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速水速水速水速水 俊裕俊裕俊裕俊裕



索引索引索引索引

Ⅰ．相模女子大学の紹介

Ⅱ．国、文科省等の動向

Ⅲ．管財課の業務

Ⅳ．管財課業務管理の考え方

Ⅴ．管理方法（例）



大学院大学院大学院大学院 栄養科学研究科栄養科学研究科栄養科学研究科栄養科学研究科

大大大大 学学学学 学芸学部学芸学部学芸学部学芸学部 ・・・・ 日本語日本文学科日本語日本文学科日本語日本文学科日本語日本文学科

・・・・ 英語文化英語文化英語文化英語文化コミュニケｰションコミュニケｰションコミュニケｰションコミュニケｰション学科学科学科学科

・・・・ 子子子子どもどもどもども教育学科教育学科教育学科教育学科

・・・・ メディアメディアメディアメディア情報学科情報学科情報学科情報学科

・・・・ 生活生活生活生活デザインデザインデザインデザイン学科学科学科学科

人間社会学部人間社会学部人間社会学部人間社会学部 ・・・・ 社会社会社会社会マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント学科学科学科学科

・・・・ 人間心理学科人間心理学科人間心理学科人間心理学科

栄養科学部栄養科学部栄養科学部栄養科学部 ・・・・ 健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科

・・・・ 管理栄養学科管理栄養学科管理栄養学科管理栄養学科

短期大学部短期大学部短期大学部短期大学部 ・・・・ 食物栄養学科食物栄養学科食物栄養学科食物栄養学科 小計小計小計小計 3,938人人人人

相模女子大学紹介相模女子大学紹介相模女子大学紹介相模女子大学紹介

高等部高等部高等部高等部 小計小計小計小計 1,200人人人人

中学部中学部中学部中学部 小計小計小計小計 480人人人人

小学部小学部小学部小学部 小計小計小計小計 420人人人人

幼稚部幼稚部幼稚部幼稚部 小計小計小計小計 350人人人人

合計合計合計合計 6,388人人人人

認定子認定子認定子認定子どもどもどもども園園園園（（（（平成平成平成平成28年年年年4月開園予定月開園予定月開園予定月開園予定））））



学園事務部学園事務部学園事務部学園事務部

総務課総務課総務課総務課

人事課人事課人事課人事課

経理課経理課経理課経理課

管財課管財課管財課管財課

企画広報課企画広報課企画広報課企画広報課

情報情報情報情報システムシステムシステムシステム課課課課

併設事務課併設事務課併設事務課併設事務課

相模女子大学紹介相模女子大学紹介相模女子大学紹介相模女子大学紹介

大学事務部大学事務部大学事務部大学事務部

入試課入試課入試課入試課

教務課教務課教務課教務課

学生支援課学生支援課学生支援課学生支援課

キャリアキャリアキャリアキャリア支援課支援課支援課支援課

教育研究推進課教育研究推進課教育研究推進課教育研究推進課

学術情報課学術情報課学術情報課学術情報課

理事会理事会理事会理事会

事務局長事務局長事務局長事務局長

事務組織事務組織事務組織事務組織



出展：文部科学省「学校基本統計」（平成２７年度は速報値）



最近の政府、文部科学省の動向
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・・・・教育再生実行本部教育再生実行本部教育再生実行本部教育再生実行本部

①①①①第第第第1111次提言次提言次提言次提言（（（（25.4.825.4.825.4.825.4.8）））） 「「「「成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略にににに資資資資するするするするグローバルグローバルグローバルグローバル人材育成部会人材育成部会人材育成部会人材育成部会」」」」

②②②②第第第第2222次提言次提言次提言次提言（（（（25.5.2325.5.2325.5.2325.5.23）））） 「「「「平成平成平成平成のののの学生学生学生学生のののの大改革部会大改革部会大改革部会大改革部会」「」「」「」「大学入試大学入試大学入試大学入試のののの抜本部会抜本部会抜本部会抜本部会」」」」

「「「「新人材確保法新人材確保法新人材確保法新人材確保法のののの制定部会制定部会制定部会制定部会」」」」

③③③③第第第第3333次提言次提言次提言次提言（（（（26.4.2526.4.2526.4.2526.4.25）））） 「「「「教育再生推進法教育再生推進法教育再生推進法教育再生推進法のののの制定制定制定制定」」」」

