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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

新年明けましておめでとうございます！
本年も宜しくお願い申し上げます。

近畿地方整備局 営繕部・京都営繕事務所 保全担当一同
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調査などで各施設にお伺いし、保全業務やその他不具合などについて、保全アドバイス

をさせてもらっているところですが、空調の効きが悪いので解決する方法はないのかという

ようなご質問が多くありますので、紙面でもご紹介させていただきます。

中央空調方式の場合、空調を行う室内の温湿度を測定し空調の自動制御を行っています。

その測定機器を『サーモスタット、ヒューミディスタット又は温湿度調整器』と呼びます。

この測定器は測定対象室の中央部や、ファンコイルユニットの温度制御であれば日射の影響

を受けない外壁側などによく設置されています。

よって、この測定機器は空調対象室エリアの空気の温湿度を測定し制御を行うので、廻り

にはなにも無い状態にしておかないと正確な制御ができません。こんな事例があります。

空調の効き具合がおかしいという連絡が入った際には、こういったところもチェックポイ

ントとなりますので、確認をしてください。また、新営工事はもちろん、内装改修や模様替

え工事をする際は、こういった測定機器の移設も必要となります。忘れずに、お願い致しま

す。

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７回目～

測定機器廻りにコピー機など発熱機
器が設置されていることにより、正
確な室内温度の計測ができていない。

上段の２つが温湿度測定器。
下段左側はファンコイルユ
ニットの運転制御機能が付加
された温湿度測定機器です。

このように単独で設置するの
が一般的です。

古い庁舎だとこういったタイ
プもあると思います。

室内の空調温度に不具合があると相
談された例です。棚の奥に測定機器
が設置されており、室の温度が測定
できていない模様。これでは、いく
ら空調システムを点検しても空調の
効きは改善されません。

測定器機器の近辺にあるPCのサー
バーからの発熱などを受けて、室温
が高いと判断され、冷房温度が低く
なっている状況。
いわゆる、冷房が効きすぎというこ
とになっている。

設置事例

正確な制御ができなくなる可能性がある事例



断熱材が破損した給水配管
の凍結

・凍結による断水
・給水配管の破裂

・断熱材等の状況を点検し、
健全な状態を保つ。
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２．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（２）

大雪・気温の低下による凍結にご注意！！

外部歩道、スロープ、階段等の
アプローチ部分の凍結

・歩行者の転倒被害

・除雪、除氷
・危険箇所の注意喚起標示
・凍結防止剤、融雪剤の散布
・滑り止めの設置

被害の例

対策の例

屋上、庇、窓周り等の雪庇
（せっぴ）又はつらら

・落下による人的、物的被害

・届く範囲の除雪、除去
・危険箇所の立ち入り禁止措置

被害の例

対策の例

出入口前の積雪

・非常時避難経路の支障

・避難経路の確認、除雪

屋外に設置されている設備機器
が雪に埋没

・動作不良
・機器の故障、破損

・除雪、除氷

換気用ガラリ、給気口、排気口
の閉塞

・換気不良
・機器の故障

・届く範囲の除雪、除去
・危険箇所の立ち入り禁止措置

対策の例

被害の例

被害の例

対策の例

最近、「記録的○○」や「観測史上初」などと言う言葉をニュースで良く耳にします。
昨年も全国的な豪雪被害により、管内でも福井県内の国道での車の立ち往生を始め、各地で
豪雪による被害が報道されていました。
「豪雪地域」ではない地域でも、気温の低下による積雪や凍結などによる被害が発生する

恐れもありますので、注意が必要です。

建物の設計をする際の構造計算で積雪による重さは、豪雪地域（近畿管内では兵庫県、京
都府、滋賀県の北部や福井県）でない地域では積雪量３０㎝で設計されるのが一般的です。
したがって一般地域で積雪量が３０㎝を超えると設計上の想定を超える状態と言えます。
また、大空間構造物、駐輪場、簡易な工作物等のようなものはさらに屋上の重みに対する

余裕が少ない場合もあります。大雪の際には、積雪を見ながら、適宜雪下ろしを行うなどの
対策も必要な場合もありますので、ご注意下さい。

平成26年の関東甲信地方を中心とした大雪による体育館屋根崩落、カーポート倒壊などの
被害を受け、建築基準法の積雪荷重強化の告示改正や、特定行政庁から施設管理者に対して
大雪に備えた点検・補修、大雪時カーポートなどに近寄らない等の注意喚起も行われました。
（http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/news/general/2014/ooyuki.html 京都府参考）

