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 夏本番！！皆様夏休みをしっかり取って家族サービスや親孝行していますでしょうか？ 

かく言う私も先日家族を連れて関西随一のテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

（ＵＳＪ）に行ってきました。７月に新しくハリーポッターエリアもオープンし、異世界の経験

に久しぶりに興奮しました。もともとＵＳＪにはニューヨークエリアなどをはじめとして近代西

洋建築の街並の再現に高い技術を感じておりましたが、今回拡大されたエリアにおける中世ヨー

ロッパ風の建物や街並にはまた別の味わいがあります。 

 一方で、ジェットコースターを見上げてこの支柱は大丈夫だろうか？ＵＳＪに地震や津波が来

たらどうなってしまうのだろうか？避難はどうすれば？と考えてしまう私は若干職業病でしょう

か？ 

３．１１の大震災の際に少なからぬ被害を受けた東京ディズニーランドが、震災当日に来場者

の安全確保を迅速かつ確実に行った話は結構有名な話です。年間１８０回もパーク内のどこかで

訓練が行われ、最悪の事態を想定した安全管理のマニュアルを作成し、従業員への徹底した教育

を行っているそうです。災害時には緊急対策本部を設置し、避難にはスタッフ用の専用通路を使

って来場者を誘導し、商品であるダッフィーのぬいぐるみを防災頭巾代わりに使い、お菓子も非

常食として配るという徹底ぶり。ＵＳＪの場合、南海トラフ大地震では３～４ｍの津波が想定さ

れていますが、顧客本位の、保有しているものを徹底的に利用する災害対応精神はＵＳＪにも是

非真似て欲しいですし、我々も極限状態に取るべき行動として学ぶべきところがあると感じます。 

前置きが長くなりましたが、災害に備えるのも大切な保全業務です。 

９月は各官署で防災訓練が行われる時期だと思います。整備局のような災害応急対策活動を行

う官署はもちろんのこと、一般の窓口官署等であっても来庁者の安全確保と、速やかに業務を再

開するための事業継続計画（ＢＣＰ）が求められます。ＢＣＰのためには、平時のうちから自ら

使用している庁舎をよく把握しておき、有事の際に何が出来るのかを把握しておく必要がありま

す。今使用している庁舎には何があって何がないのか？建物は地震や津波に対して安全か？電気

や水道が途絶したときに何時間動くのか？どの室なら安全に使い続けられるのか？代替施設はあ

るか？など、平時に確認できること、やれることは平時に行い、それを継続的に共有、更新、引

き継いでいくことが重要です。防災訓練メニューに、それらは含まれていますでしょうか？ 

 

（山田剛） 
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１．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（１）

建築の基礎知識② 屋根と屋上・外壁

シリーズ2回目は建物の 屋根と屋上・外壁について紹介します。
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屋 根 と 屋 上

屋根の形状

ほとんど勾配のない平らな屋根(1/100勾配程度)。
コンクリート造、鉄骨造の庁舎に多く見られ、屋
上利用や設備機器等の設置が可能。
防水層を床面からパラペットまで設置し、雨水の
浸入を止めている。防水・排水のメンテナンスが
重要。

※パラペット : 陸屋根の周囲に立ち上った低い壁部分 外壁の頂部

■ 陸(ろく)屋根

■ 勾配屋根

勾配により 雨水を流す屋根。軒樋（のきどい）を
設けて排水、又は自然流下する。

様々な形状・材料があり、使う仕上げ材によって
必要な勾配、防火性能、風圧による吹上げや積雪
荷重などを検討する。

折板屋根

車庫や自転車置き場、工場など
の屋根に多く、安価で軽量。
梁の上にタイトフレームを設置

して折板を直接取り付ける。

一般的に防水シートを使用
せず、必要に応じて断熱材
や吸音材を使用する。

勾配屋根のつくり

木や鉄骨で骨組み（小屋組）を組
み、下地の板（野地板）を留めつ
ける。その上に防水シートを敷き、
屋根葺き材（表面材）を葺く。

野地板

タイト
フレーム

金属板葺き スレート葺き 瓦葺き

いろいろな勾配屋根

古いスレートや小屋裏
の断熱材・吸音材には
アスベスト含有建材が
使用されている可能性

があり、撤去の
際には確認が必
要。
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代表的な屋上防水の種類