④④④④第第第第4444次提言次提言次提言次提言（（（（27.5.1227.5.1227.5.1227.5.12）））） 「「「「チームチームチームチーム学校部会学校部会学校部会学校部会」「」「」「」「高等教育部会高等教育部会高等教育部会高等教育部会」」」」

・・・・教育再生実行会議教育再生実行会議教育再生実行会議教育再生実行会議

①①①①第第第第1111次提言次提言次提言次提言（（（（25.2.2625.2.2625.2.2625.2.26）））） 「「「「いじめいじめいじめいじめ問題等問題等問題等問題等へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて」」」」

②②②②第第第第2222次提言次提言次提言次提言（（（（25.4.1525.4.1525.4.1525.4.15）））） 「「「「教育委員会制度等教育委員会制度等教育委員会制度等教育委員会制度等のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて」」」」

③③③③第第第第3333次提言次提言次提言次提言（（（（25.5.2825.5.2825.5.2825.5.28）））） 「「「「これからのこれからのこれからのこれからの大学教育等大学教育等大学教育等大学教育等のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて」」」」

④④④④第第第第4444次提言次提言次提言次提言（（（（25.10.3125.10.3125.10.3125.10.31）））） 「「「「高等学校教育高等学校教育高等学校教育高等学校教育とととと大学教育大学教育大学教育大学教育とのとのとのとの接続接続接続接続・・・・大学入学者選抜大学入学者選抜大学入学者選抜大学入学者選抜のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて」」」」

⑤⑤⑤⑤第第第第5555次提言次提言次提言次提言（（（（26.7.326.7.326.7.326.7.3）））） 「「「「今後今後今後今後のののの学制等学制等学制等学制等のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて」」」」

⑥⑥⑥⑥第第第第6666次提言次提言次提言次提言（（（（27.3.427.3.427.3.427.3.4）））） 「「「「学学学学びびびび続続続続けるけるけるける社会社会社会社会、、、、全員参加型社会全員参加型社会全員参加型社会全員参加型社会、、、、地方創生地方創生地方創生地方創生をををを実現実現実現実現するするするする教育教育教育教育のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて」」」」

⑦⑦⑦⑦第第第第7777次提言次提言次提言次提言（（（（27.5.1427.5.1427.5.1427.5.14）））） 「「「「これからのこれからのこれからのこれからの時代時代時代時代にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質････能力能力能力能力とととと、、、、それをそれをそれをそれを培培培培うううう教育教育教育教育、、、、教師教師教師教師のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて」」」」

⑧⑧⑧⑧第第第第8888次提言次提言次提言次提言（（（（27.7.827.7.827.7.827.7.8）））） 「「「「教育立国実現教育立国実現教育立国実現教育立国実現のためののためののためののための教育投資教育投資教育投資教育投資････教育財源教育財源教育財源教育財源のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて」」」」



・・・・第第第第8888期中央教育審議会期中央教育審議会期中央教育審議会期中央教育審議会

①①①①教育振興基本計画部会教育振興基本計画部会教育振興基本計画部会教育振興基本計画部会

②②②②実践的実践的実践的実践的なななな職業教育職業教育職業教育職業教育をををを行行行行うううう新新新新たなたなたなたな高等教育機関高等教育機関高等教育機関高等教育機関のののの制度化制度化制度化制度化にににに関関関関するするするする特別部会特別部会特別部会特別部会

③③③③大学分科会大学分科会大学分科会大学分科会

・・・・大学教育大学教育大学教育大学教育のののの質的転換質的転換質的転換質的転換についてについてについてについて

・・・・大学教育大学教育大学教育大学教育のののの質保証質保証質保証質保証のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

・・・・学長補佐体制学長補佐体制学長補佐体制学長補佐体制のののの強化強化強化強化についてについてについてについて 職員職員職員職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上（ＳＤ）（ＳＤ）（ＳＤ）（ＳＤ）

④④④④高大接続高大接続高大接続高大接続システムシステムシステムシステム改革会議改革会議改革会議改革会議

⑤⑤⑤⑤教員養成制度改革教員養成制度改革教員養成制度改革教員養成制度改革（（（（教員教員教員教員のののの資質能力向上特別部会資質能力向上特別部会資質能力向上特別部会資質能力向上特別部会））））

⑥⑥⑥⑥大学大学大学大学ポートレートポートレートポートレートポートレート事業事業事業事業
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・・・・そのそのそのその他他他他のののの課題課題課題課題