その他、安全確保や機能維持について以下の点などにもご注意下さい。
また、対策の実施にあたって十分な安全を確保してから行うようお願いします。

被害の例

対策の例

被害の例

対策の例

その他の被害と対策の例



近畿地方整備局 営繕部

地震や台風等の後に行う庁舎の安全確認

施設管理者の義務 安全上、防火上又は衛生上支障がないことの確認

頻度 「大きな外力が作用した時」

資格 不要

根拠法令
国土交通省告示（H17）第５５１号
「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」

告示の実施については、「実施に係る要領」を定めており、その中で施設管理者には地
震や台風等の後に安全確認が必要とされております。また、支障があると判断した場合
は、支障がない状態となるよう措置することとなっております。

※ 関連文書

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」の一部改正について

http://www.mlit.go.jp/common/000112166.pdf

平成３０年は豪雨、地震、台風と相次いで自然災害が発生しました。また、災害時には「官
庁施設の被災情報伝達」にご協力いただきありがとうございました。今後とも被災情報伝達に
ご協力をよろしくお願いします。

さて、施設管理者の皆様におかれましては、普段から庁舎の安全にご配慮いただいておりま
すが、構造又は機能に大きな影響を与えるおそれがある地震、台風その他外力が建築物等の全
部又は一部に作用したとき（以下、「地震や台風等」という）は大きな外力により取付け部材
が不安定になる等、一見して気づかないような危険な状態になっている場合があります。

気づかずに放置された場合は、後日、二次災害を起こす可能性もありますので、地震や台風
等のあとは下記を参考に安全上、防火上又は衛生上支障がないことの確認（以下、「安全確認
」という）をお願いします。

３．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（３）

地震や台風等の後に行う庁舎の安全確認 ～庁舎を安全に維持するために～
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近畿地方整備局 営繕部

安全確認は危険を伴う場合がありますので、「安全第一」を心がけて頂くようお願いします。

なお、「実施に係る要領」では以下の留意事項が記載されておりますので、ご留意ください。

その他、留意事項に記載のない場合で、確認者が危険と判断する時は安全確認を中止してくだ
さい。

安全確認時に危険回避のため、禁止されている行為

水たまりに触れること （感電のおそれ等）

分電盤等、電気の盤に触れること

火気や電気機器等を使用すること

一見して危険と感じられる時に、安全確認を中止し、建築物等から退去する状況

庁舎が傾いている

壁及び柱に大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥離も著しく、鉄筋
がかなり露出し、又は壁の向こう側が透けて見える

隣接建築物や鉄塔等が当該庁舎等の方向に傾いている

周辺地盤が大きく陥没又は隆起している

煙が出ている又は火災が発生している

ガスのにおいがする

保全インフォメーションきんき No.１４１
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・金属板、パネル等、外装材、

タイル等、外壁材、庇(ひさし)

の破損状況

・雨樋の破損状況

・建具まわりの破損状況

・看板類の設置状況

・エキスパンションジョイントの

破損状況

・屋外階段まわりの破損状況

など

・地震や台風等での被害が多い

・普段、立ち入らない場所も

確認する

・必要に応じて立入禁止措置をとる

など

近畿地方整備局 営繕部

・高所から部材が落下すると

被害が大きい

・屋上は地震時の変形が大きく、

台風時の風圧力が大きい

・屋上は設備機器等の確認項目が多い

など

安全確認を行う時のチェックポイント

屋上の安全確認 外壁まわりの安全確認 外構の安全確認

・高所から部材が落下すると

被害が大きい

・必要に応じて立入禁止措置をとる

・一見して気づかない危険な

状態になっている場合がある

など

地震や台風等の時は、庁舎を構成している各部材に大きな外力が作用しています。取付けの具合により部材が
不安定になっている場合があります。脱落、変形した部材が人体、財産に危害を加えたり、各部材が正常に機能
しないことで二次災害につながる事があります。そのような事のないよう注意深く確認し対策が必要です。