保護防水 アスファルト保護防水

露出防水 シート防水

塗膜防水

保護防水とは、紫外線等の屋外環境
や歩行等の摩擦から防水層の劣化を
防ぐため、保護層（押さえコンク
リート等）を施す工法。

露出防水は保護層がないため劣化が
早いが、軽量で改修に向いている。

■ アスファルト保護防水 （標準耐用年数 17年）

保護
コンクリート

伸縮目地

庁舎では屋上に設備機器等が設置される
ため、メンテナンスの頻度が高く、保護
防水が採用される事が多い。防水層には
アスファルト防水を採用する。液状の溶
融アスファルトと、防水性の高いアス
ファルトシートを積層し、厚みのある防
水層をつくる。水密性・耐久性とも高く、
施工の不具合が出にくい工法。

■ シート防水 （標準耐用年数 13年）

ルーフ
ドレン

脱気装置

パラペット

屋上に人が上がる頻度が少ない場合
に採用される。保護層がないため劣
化が早い。メリットは簡易性で、改
修などでは保護防水の上から施工さ
れる。
アスファルトシートは表面が粗い砂
粒上のざらざらした仕上げで、高分
子ルーフィングシートはゴムシート
の上にトップコートを塗っている。アスファルトシート防水 高分子ルーフィングシート防水

屋上防水について

（アスファルトシート／合成高分子シート）

（ウレタンゴム／ゴムアスファルト）

■ 塗膜防水 （標準耐用年数 10年）

塗膜防水は、補強布を張り付け防水材を塗りつ
ける。耐久性が低いため、庁舎の場合、部分補
修やパラペット・設備基礎・配管取り出し口の
屋根など、部分的に防水が必要な部位や、シー
ト施工が困難な狭い場所に向く。

屋上の防水層は端を立上げ、雨水が防水層の裏側に
入りこまないようにし、笠木や水切りでカバーする。

屋上笠木はパラペット天端などの平らな面にかぶせ
る形状をしており、仕上げの取り合い部などへの雨
水の浸入を防ぐ。アルミなどの金属やモルタルでつ
くる。

脱気装置ルーフドレン

モルタル笠木

屋上防水に付随する部材

脱気装置はシート防水で、防水
層と下のコンクリートを密着さ
せない場合に設ける空気抜き。

雨水はルーフドレイン（排水
口）に集められ、雨どいを通
して排出される。

アルミ 笠木

水切り金物

※ 標準耐用年数については、施設の立地条件、施工状況、防水メーカー各社の仕様等により異なる。
参考文献 ： 建設省総合技術開発プロジェクト 『建築物の耐久性向上技術の開発 報告書』



外 壁

コンクリート打ち放し仕上げ

外壁タイル仕上げ

仕上げ塗材仕上げ

代表的な外壁仕上げの種類

■ コンクリート打放し仕上げ

■ 外壁タイル仕上げ

■ 仕上げ塗材仕上げ

外壁の素地表面に、タイルをモルタルで貼り付ける
方法と、コンクリート打設時に型枠にセットして同
時に打込む方法がある。多くは図のようにモルタル
で貼付けている。

モルタルの劣化によりタイルが剥落するおそれがあ
り、定期的に点検を行い、浮きやひび割れを打診等
で確認する必要がある。

庁舎・宿舎でよく使用
される仕上げ塗材

リシン仕上げ

凹凸模様 ゆず肌仕上げ 凸部処理仕上げ

複層仕上げ塗材（吹付けタイル）

薄付け
仕上げ塗材

コンクリートの表
面をなめらかにす
るため、モルタル
で下地調整する場
合が多い。モルタ
ルの劣化による剥
落に注意する。

一見 無塗装に見えるが
コンクリートの素地に
吸水や汚れを防止する
ため仕上げ保護材が塗
られている。
定期的な仕上げ保護材
の塗り替えにより汚染
や劣化が防げる。

コンクリートを打込む型枠の
表面によって表情が異なる。

■ その他の外装材

カーテンウォールは、建物の荷重を 直接負担しな
い非耐力壁で、縦方向の方立て（マリオン）に
よって一面の壁に組み立てられる。

ALCパネルは、高温高圧処理された軽量気泡コン
クリートの板で、強度や耐火性・耐久性に優れて
いる。

サイディングは板状外壁材の総称で、窯業系と金
属系があり、タイル模様・木模様・金属ボーダー
模様（スパンドレル）等があり、軽量で安価、耐
水性・耐久性に優れている。

カーテンウォール ALCパネル サイディング

その他の外装材

※ 左記以外にも、石貼りや塗壁など様々な仕上げがある。

保全インフォメーションきんき No.124

近畿地方整備局 営繕部 Page. ５/1２

（保全指導・監督室）



２．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（２）

機械設備の基礎知識① 空気調和設備（中央空調方式）

空気調和設備

機械設備について、①空気調和設備（中央空調方式）、②空気調和設備（個別空調方式）、
③給排水設備の３回に分けて紹介します。今回は中央空調方式のしくみと、それぞれの機器に
ついて紹介します。
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空気調和設備は、ある程度規模が大きな施設で採用される『中央空調方式』と、規模が小
さな施設や宿舎等で採用される『個別空調方式』に分かれる。

