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１．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（１）

なぜ、これはだめなの？ 現地での保全アドバイス事例シリーズ！～第５回目～

２．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（２）

BIMMS-Nによる保全実態調査入力時の参考情報

３．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（３）

保全計画・台帳は適切に作成されていますか？

４．その他

保全行政の動向と今年度の取組み

５．お知らせ

私たちが保全の窓口です！ ～平成３０年度 整備局担当者の紹介～

このメールマガジン（メールでの受信が不便な方にはＦＡＸで配信）は、国家機関、
地方公共団体、特殊法人、独立行政法人等において、施設管理に携わっておられる
方々に、施設保全の最新情報や保全技術等の各種情報をお知らせするために国土交通
省近畿地方整備局がお送りしております。

本メールマガジンについての御意見、御感想や、「How to 保全」に取り上げて欲
しい内容等の御連絡をお待ちしております。頂きました御意見等につきましては、今
後のメールマガジンの記事等に反映させていきたいと思っております。

なお、バックナンバーにつきましては、下記ＷＥＢページに掲載しております。
http://www.kkr.mlit.go.jp/build/conservation/info_kinki/index.html

保全インフォメーションきんき 編集事務局

■営繕部 保全指導・監督室

TEL：06-6443-1791

Mail : kkr-soudan-hozen@mlit.go.jp

■京都営繕事務所

TEL：075-752-0505

Mail : kkr-soudan-kyoei@mlit.go.jp
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１．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（１）

なぜ、これはだめなの？

現地での保全アドバイス事例シリーズ！～第５回目～

「現地での保全アドバイス事例シリーズ」は、昨年度に第4回までご紹介してきましたが、

今年度も継続させていただくことになりました！

ご担当されている施設の状況はどうなっているかな？と、現地の現状確認をしていただく

際の参考になりましたら幸いです。

第５回目は、「屋上排水口（ルーフドレン）の詰まり」です。

これから梅雨や台風の季節になってきます。現在、ご担当として施設の屋上はどのような

状況かご存じでしょうか。屋上は風などで運ばれてきた土や葉っぱやゴミ等が溜まっている

ことがあります。屋上の排水口に堆積した泥やゴミが溜まっていないでしょうか。

屋上の排水口に堆積した泥やゴミによって、雨水の排水機能が阻害され水溜まりが出来て

しまいます。なぜ、これはだめなのでしょうか？屋上に雨水が滞留し、劣化して弱った部分

の防水層から水が浸入し、雨漏りのおそれがあるからです。

屋上の雨水は排水口を通って外部に流れるようになっています。その機能を保つために、

排水口周りの泥やゴミを取り除くとともに、排水口の取り付け状態・腐食・破損等劣化の有

無の確認をする必要があります。

排水口は、排水不良がない状態に保全しておくことが大切になります。

今回の事例は、今年3月に刷新されました「国家機関の建築物等の保全の現況 平成30年3

月 国土交通省 大臣官房官庁営繕部『第5章に適切な保全に向けて』(p52） 」 (●1）に

平成29年度の指摘の多かった事例として紹介されています。こちらもご参考下さいますよう

お願いいたします。

(参考)

●1 「国家機関の建築物等の保全の現況 平成30年3月 国土交通省 大臣官房官庁営繕部」

国土交通省官庁営繕部のＨＰからダウンロードできます。今年度保全地区連絡会議において冊子を配布予定です。

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000005.html

【排水口（ルーフドレン）の詰まった状況】
⇒排水口の清掃を行う

【排水溝の泥やごみが溜まった状況】
⇒排水溝の泥やごみを取り除く
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２．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（２）

BIMMS-Nによる保全実態調査入力時の参考情報

①平成３０年度 保全実態調査について

今年度も官庁施設情報管理システム（BIMMS-N）による「保全実態調査」（※一部施設は、

「官庁建物実態調査」の書面調査項目も含んでいます。）の入力時期となりました。各施設

保全責任者の皆様におかれましては、整備局より依頼させて頂いております入力期間内での

報告処理をお願い致します。

この記事では、『BIMMS-N』での保全実態調査入力時の参考情報などについて、紹介させ

ていただきます。

【平成29年度 入力期間】※下記期間中に“報告処理”をお願いします。

【第一グループ】平成３０年５月２８日（月）～平成３０年７月２７日（金）

（最高裁判所、内閣府、法務省、国土交通省、環境省、防衛省）

【第二グループ】平成３０年６月１１日（月）～平成３０年８月１０日（金）

（衆議院、参議院、国立国会図書館、会計検査院、人事院、総務省、外務省、財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）

