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まえがき

国土交通省官庁営繕部は、多種多様な行政サービスの提供の場である官庁施設につ

いて、顧客の立場から考える「使いやすい施設」を目指している。

このため北海道開発局営繕部では、官庁施設の利用者（職員及び一般利用者）に対

し、アンケート調査により施設の満足度を把握するための『顧客満足度調査』（以下

「ＣＳ調査」という。）を実施している。

ＣＳ調査は、施設に関する満足度及び種々のニーズが施設の総合的な満足度に与え

る影響を定量的に把握し、要因を分析することで、当該施設における事業目的の達成

状況を評価することを目的としている。

また、ＣＳ調査結果を蓄積保管し容易に検索・参照できるようにすることで、今後

の施設整備における企画・設計段階へフィードバックさせ、官庁施設の顧客満足度の

向上に資することを目指している。

本研究は、北海道開発局営繕部が平成１８年度及び平成１９年度に行ったＣＳ調査

のうち、法務省関連の庁舎３件について報告すると共に、今後の施設整備についての

考察を述べるものである。

１ ＣＳ調査の経緯

「官庁施設における顧客満足度調査」は、本省官庁営繕部が『マネジメント改革』

に着手した平成１３年度から３ヵ年にわたり試行を行い、平成１６年度に調査方法に

ついて所要の見直しを行い、「官庁施設における顧客満足度調査実施マニュアル」が

平成１７年３月に策定された。

平成１７年度以降は、これに基づき新築物件だけでなく、大規模改修物件について

も調査を試行している。

２ 調査施設対象施設の概要

平成１９年度においては、苫小牧法務総合庁舎（以下「苫小牧法務総合」という。）

・札幌法務局岩見沢支局（以下「岩見沢法務」という。）・花咲港湾合同庁舎（「花咲

合同」という。）

の３施設において実

施した。また、平成

１８年度に札幌法務

局日高支局（以下「日

高 法 務 」 と い う 。）
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表- 1 調査対象施設
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を実施しており、これらのうち、法務支局の入っている３施設について考察する。調