中央空調方式は、ガスや電気を利用して冷水・温水を作る『一次側（熱源機）』と、熱源
機で作られた 冷水・温水 を 冷風・温風 に熱交換し、ダクトで各部屋に送る『二次側（空
調機）』で構成される。

熱源機には冷温水発生機・氷蓄熱ユニット・チラーユニット、空調機にはエアハンドリン
グユニット・ファンコイルユニットを併用した方式などがある。

※凡例
FD：防火ダンパ SFD：防火防煙ダンパ VD：風量調整ダンパ
CAV：定風量装置 VAV：変風量装置 S：温度検出器

■図１配管系統図（冷水・温水）

■図２ダクト系統図（冷風・温風）

① 中央空調方式

空調システム（例）

図１は一次側の熱源機に冷温水発生
機、二次側の空調機にエアハンドリン
グユニットとファンコイルユニットを
併用して用いた水の流れの例、図２は
二次側の空調機から各室への風の流れ
の例を示す。

冷温水発生機、冷却塔で作られた冷
水・温水をポンプで圧送し、空気調和
機（エアハンドリングユニット）で、
冷風・温風に変換、ダクト・吹出口を
通して各室内へ供給している。

室内へ供給された空気は図２のダク
ト系統図に示すように室内を対流・循
環して吸込口を通して空調機へ押し戻
され、ガラリより取り込んだ新鮮外気
と混合されて再び室内に送り出される
ようになっている。

また、規模が大きな庁舎では、負荷
が大きい各室内の窓際部分の熱処理を
行う為に窓際の天井部・床部などにコ
イルを内蔵したファンコイルユニット
を併用して設置しているケースが多い。

空気調和機



保全インフォメーションきんき No.124

近畿地方整備局 営繕部 Page. ７/1２

冷房を行う場合に、熱源機の冷温水発生機で必要となる冷却水を外気
によって冷やす機械、上から流れてくる冷却水に対して、横・下部等
より空気（外気）を送って冷却水を冷やしている。

【専門業者による保守点検】

ブロー装置の作動状況の確認、水槽内の定期的な清掃（専門業者に依頼）が

必要。（※ブロー装置：冷却水は循環使用されているため溶解物質が過度に

濃縮して水中に沈殿物が出来る。その際、配管に取り付けられたセンサ－が

過度の濃縮を感知すると強制的に新鮮な水を補給して冷却水を希釈する）

【点検のポイント（目視確認）】

○本体に損傷、変形、き裂がないか ○本体から異音、異臭がないか

○本体の固定部にき裂、腐食がないか ○本体固定部のアンカーボルトのゆ

るみやアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか

図１に示す配管系統図の中では冷温水ポンプ、冷却水ポンプにあ
たる。冷温水ポンプは冷房・暖房時に運転、冷却水ポンプは冷房
時のみの運転になる。

【点検のポイント（目視確認）】

○本体に損傷、変形、き裂、水漏れ等はないか ○本体から異常振動、異音

等はないか ○本体の固定部にき裂、腐食がないか ○本体固定部のアン

カーボルトのゆるみやアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか

冷却水の水質を管理する為の機械。

冷却塔は外気に開放されている為、埃、菌などを取り込んでしま
い、レジオネラ菌の発生に繋がる。水処理装置にて薬剤を注入す
ることで、細菌の抑制、水質管理を行っている。

【点検・メンテナンス】

薬液の定期的補充が必要

■ 冷却塔

■ 水処理装置

■ ポンプ

暖房用の温水、冷房用の冷水を供給する機械で主燃料に都市ガ
ス、油等を使用している。

【専門業者による保守点検】

冷房・暖房を開始する前の切替え及び試運転調整を行うシーズンイン

点検、運転中の状態、冷・暖房期終了時の点検、定期点検を製造業者

に委託して行う必要がある。

【点検のポイント（目視確認）】

○本体に損傷、変形、き裂がないか ○本体から異音、異臭がないか

○本体の固定部にき裂、腐食がないか ○本体固定部のアンカーボルト

のゆるみやアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか

■冷温水発生機



【点検のポイント】

○エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていない

か（清掃、交換が必要です）

○機器からの異常振動、異音等は無いか

○内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。

また、排水状況は良好か

【点検のポイント（目視確認）】

○本体の固定部にき裂、腐食がないか

○本体固定部のアンカーボルトにゆるみやアンカー

ボルト周囲のコンクリートにき裂がないか
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各室内の窓際部分の床、天井などに設置され、熱源機で
作られた冷水、温水で空気を冷却したり、加熱したりす
るための装置。冷温水コイル、送風機（ファン）などで
構成されている。