②「？」ボタンの活用

BIMMS-Nの「保全実態調査」の各ページには「 」ボタンが色々なところにあります。

この「 」ボタンをクリックすると、「入力マニュアル」の該当ページが別ウィンドウで

開き、入力項目の説明や注意点が表示されますので、是非入力の際は一度は「？」ボタンを

クリックしてみて下さい。

「？」マークボタンをクリックす
ると画面の項目に関連する説明
（入力マニュアルの該当ページ）
が表示されます。
（別ウィンドウで開きます。）



「国家機関の建築物等の点検」（パンフレット）
http://www.mlit.go.jp/common/001227427.pdf

国家機関の建築物等に必要な点検等について、対象、点検者資格、点検周期など
を一覧表にしたパンフレット。
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③「調査関連資料」の活用

メニューの「調査関連資料」で各入力マニュアルや、その他の参考資料が閲覧できますの

で、活用して下さい。

調査関連資料

資料の名称をクリックすると、閲覧できます。

ちなみに入力のためのマニュアルには
・【保全担当者用】入力マニュアル（本編）（H3004版）

→入力項目の説明、判断基準など
・【保全担当者用】入力マニュアル（資料編）（H3004版）

→入力項目に関してその他の参考情報
・【保全担当者用】操作説明書（H3004版）

→システムの操作説明書

の３つがあります。

④「法定点検等」に関する参考資料

入力項目の内、「法定点検等の実施状況」については、点検等の対象となるかの判断基準

についてマニュアルにも簡単に記載がありますが、その他の参考資料として、以下のような

資料がありますので、対象の判断に迷った際などは参照してみて下さい。



「支障がない状態の確認」（パンフレット）
http://www.mlit.go.jp/common/001227431.pdf

全ての国家機関の建築物とその付帯施設で行う必要があり「支障がない状態の確認」
について、紹介したパンフレット。
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「国家機関の建築物等の保全の現況（関係法令等）」
http://www.mlit.go.jp/common/001224843.pdf

保全実態調査の結果を基に分析・評価し、包括的にその改善意見を提示する年次報告
として公表している「保全の現況」の巻末にある資料で、法令の抜粋や法定点検等の一
覧表（パンフレットより少し詳しくなったもの）等を載せている資料。

⑤よくある間違いなどに関する参考資料

昨年度の保全インフォメーションきんきでは、よくある間違いなどについて紹介をしてい

ますので、参考にご覧下さい。

（保全インフォメーションきんき第１３５号）
Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（２）
『BIMMS-N』での保全実態調査入力～よくある間違い、注意点～

http://www.kkr.mlit.go.jp/build/conservation/info_kinki/backnumber/ol9a8v000000960f-att/135.pdf

⑥いつでもお問い合わせ下さい！

入力時に不明な点や迷う内容があれば、いつでも保全指導・監督室（06-6443-1791 担

当：中谷・石澤）、京都営繕事務所（075-752-0505 担当：染矢）までお気軽にお問い合

わせ下さい！
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３．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（３）

保全計画・台帳は適切に作成されていますか？

保全計画・台帳の作成状況について

官庁施設情報管理システム（BIMMS-N）による「保全実態調査」の調査項目に「保全の体

制及び計画」の項目があり、「年度保全計画」「中長期保全計画」「点検及び確認結果の記

録」「修繕履歴の作成」についての作成状況の調査があります。

（平成２９年度保全実態調査結果）保全計画及び記録の作成状況（近畿管内）

全体
年度

保全計画
個別施設

計画 中長期
保全計画

点検及び確認
結果の記録

修繕履歴

平均評点
81.9 - 80.0 81.5 85.4 

(71.6) - (66.8) (68.6) (73.4)

対象施設数[A]
984 984 984 984 984 

(1,015) (1,015) (1,015) (1,015) (1,015)

作成完了
施設数[B]

965 973 977 976 981 

(907) (811) (886) (891) (907)

作成率%
[B/A]

98.1% 98.9% 99.3% 99.2% 99.7%

(89.4%) (79.9%) (87.3%) (87.8%) (89.4%)

未作成施設数
19 11 7 8 3 

(108) (204) (129) (124) (108)

