽に利用するスポーツ施設は、

公民館である場合が多い。 

 

公共施設の有効利用を考えたとき、学校施設利用がカギを握っている。又公共施設の総面

積の約半分程度が小中学校の施設である。この施設をどのように利用するかが焦点となる。

公共施設マネジメントの基本は、更新財源の確保にあるが、施設総面積の縮減にあることに

間違いはない。 

学校施設は、小学校だと敷地面積は１ヘクタール以上で校舎、体育館、校庭、プールなど

の諸施設を備えている。立地は人口 8,000人程度に１校の割合で設置され、その地域の中心

部にある。現在はこの学校も少子化傾向のなかで、建物に余裕スペースが発生してきており、

この活用が重要となってくることに間違いはない。 

 

時代は、拡大から縮小していく変わり目である。公共施設の拡充から縮充へと変わってい

く必要がある。 

次に公共施設の利用状況について調べてみると、利用頻度が「月に１回」以上利用する施

設の上位は、「図書館」（16.6％）、「コミュニティセンター・公民館」（13.1％）、「体育館」

（9.5％）であり、大半の施設が 10％以下である。一方利用しない市民は 70％くらいにのぼ

り、大半の市民が利用していないのです。又、交通手段は車であり、必ずしも住居の近くに

ある必要はない。 

個別の施設として、老人福祉センターの利用者数などの費用対効果を検討する必要もある。

公共施設は、「行政財産」から「市民資産」と捉えるような概念の転換が必要ある。 

「公の施設」の維持・改修・運営など総合的に検討し、統合、廃止、稼働率アップなど先



進地事例に学びながら取り組む必要がある。 

 

これまで、文化財施設は、観光的要素はあっても、社会教育施設として、「収益」は「付

随的」という理解であった。しかし、財政難の中で、文化財の価値を損なわずに、むしろ保

全を確実にするために、観光施設として活用する動きも出始めた。大阪城の指定管理者募集

が昨年６月にあった。大阪城公園パークマネジメント事業者の募集で、指定管理代行料はな

しで、大阪市に逆に２億円の基本納付金を納めることとなった。この例は、特殊事例として

も、公の施設を税金で管理運営をする発想を見直し、施設を最大限に活用することにより、

市民に収益をもたらすこととなる。 

 

以上のことから、時代の変わり目、改めて、公共施設の有り方・運営について考える必要

がある。公共施設等総合管理計画は、施設の総面積の圧縮が基本である。 

経費削減と受益者負担の見直し、民間の発想による収益事業の展開につなげ、財源を確保

するスタンスで、公共施設の有り方を検討しなければならない。・・・と考えられる。 

当市においても、公共建築物の洗い出を行い、最適維持管理と公共施設の利活用の検討に

早急に取り組み、今後建設予定の公共の施設を見据えた計画が必要であると考える。 

 

 

 

 

 



 

 

 