ファン

コイル

フィルター

手動にてハンドルで羽
の角度を調整して風量
調整を行います

空調機にて作られた冷風、温風はダクトを通じて
各室の吹出口まで送られ、室内を冷房・暖房する
。空気を送るダクト、還りのダクト、外気の取り
入れダクトには風量を調整するダンパという装置
が取り付けられている。ダンパは手動でハンドル
を廻すことで羽根の角度を調整、風量を変えるこ
とが出来るが、建物全体的にバラツキがあるよう
な場合にはメンテナンス業者に委託することを勧
める。

【点検のポイント（目視確認）】

○ダンパの開閉不良等、作動不良をおこしていないか

○ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか

ドレンパン

■ ファンコイルユニット

■ ダンパ、吹出口

熱源機で作られた冷水、温水を熱交換して温風、冷風を作り出す装
置。空気を冷却したり、加熱したりするための冷温水コイル、送風
機（ファン）、加湿器などで構成されている。

【点検のポイント】
○加湿器から十分な噴霧が行われているか

○エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか（清掃、交換が必要です）

○機器からの異常振動、異音等は無いか

○内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。また、排水状況は良好か

【点検のポイント（目視確認）】
○本体の固定部にき裂、腐食がないか ○本体固定部のアンカーボルトのゆるみ

やアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか

■ 空気調和機（エアハンドリングユニット）

吹出口

ダクトとダンパ

（保全指導・監督室）
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■津波防災診断指針（平成２５年４月版）について 

国の機関が使用する官庁施設においては、災

害発生時、人命の安全が確保されることに加え

て、迅速な災害応急対策活動や早期の事業再開

が求められます。東日本大震災の教訓を踏まえ

た社会資本整備審議会の答申「大津波等を想定

した官庁施設の機能確保の在り方について」を

受けて、国土交通省官庁営繕部は「官庁施設の

総合耐震・対津波計画基準」に定める津波防災

診断の標準的な方法を、平成２５年３月２９日

に「官庁施設の津波防災診断指針（平成２５年

４月版）」として定めました。 

＜社会資本整備審議会の答申のポイント＞ 

・津波発生時の官庁施設の機能確保の考え方を整理（施設運用管理上の対策（避難計画等のソフト対策） 

と施設整備上の対策（改修等のハード対策）が連携した一体的な津波対策により、最大クラスと比較的頻度の 

高い津波、二つのレベルに応じて各施設が確保すべ 

き機能目標を設定。） 

・津波防災診断の実施など、既存施設への対 

策を具体的に提言  

・長周期地震対策、地盤の液状化対策、天井 

や家具等の落下防止対策等の地震対策の拡 

充についても提言 

 

■津波防災診断のねらい 

この指針により定める津波防災診断は、津波

による浸水が想定される区域内に位置する施

設について、施設管理者等が現状を把握するための概略診断であり、詳細な調査や技術的検討が

必要な施設を抽出（スクリーニング）することを目的としています。施設整備上の対策（ハード

対策）の検討にあたっては、津波に対する構造体の性能を確認するための構造計算を含めて、詳

細な調査及び技術的検討が必要となります。そのため、施設整備上の対策（ハード対策）の実施

までには多くの時間を要する可能性があります。一方、施設運用管理上の対策（ソフト対策）は

早期に実施可能なため、できるだけ速やかに対策に着手することが重要です。 

 

■官庁施設の津波防災診断指針（平成２５年４月版）に係る参考資料 

このたび津波防災診断指針に係る参考資料が平成２６年５月２０日にとりまとめられました。

国土交通省官庁営繕部のホームページ（下記ＵＲＬ参照）に公表されています。当該診断に関す

る解説、調査表様式及び根拠法令等の参考資料で構成され、個別判定方法についても説明があり

ます。調査表と判定表は、エクセルデータでのダウンロードができますので、ご活用下さい。

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

３． お知らせ（１） 

官庁施設の津波防災診断指針（平成２５年４月版）に係る参考資料が公表されました。 
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先に述べたとおりこの診断は概略診断であり、判定にあたり調査・確認する情報は、地域や施

設に関する基礎的なものです。いずれも専門的な調査を伴うもので

はありませんので、施設管理者等による実施が可能です。 

＜判定にあたり確認・調査する情報＞ 

・地域の津波対策、施設の位置、避難場所などの情報 

・各階床面の高さ、奥行き、主要設備の設置高さに関する情報 

・災害応急対策活動の内容や使用する部屋に関する情報 

・避難計画や災害対応マニュアルなどの施設運用管理に関する情報 

 