作成済みの内
一部作成施設数

319 - 380 349 282 

(360) - (416) (390) (324)

※下段括弧内は、前年度（平成２８年度）実績を示す。
※個別施設計画は、中長期、点検記録、修繕履歴の全てが一部作成以上で作成済み。

昨年度（平成２９年度）の調査結果について

「平成２９年度 保全実態調査結果」では、近畿管内の施設については、作成率は９９％

以上（廃止予定施設を除くほぼ１００％）となっておりますが、そのうち３割以上の施設が

「一部について作成している」という回答になっております。

これら計画、記録については適正な保全を行う上で重要な項目となりますので、「一部」

の状態は改善していく必要があります。
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「一部作成している」の判断の目安について

入力マニュアル等では「一部作成している」という状態について、判断の目安は以下のよ

うになっています。

以下の内容照らして「作成している」の状況相当の場合は「作成している」を選択して入

力して下さい。そうでない場合は、それらを改善していくようお願い致します。

【中長期保全計画】

作成方法 ： BIMMS-Nの「中長期保全計画作成」機能を使用していなくても、独自の様式、方法で

作成されている場合も「作成」「一部作成」となります。

「作成している」 ：下記の①②ともに満足している場合

「一部作成している」 ：下記の①または②の、一部でも満足している場合

① 複数棟の建築物がある場合、主要建築物について作成している。

② 建築、電気、機械の主要な部位について作成している。

＊「主要な部位」とは、以下を参照ください。

・業務上停止が許されない設備機器等、各省各庁が重要としている部位

・BIMMS-N を用いて作成した場合に機械的に表示される部位

→BIMMS-N を使用せず、建築（防水や外壁など）のみ作成しており、電気（受変電など）、

機械（空調熱源など）が一切ない場合などは、「一部作成している」。

【点検及び確認結果の記録】

作成方法 ： BIMMS-Nの「点検記録情報管理」機能を使用していなくても、紙媒体で保管している

場合も「作成」「一部作成」となります。

「作成している」 ：法定点検及び確認すべての記録がある。

「一部作成している」 ：法定点検及び確認の一部の記録がある。

→行った点検の記録を一部紛失している場合や、作成していない場合のみ「一部作成している」。

※新築建築物で、緩和規定によりすべての点検が対象外になっている場合は、新築点検及び確認の記録がな
くても「点検及び確認結果の記録が十分で、業務に活用できている」を選択してください。

【修繕履歴】

作成方法 ： BIMMS-N の「修繕履歴情報管理」機能を使用していなくても、修繕・改修工事の図面や
台帳等を紙媒体で保管している場合も「作成」「一部作成」となります。

「作成している」 ：中長期保全計画に記載した部位すべての修繕・改修工事（100 万円以上）の

記録がある、少なくとも過去５年以内に実施・完成したすべての修繕・改修

工事（100 万円以上）の記録がある。

「一部作成している」：修繕・改修工事（100 万円以上）の一部記録がある。

→修繕履歴となり得る資料の一部を紛失している場合や、確認できない場合は「一部作成している」。

※修繕や改修工事を実施していない年度については「修繕なし」の記録を残して下さい。また新築建築物で、
修繕や改修工事を実施していない場合は「修繕履歴を作成している」を選択してください。

【年度保全計画】

点検、修繕実施予定や設備業者による点検（シーズン点検を含む）等の予定を一覧表や文書で記載されてい
るものがある場合も、年度保全計画とみなしてさしつかえありません。

「作成している」 ：当該年度に行うべき予定の保全計画がすべて含まれている

「一部作成している」 ：当該年度に行うべき予定の保全計画が一部含まれている
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５．その他