査対象施設の概要は表－１のとおりである。

３ 調査方法及び内容

１）調査票の配布及び回収

ＣＳ調査ワーキンググループによる会議を

開催し、配布並びに回収方法について検討し

た結果、職員には管理官署の方に手渡し後、

回収したものを返送していただくこととし、

一般利用者には、来庁者が帰る際に調査票及

び返信用封筒を手渡し、郵送にて返送をお願

いした。

本省が策定しているマニュアルによれば、

「想定される回収率」は職員９割程度、一般利用者は３～５割となっている。一般利

用者は１００サンプル程度回収すべく、２５０部配布を目標とした。調査当日に混乱

が起きないように、管理官署の担当者と事前の打合せを行った。なお、日高法務では

来庁者が多く来る日を想定し実施したが、予定数配布が不可能であった。

今回の調査で配布・回収した調査票の回収結果は表－２のとおりである。

２）アンケート内容

建物に関するアンケートは、回答者にとって負担とならないように、必要事項を絞

写真- 2 苫小牧法務総合写真- 1 日高法務

写真- 3 岩見沢法務

表- 2 配布・回収結果



り込み５段階の満足度の回答に併せて、マルチアンサー＋フリーアンサー（図－１）

の子設問を設けた。

４ 評価・分析

回収した調査票は、表計算ソフトに入力し、地方局等において調査対象施設ごとの

調査項目に対して、満足度（率）の分析を行った。同時に、本省においては、各地方

局等の結果を基に全施設の平均や各項目の重要

度（総合満足度への寄与度）等の分析を行う。

更に、その結果を基に地方局等において、調査

対象施設ごとに詳細な分析を行う。

１）分析結果の読み取り方

「ポートフォリオ」形式

・ ・ ・優先順位把握のためのテーブル

①満足率・不満足率プロット（図－２）

（美点・欠点ポートフォリオ）は、各調査項目

について、満足率、不満足率を座標軸とする平

面上にプロットし、当該施設において相対的に

良い点、悪い点を把握する。

②満足度・標準偏差プロット（図－３）は、各

調査項目について、満足度と標準偏差を座標軸

とする平面上にプロットし、個人による評価の

ばらつきを把握する。ばらつきの大きい項目に

ついては、施設の状況について考察するほか、

必要に応じて二次分析においてクロス集計を行

い、ばらつきの原因を把握する。

本調査においては、満足度の平均が 3.5 以上

を“満足度が高い”と設定されている。

図- 1 アンケート内容

図- 2 美点・欠点ポートフォリオ

図- 3 満足度・標準偏差プロット



２）分析結果の読み取り例（二次分析）

①満足度・重要度プロット（ＣＳポートフォリオ

）図－４は、ＣＳモデルからの重要度（総合満足

度への寄与度）と当該施設の平均満足度との関係

を示したグラフである。

各調査項目について、重要度と満足度を座標軸

とする平面上にプロットし、当該施設において優

先的に改善すべき点、強みとなる点等を把握する。

②全施設平均比較プロット

各調査項目について、全施設平均満足度、当該

施設満足度を座標軸とする平面上にプロットし、

全体の中で当該施設が優れている点、劣っている

点を把握する（図－５）。

３）詳細調査

詳細調査は、①（全施設平均と比べて）著しく

満足度が高い（低い）項目、②評価が分かれた項

目（標準偏差の大きい項目）及び③重点的に取り

組んだ事項に関する項目等、各調査対象施設の特

徴的な項目について、評価の具体的な要因を分析

し、改善方法等の検討を行う。

５ 調査結果

日高法務は、概ね高評価

となっているが、職員では

レイアウト変更や外来者対

応などの仕事スペースにお

ける満足度が低めとなって

いる（図－６）。これは、

統廃合により職員が大幅に

異動し、当初打ち合わせし

たレイアウトを変更したた

めに不満が出たと思われる。

一般利用者では、統廃合に

より移動時間が長くなった

ことにより施設までのアク

セスの評価が分かれることになった。
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図- 4 CSポートフォリオ

図- 5 全施設平均比較プロット

図- 6 日高法務



苫小牧法務総合は、職員

及び一般利用者共に高い評

価となっている。（図－７）

これは、北海道開発局営

繕部では施設説明資料を作

成して施設の企画段階から

完成まで施設管理官署等と

協議・合意の上で整備を行

っている成果の表れとも考

えられる。

岩見沢法務は、全体的に

は、高い評価を得ているが

、職員では、レイアウト変

更、収納スペース、トイレ

等で低い評価となった。ト

イレは、職員専用トイレを

設けることができなかった

ことも要因となっている。

利用者では、安心安全総合

がやや低い評価となってい

るが（図－８）、駐車場に

おける歩車分離がなされて

いないことと移設移転に伴う

不便感のためと思われる。

各施設に共通して、フリーアンサーの中に法務支局の統廃合による施設の新築移転

及び移動時間の増長により、今までの通い慣れた施設に対して新しい施設が不便との

意見が多少あった。

６ あとがき

今回報告したのは、調査結果の一部である。各項目について更なる分析を行い、今

後の設計のフィードバックとして役立てたいと考える。この「ＣＳ調査」は営繕業務

において非常に重要な意味があり、より一層の内容の充実が求められる。

今後は、調査項目の検討やデータの蓄積を行い、図－９のようなＰＤＣＡサイクル

の確立を図り、今後の施設整備に活かすことを考えていかなければならない。

図- 7 苫小牧法務総合

図- 8 岩見沢法務



今まで同様に、企画段

階から完成するに至るま

で、この調査で得られた

データ等を基に施設管理

官署等と協議し、クレー

ムの少ない施設を目指し

ていく必要がある。

まだ、国民から「建物

が贅沢だ」「立派過ぎる」

「税金の無駄遣いだ」と

の声があるのも事実なこ

とであるため、理解され

るように今後も努めてい

きたい。

最後に、調査にご協力頂いた各官署をはじめ関係者・一般利用者及び、今回の論文

作成にあたりご協力頂いた中部地方整備局の方々に、深く感謝いたします。

参考文献： 平成１７年度 中部地方整備局 管内事業研究発表会

論文名 「顧客の視点に立つ施設整備について」

発表者 技術・評価課 施設評価係長 堀 時郎

施 工施 工 運 用運 用

設 計設 計 企 画企 画

PLAN

DO

CHECK

顧客満足度調査顧客満足度調査

今後の施設への
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ACTION

ACTION

当該施設の
運用改善等

図- 9 ＰＤＣＡサイクル