■当面の対応（仮診断）について 

津波による浸水想定は「津波防災地域づくりに関する法律※」第８条に基づき都道府県知事から

公表され、また同法第５３条に基づき津波災害警戒区域（イエローゾーンとも呼ばれます）の指

定と基準水位の設定がなされます。基準水位とは、同法５３条第２項に定義されているとおり、

津波浸水想定の水深に建築物等への衝突による上昇（せき上げ高）を考慮して設定される水位の

ことです。※津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/tsunamibousai.html 

ただし、現時点では津波災害警戒区域が指定され、基準水位が公示されている区域は、ごく一

部の県となっています。南海トラフ巨大地震への対策等で緊急を要する場合は、当面入手可能な

情報により浸水が想定される区域及び水位を想定し、仮の診断を行うことができます。危険側の

診断結果となる可能性や基準水位公示後に再診断を要するなど留意点はありますが、まずは仮診

断を行うことで各施設の弱点や問題点を把握し、例えば“具体的な避難先を定めて避難訓練を実

施すること”や“業務継続が可能となる代替拠点を確保すること”など、できることから対策を

進めることが、いつ起こるか分からない津波災害への備えになるものと考えます。 

 

■近畿地方の津波浸水想定等の公表状況について（情報提供） 

平成２６年７月３１日現在、近畿地方で津波災害警戒区域及び基準水位が公表されている地域

はありませんが、津波防災地域づくりに関する法律第８条による津波浸水想定の公表状況は次の

通りです。いずれも各府県のホームページに公表されていますので、ご確認下さい。 

Ｈ２５．３．２８ 和歌山県（南海トラフ巨大地震、東海・東南海・南海３連動地震の２パターン） 

Ｈ２５．８．２０ 大阪府 

Ｈ２５．１２．２４ 兵庫県【淡路地区、阪神地区】 

Ｈ２６．２．１９ 兵庫県【神戸地区、播磨地区】 

※Ｈ２４．９．３ 福井県津波シミュレーション（※内閣府詳細調査結果が示されるまでの県独自

のもの） （調整課） 

個別判定方法についての図解 調査表の例 
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平成１３年７月１５日に施行された「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」（保全インフォメーションきんき３２号、６１号を参照下さい）の施行令

の一部が平成２４年１２月に改正され、ＰＣＢ廃棄物の処理期限が、平成２８年７月から平成３

９年３月３１日に延長されました。 

また平成２６年６月６日、ＰＣＢ廃棄物処理基本計画の変更が告示されました。これまで、日

本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）の各事業所は、事業対象地域が決められていましたが、

今回の変更で、従来の事業対象地域に関わらず、各事業所の処理能力を相互に活用して処理が出

来るようになりました。 

 

処理できる事業所が限られていた安定器・ＰＣＢ汚染物については、北九州事業所と北海道事

業所で全国の安定器・汚染物の処理が行われることになりました。 

現在の処理ペースでは高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理には平成４９年度までかかるとされてきまし

たが、ストックホルム条約で求められている処理期限（平成４０年）までに処理をする必要があ

るため、基本計画の変更がなされたようです。 

近畿地方整備局管内では、約１５％の官署さんが、ＰＣＢ使用機器を保管されています。 

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画の変更により、照明器具の安定器が北九州事業所での処理が可能にな

りました（ただし福井県につきましては今まで通り北海道での処理です）。 

詳しくは、環境省のホームページ「（お知らせ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について」をご覧下さい。 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18258           （保全指導・監督室） 

４． お知らせ（２） 

 ＰＣＢ廃棄物の処理期限の延長について 
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テレビのアナログ放送が平成２３年７月に終了して３年が経ちました。アナログアンテナの撤

去はもう済みましたでしょうか？ 

屋上等に放置していると朽ちてきて、強風により地上に落下する恐れがあります。事故のもと

になりますので速やかに撤去をお願いします。また撤去作業には危険を伴う場合がありますので、

専門業者に依頼することをおすすめします。 

（保全指導・監督室） 

 

 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

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

新情報や保全の技術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を

お待ちしております。頂きました御意見等を踏まえまして、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/_preservation/info_kinki.html 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

５． お知らせ（３） 
 VHF アンテナの撤去はお済みでしょうか？ 

 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：soudan-hozen@kkr.mlit.go.jp 
 ■京都営繕事務所 

Tel：075-752-0505 
  Mail：soudan-kyoei@kkr.mlit.go.jp 