①①①①学校教育法学校教育法学校教育法学校教育法のののの一部改正一部改正一部改正一部改正（（（（27.4.127.4.127.4.127.4.1））））内部規則等内部規則等内部規則等内部規則等のののの総点検総点検総点検総点検

②②②②労働契約法労働契約法労働契約法労働契約法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律

③③③③学校法人会計基準学校法人会計基準学校法人会計基準学校法人会計基準のののの改正問題改正問題改正問題改正問題

④④④④就職活動時期就職活動時期就職活動時期就職活動時期のののの後倒後倒後倒後倒しししし問題問題問題問題
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第２期のフォローアップ実施中。

第３期を来春審議開始。

具体的な制度設計を審議中。

平成２７年９月に「中間まとめ」発表。

年内に答申予定。

平成２８年度中に答申予定。

年内に答申予定。

年内に答申予定。

年内に答申予定。

大学教育の質保証の充実について審議中。

平成２７年９月に「審議まとめ」発表。

スポーツ庁設置により廃止。
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出展：文部科学省ＨＰ「第２期教育振興基本計画（概要）」



相模女子大学相模女子大学相模女子大学相模女子大学

敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積 ：：：： 約約約約１７４１７４１７４１７４，，，，００００００００００００．㎡．㎡．㎡．㎡ （（（（東京東京東京東京ドームドームドームドーム3.7個分個分個分個分））））



相模女子大学相模女子大学相模女子大学相模女子大学

• 施設総面積施設総面積施設総面積施設総面積 ：：：： 83,581.96㎡（㎡（㎡（㎡（内大学系内大学系内大学系内大学系 ：：：： 44,244.77㎡）㎡）㎡）㎡）