保全行政の動向と今年度の取組み

近畿地方整備局 営繕部 保全指導・監督室長の野﨑です。「保全行政の動向と今年度の

取組」について、少しご紹介させていただきます。

今年度は、官庁施設情報管理システム（BIMMS-N）の説明会を大阪合同庁舎１号館におい

て、５月に開催しました。長時間の会議でしたが多数の参加をいただき感謝申し上げます。。

内容を工夫し、資料を充実させたこともあり、アンケート結果でも好評を得ましたが、更に

ご意見を反映し改善していく所存です。

保全実態調査を基に毎年、分析・評価し、公表しております「保全の現況」もまとまって

おります。年次報告として、また、保全担当者に必要な情報がコンパクトにまとめてありま

すので、活用していただくようお願いいたします。

「保全の現況」にも記載がありますが、昨今の動向として、最も重要なのがインフラ長寿

命化計画への対応です。今年度から、初めて保全にかかわる方も少なくないと思われますの

で、少し詳しく記載しますと、インフラ長寿命化計画（行動計画）において、良好な施設の

割合（総評点が８０点以上の施設）の目標を平成29年度までに80％以上とされています。官

庁施設分野における良好な施設の割合は88％（平成29年10月時点）となっており、平均で

は目標を達成しておりますが、メンテナンスサイクルを達成するため、より一層推進してい

く必要があります。他に個別施設計画の目標もあります。達成されていない官署におかれま

しては、今ひとつのご尽力をお願いいたします。インフラ長寿命化計画に関しては、過去の

「保全インフォメーションきんき」にも詳細な解説がありますので、必要に応じて参照願い

ます。

次に全国的な建築分野の保全関連の動きについて主なものを箇条書きで紹介いたします。

・平成30年版の建築保全業務共通仕様書・同積算基準・同積算要領が制定されます。

定期的に、最新の情報を盛り込んで、改定されています。

・木造庁舎の各所修繕費要求単価、維持管理費要求単価が新たに制定される予定です。

・保全実態調査結果通知の仕組みを検討しております。今年度から、ブロック官署等の

方に対して、分かり易く調査結果が表現された一覧表を送付させていただく予定です。

・「保全担当者のための応急処置ハンドブック」を作成しております。事故・災害に起

因する事象（停電や断水など）ごとの一般的な応急処置の方法について、建物利用に

関する説明書の作成例として情報提供するものです。地区連絡会議等を通じて、保全

担当の方へ配布いたしますので、活用願います。

その他、近畿地方整備局営繕部においては、今年度も引き続き、地区保全連絡会議の開催

や公共建築相談窓口等を通じて、官庁施設の保全において、皆様の支援を行いますので、お

気軽に保全に関してご相談・ご意見等をいただきたいと思っております。今年度もよろしく

お願いいたします。
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５．お知らせ

私たちが保全の窓口です！ ～平成３０年度 整備局担当者の紹介～

近畿地方整備局整備局 営繕部 保全指導・監督室、京都営繕事務所は、各省各庁、自治体

などの皆さまからの施設の保全に関する御相談（修繕に関するものも含む）はどんな内容で

も受け付けています。

保全の窓口担当者にお気軽にご連絡ください。建築、電気、機械の各分野の技術職もおり

ますので、御相談に応じて担当者が対応させていただきます！

大阪府

和歌山県

奈良県

京都府

滋賀県

福井県

兵庫県

京都営繕事務所

【管轄】京都府・滋賀県・福井県・奈

良県・大阪府の一部（高槻市・茨木

市・枚方市・交野市・三島郡）

〒606-8395
京都市左京区丸太町川端東入
ル東丸太町34番地12 京都第
2地方合同庁舎5F
（最寄り駅：京阪電鉄『神宮
丸太町駅』）

TEL 075-752-0505 
FAX 075-752-0609

かも こおじ

加茂 公嗣
（専門官）

（専門：機械）

そめや えみ

染矢 恵美
【総合窓口】

（調査・保全係長）
（専門：建築）

保全指導・監督室

【管轄】大阪府・和歌山
県・兵庫県 ただし、大阪府
の一部（高槻市・茨木市・
枚方市・交野市・三島郡）
を除く

〒530-0005
大阪市北区中之島4-1-6
（最寄り駅：京阪電鉄中之島線『渡辺橋』）

TEL 06-6443-1791
FAX 06-6443-2588

いしざわ よしなり

石澤 佳也
【総合窓口】
（専門員）

（専門：電気）

ふじい まなぶ

藤井 学
（保全指導・監督官）

（専門：電気）

きたがわ しゅうぞう

北川 秀三
（保全指導・監督官）

（専門：建築）

なかや まこと

中谷 誠
【総合窓口】

（保全指導係長）
（専門：建築）

とよた ひろし

豊田 宏史
（保全指導・監督官）

（専門：機械）

・日頃の施設保全に関するお悩みや疑問
・修繕、改修、建替えなどの御相談
・保全に関する基準などのお問い合わせ
・BIMMS-Nに関すること

など、いつでもお気軽に御連絡ください！！

【保全指導・監督室の担当者】

【京都営繕事務所の担当者】