注意事項

・瓦、金属板、パネル、シート等

屋根材の取付状況

・清掃用ゴンドラの設置状況

・煙突まわりの異変

・飛来物の撤去

・設備機器、配管類の設置状況

・避雷針、アンテナ、ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ

の設置状況

など

被災例からの

チェックポイント

注意事項

被災例からの

チェックポイント

・フェンス、塀、柵、門扉、ｹﾞｰﾄ

の破損状況

・植栽の破損状況

・附属小屋、物置、プロパン庫、

渡り廊下の破損状況

・看板類、標識類、掲示板、

ゴミ箱、カーブミラー等、

工作物の設置状況

・外構路、ポーチの破損状況

・飛来物の撤去

・設備機器、配管類の設置状況

・照明設備、屋外カメラ等、

機器の設置状況

・電柱、電気配線の破損状況

など

注意事項

被災例からの

チェックポイント

※ 今回は被害の多かった庁舎外部の安全確認を紹介しましたが、

庁舎内部の安全確認も必要です。

立入禁止措置の状況

金属板の脱落

ブロック塀、一部脱落 樹木の倒壊

フェンス基礎の亀裂

外壁タイルの脱落 シャッターの変形

外壁パネルの浮き 電気配管の脱落

避雷針の変形

屋根材の剥離
設備機器 前面パネル

脱落

保全インフォメーションきんき No.１４１
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近畿地方整備局 営繕部

参考に、施設管理者の皆様から頂いた平成30年台風21号 24号、大阪府北部地震の被災
事例を取りまとめましたので紹介させて頂きます。

平成30年台風21号 24号、大阪府北部地震
「官庁施設の被災情報伝達」により頂いた被災事例

屋根材（瓦 金属板 パネル）、屋上防水シートの飛散、破損、貫通

窓清掃用ゴンドラのズレ

煙突 破損

フェンス 塀 柵 門扉 ゲート 破損 倒壊

植栽 折損 倒木

附属小屋 物置 プロパン庫 渡り廊下 破損 転倒 倒壊

外部工作物（看板 標識 横断幕 掲示板 ゴミ箱 カーブミラー）転倒 破損

外構路 ポーチ 破損 陥没 冠水 砂 飛散

工作物基礎 固定ボルト 支持金物 破損

がけ地の土砂崩れ

構造体 ひび割れ 損傷

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 脱落

屋外階段 仕上げ部材 破損

飛来物による破損 飛来物 散乱

外装材（金属板、パネル）破損、歪み、浮き、剥がれ、脱落、飛散

外壁材、庇 浮き 破損 剥離 クラック タイル 落下

雨樋破損

建具より漏水、天井、壁、床にシミ

建具（扉、窓、シャッター） 破損 変形

網戸、ブラインド、ガラス、ひび割れ 破損

内装材 破損 ズレ 亀裂 脱落

可動間仕切り 破損 脱落

天井材 破損 脱落

什器類 転倒 変形

地下室 EVピット 浸水

外部（屋上、ベランダ、外周部）設備機器 破損 転倒

内部 設備機器 破損 漏水

配管類 破損 漏水

換気扇 破損 雨水侵入

照明設備 アンテナ 避雷針 屋外カメラ ソーラーパネル ズレ 破損 飛散

電柱 傾斜 倒壊 電気配線 断線

保全インフォメーションきんき No.１４１
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近畿地方整備局 営繕部

施設管理者の皆様におかれましては、地震や台風等がない場合でも、庁舎を支障がない
状態に保全する必要があります。

国土交通省では、チェックリストや確認部位の写真・イラストが掲載されたパンフレッ
トを作成していますので、紹介します。

地震や台風等の後に行う庁舎の安全確認でも利用できますので、ご活用ください。

http://www.mlit.go.jp/common/001227431.pdf

「支障がない状態の確認」パンフレット 国土交通省HP

保全インフォメーションきんき No.１４１
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４．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（４）

高濃度PCB廃棄物の処分期限の確認はできていますか？

ＰＣＢ廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法」に基づき、期限までに処分（処理）をしなければならないと定められています。

【ＰＣＢ廃棄物の処理期間】

近畿地方整備局
管内府県

変圧器・コンデンサー 安定器及び汚染物等

滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県

【大阪 事業エリア】

平成３３年３月３１日まで
【北九州・大阪・豊田 事業エリア】

平成３３年３月３１日まで

福井県
【北海道（室蘭） 事業エリア】

平成３４年３月３１日まで
【北海道（室蘭）・東京 事業エリア】

平成３５年３月３１日まで

※低濃度PCB廃棄物の処分期間は平成39年３月31日まで

【平成３０年度 保全実態調査結果（近畿地方整備局管内）】

PCB使用機器等がない 601 施設 (85.2%)