キャンパス内に３３を超す施設 １階～６階まで

①マーガレット本館（事務・教室棟）、

②マーガレットホール

（事務・学生食堂・多目的ホール棟）、

③１号館（教室棟）、④２号館（実習棟）、

⑤３号館（教室棟）、⑥４号館（教室棟）、

⑦５号館（実習・研究室棟）、

⑧６号館（実習教室棟）、

⑨７号館（教室棟）、

⑩８号館（実習・研究室棟）、

⑪９号館（実習・研究室棟）、

⑫１０号館（事務・研究室棟）、

⑬１１号館（教室棟）、

⑭大学体育館、⑮附属図書館、

⑯中高等部本校舎、

⑰中高等部第２・３校舎、

⑱小学部本校舎、

⑲幼稚部園舎、

⑳茜館

Ⅰ=正門、Ⅱ=フランス庭園、
Ⅲ=ビオトープ、
Ⅳ=百年桜、
Ⅴ=大学グラウンド



管財課管財課管財課管財課のののの業務業務業務業務

主な２つの主軸

管理部門 資産管理 大学（学園）が所有する土地・建物・

機器・備品管理

施設管理 建物の新設・改修・修繕、

施設・設備等の維持管理、防災等

物品管理 各種物品、施設等の貸出

環境管理 屋内・外環境（光・熱・水）、冷暖房

の調整、通信

業務委託 植栽整備、清掃業務

調達部門 物品の調達・廃棄、リース契約



キャンパス・ファシリティマネジメント

土地

交通施設

・道路通路

・交通標識

・駐車場

・駐輪場等

工作物等

・樹木等

・ベンチ等

・池水路等

・共同溝

・緑地

・広場等

基幹設備

・電力引込

・水道

・ガス供給

・配水管

建築物

構造体

・RC
・SRC
・S
・木造等

内外装

・屋根

・外壁

・建具

・間仕切

・床

・壁

・天井等

設備

・電気設備

・給排水設備

・空調設備

・昇降機

・防災設備

・情報設備等

備品等

・実験機器

・家具什器

・情報機器等

ファシリティ

利用者

教職員・学生・生徒・児童・園児・地域社会

環境

ファシリティの提供環境 排出物等

採光 遮音 温湿度 塵埃防除 害虫駆除 騒音 ＣＯ2 臭気 排水・廃液

色 グリーン 水 室内空間 屋外空間 各種道具 排気 廃熱 廃棄物 危険物



キャンパス・ファシリティマネジャーのミッション

ガイドブック

各種手法

相談支援

愛校心

信念

自信

満足感

大学の発展

継続性

評判

社会貢献

内部要因

・理念・ミッション

・校風

・財務状況

・人間関係

・施設状況

・規定

外部要因

・環境問題

・少子高齢化

・18歳人口の激減

・進学率の上昇

・ユニバーサル化

・規制緩和・強化



管財課管財課管財課管財課・・・・管理管理管理管理のののの手法手法手法手法 ①①①①

• 管財課の全ての業務に通じる手法

役に立たない仕事の排除

１．管理の役に立てない管理資料の作成

２．結論の出せない会議

３．決定事項を意欲的に実行しないこと

４．他部門の真似をしているような仕事ぶり

５．情報を使いこなせない管理体制

６．一日の作業の進捗状況や歩掛かりの取れない報告書

７．１ヶ月分まとめて送られる日報



管財課管財課管財課管財課・・・・管理管理管理管理のののの手法手法手法手法 ②②②②

• 管財課に必要な科学的管理方法（テイラー・システム）

事実（実績）で確かめる

事実をデータ（数字）でまとめる

データに基いて予測、確かめながら進める

• TQＭ（Total Quality Ｍanagement）…総合的品質管理

• ＱＣ（Quality Control）品質管理

• ネットワーク（合理的管理手法）…工程管理

• Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ（管理の輪）

• VA（Ｖａｌｕｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ）価値分析

• VE（Ｖａｌｕｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）価値工学

• シナジー効果

• ドミナート戦略



総合的品質管理総合的品質管理総合的品質管理総合的品質管理 TQM（Total Quality Management）

各課各課各課各課ののののトップトップトップトップののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップのもとのもとのもとのもと、、、、組織組織組織組織がががが一丸一丸一丸一丸となりとなりとなりとなり、、、、問題解決問題解決問題解決問題解決やややや品質品質品質品質

改善改善改善改善にににに努努努努めるめるめるめる手法手法手法手法

１１１１．．．． 基本的な考え

ＰＤＣＡを回す

プロセスで作り込む

再発防止策を練る

データで語る

2. プロセスの改善手法

５Ｓ

標準化

問題解決のステップ

ＱＣ七つ道具

統計的方法

3. 組織の改善手法

ＱＣサークル活動

プロジェクトチーム

改善提案制度

方針管理

日常管理

機能別管理

トップ診断



• ＱＣＱＣＱＣＱＣ活動活動活動活動 ＱＣ（Quality Control）

品質保証行為の一部をなすもので、部品やシステムが決められた要求

を満たしていることを、前もって確認するための行為

• ５Ｓ

ローマ字表記で、「Ｓ」で始まることから「５Ｓ」と言われる「品質管理」、「品質改

善」、「日常業務」の基本となる活動

１．整理（ＳＥＩＲＩ） ムダを発見しムダを排除する

２．整頓（ＳＥＩＴＯＮ） 効率よく仕事ができる

３．清掃（ＳＥＩＳＯＵ） 職場環境を良い状態に維持管理

４．清潔（ＳＥＩＫＥＴＵ） 改善が可能となる

５．躾け（ＳＨＩＴＵＫＥ） 指示を仰がず自主的にできる



• 新新新新ＱＣＱＣＱＣＱＣ七七七七つつつつ道具道具道具道具 言語情報や文字情報により問題の方向性を見出す手法

（定性的分析） …（定量的分析もある）

１１１１．．．．親和図法親和図法親和図法親和図法

言語データを、グループ分けし、「整理」・「分類」・「体系化」する方法

２２２２．．．．連関図法連関図法連関図法連関図法

原因と結果、目的と手段など絡み合った問題を論理的に解明する方法

３３３３．．．．系統図法系統図法系統図法系統図法

目的と手段を系統づけて対策を整理する方法

４４４４．．．．マトリックスマトリックスマトリックスマトリックス図法図法図法図法

２つの要素を「行」と「列」に並べ、その対応関係を整理する方法

５５５５．．．．アローダイアグラムアローダイアグラムアローダイアグラムアローダイアグラム

「各作業の関係」と「日程の繋がり」を明確にする方法

６６６６．．．．ＰＤＰＣＰＤＰＣＰＤＰＣＰＤＰＣ法法法法

目標達成までの不測の事態に対応した代替案を明確にする方法

７７７７．．．．マトリックスデータマトリックスデータマトリックスデータマトリックスデータ解析法解析法解析法解析法

２つ以上のデータを解析することで、傾向が一目でわかる方法



合理的管理手法合理的管理手法合理的管理手法合理的管理手法 ネットワークネットワークネットワークネットワーク運用管理運用管理運用管理運用管理

プロジェクトの全工程を最短時間で完了するために重要な作業

経路（クリティカル-パス）を用い、業務を効率的に標準化して作

業工程を分析・管理する手法。

日時に影響を与える作業や、重点管理をしなければならない作

業を明確にする利点がある



管理管理管理管理ササササイイイイクルクルクルクル（（（（デミングサークルデミングサークルデミングサークルデミングサークル））））

• Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクルの活用

• ＰＰＰＰlan・・・仕事をする前に、充分に計画を練る

• Do ・・・・計画にもとづいて実行する

• Cheek ・結果が計画通りか確かめる

• Action・・計画通りであれば続行し、計画と違えば、原因を調
べ、改善処置をとる

繰繰繰繰りりりり返返返返しししし回回回回すことですことですことですことで改善改善改善改善をするをするをするをする



ＶＥＶＥＶＥＶＥ・・・・ＣＤＣＤＣＤＣＤをををを知知知知るるるる

• ＶＥとは（Ｖａｌｕｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）＝価値

物事の必要とする機能を下げずにコストを下げること

最低のコストで必要な機能を確実に果たす努力

• ＣＤとは（Ｃost Ｄown）

生産原価を下げること

• Ｆunction（機能）

用途の為に果たす役目

※ コストの発生するもの全てがVEの対象となる



価値価値価値価値をををを高高高高めるめるめるめる

• 価値の相関関係

• Ｖalue＝価値
• Function＝機能
• Cost＝価格

価値を表す計算式

Ｖ＝Ｆ／Ｃ

価値を高めるためには

価値は機能をコストで除したもの



施設管理施設管理施設管理施設管理のためののためののためののための保全計画保全計画保全計画保全計画

• 「年度保全計画」と「中長期保全計画」

一年の点検・保守・清掃や修繕などのスケジュールをまと

めた「年度保全計画」（毎年作成する）と、大規模修繕や設

備部材などの更新計画をとりまとめた「中長期保全計画」（５

年以内にごとの更新）を記録する

• 保全台帳

建築物などの概要、点検結果、修繕履歴等を記録する



年度保全計画年度保全計画年度保全計画年度保全計画のののの注意点注意点注意点注意点

• 施設管理を部位ごとに行うことは、簡単ではあるが

オーバーメンテになり、改善が進みにくい

１．施設は多くの部位から構成

部位により劣化速度や信頼性が異なる

２．部位ごとの弱点を明確にすると、部位の改良に

より保全周期の延長ができる

３．各部位の長所・欠点など保全内容を知らないと

改善が進まない



長期計画長期計画長期計画長期計画をををを施設別施設別施設別施設別、、、、作業別作業別作業別作業別にににに計画検討計画検討計画検討計画検討するするするする

• 保全業務を継続的に向上させるには、単に作業を

やった、やらないの星取表の作成では計画検討に

ならない

１．現状の認識・課題を明確にすることが必要

２．施設重要度ランク付け・保全基準をシステム的

に行い、ヒューマンエラーを回避する

３．保全計画リストとの連携を図り、効果的な長期

計画を構築する



年度保全計画書年度保全計画書年度保全計画書年度保全計画書（（（（記入例記入例記入例記入例））））



中長期保全計画書記入例中長期保全計画書記入例中長期保全計画書記入例中長期保全計画書記入例



点検記録記入例点検記録記入例点検記録記入例点検記録記入例



冷暖房換気運転日誌冷暖房換気運転日誌冷暖房換気運転日誌冷暖房換気運転日誌



機械換気設備点検記録簿機械換気設備点検記録簿機械換気設備点検記録簿機械換気設備点検記録簿



空気環境測定記録表空気環境測定記録表空気環境測定記録表空気環境測定記録表



照明器具点検記録表照明器具点検記録表照明器具点検記録表照明器具点検記録表



点検及点検及点検及点検及びびびび確認記録表確認記録表確認記録表確認記録表１１１１．．．．



• On the back cover of their final issue was a photogra
ph of an early morning country road, the kind you mig
ht find yourself hitchhiking on if you were so adventur
ous. Beneath it were the words: "Stay Hungry. Stay F
oolish." It was their farewell message as they signed 
off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wis
hed that for myself. And now, as you graduate to begi
n anew, I wish that for you.

• Stay Hungry. Stay Foolish.

スティーブ・ジョブズ

スタンフォード大学の卒業式での講演（2005.6.12）

アップルコンピューターとピクサーアニメーションスタジオのCEO



ご清聴ありがとう ございました。

相模女子大学イメージキャラクター「さがっぱジョー」