PCB使用機器等が施設内に保管されており、その旨の届け出ができている 86 施設 (12.2%)

PCB使用機器等を現在も使用しており、必要な届け出・報告ができている 4 施設 (0.6%)

PCB使用機器等を保管または現在も使用しているが、必要な届け出・報告ができていない 0 施設 (0.0%)

わからない 14 施設 (2.0%)

ＰＣＢ廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません

平成３０年度 保全実態調査結果（近畿地方整備局管内）では13%の施設で「ＰＣＢ使用機

器等が保管又は使用されている」、約2%の施設で「わからない」という回答結果でした。

書類申請など事務手続きにかかる期間を考慮すると、処分する迄に必要な期間は、最低で

も６ヶ月が必要とされており、処分に必要な予算確保も考慮すると高濃度PCB廃棄物に関し

ては、現時点で処分について未定の場合は、早期に検討が必要と考えられますので、今一度

御確認ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理に関して詳しい内容は下記HPを参照下さい

【環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト】

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

→【PCBとは？なぜ処分が必要か？】

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pcb.html

→【（事業者向け）PCB廃棄物処理の進め方】

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/procedure.html

→【高濃度PCB使用電気工作物・高濃度PCB使用製品・高濃度PCB廃棄物の処分までの流れ】

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/flow.html

→【低濃度PCB廃棄物等の処理について】

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/processing.html

→【関連資料・パンフレットダウンロード】

http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/
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５．お知らせ（１）

平成３０年度保全実態調査結果について

平成３０年度保全実態調査について、BIMMS-Nで報告（入力）頂きましたデータが１０月

にサーバ上で確定処理がされました。保全状況についての評点は、全体的に上昇しており、

日頃の皆様方の保全業務への取組が反映された良い結果となっております。

庁舎等の保全状況が「良好」とされた施設（総評点８０点以上）の割合は、4ポイント上昇

し、93.2%となりました。（宿舎は89.3%）

６．お知らせ（２）

平成３０年度保全業務勉強会を開催しました

官庁施設の保全業務に携わる方々等を対象とした

保全業務勉強会として、６月８日・１５日に京都営

繕事務所による「保全業務勉強会（建築・電気・機

械）」、９月２０日に保全指導・監督室による「官

庁施設の建築設備」を開催し、それぞれ５４名、６

４名に御参加頂きました。

近畿地方整備局では保全業務に必要な基礎知識を

知って頂くため、毎年度勉強会を開催しております。

【結果に基づく今後の課題】

・保全の計画等（中長期保全計画・年度保全計画、点検及び確認結果の記録、修繕履歴）の

作成状況で“一部について作成”の状況（評点50点）の施設が多く見られ改善が必要です。

・建築基準法・官公庁施設の建設等に関する法律１２条の点検、支障がない状態の確認の

未実施の施設が５％程度あり改善が必要です。

・家具の転倒防止対策に問題がある施設が３０％程度あり改善が必要です。

今年度は、各施設の調査結果（評点）について、管理官署の御担当者様に送付させていた

だいておりますので、改善が必要な部分について確認、実施をお願い致します。

総評点と評価項目・判定区分ごとの平均点（近畿地方整備局管内）（庁舎等）

庁舎等 （全体）

「良好」
とされた施設

総評点が
80点以上

「概ね良好」
とされた施設

総評点が
60点以上
80点未満

「要努力」
とされた施設

総評点が
40点以上
60点未満

「要改善」
とされた施設

総評点が
40点未満

該当施設数
705 657 45 3 0 
(710) (619) (80) (11) (0)

該当施設数（割合）
100.0% 93.2% 6.4% 0.4% 0.0%
(100.0%) (87.2%) (11.3%) (1.5%) (0.0%)

評価項目別
平均点

①保全の体制・計画 91.4 93.1 68.7 60.0 －

②点件棟の実施状況 97.8 99.6 74.8 40.5 －

③施設の状況 90.1 91.0 79.7 60.2 －

総評点の平均（①～③の平均） 93.1 94.6 74.4 53.6 －

※下段括弧内は前年度の数値。

（開催内容等に関するご意見や、ご質問がございましたら、いつでも御連絡ください！）

保全業務勉強会
（建築・電気・機械）

官庁施設の建築設備


