
６．実践資料
（１）実践資料一覧表

通し番号 都道府県 実践資料名
キーワード

※赤字は実践資料の実例に関する
キーワードを示す。

URL 実例掲載

①方針・計画

01 青森県 青森県県有施設長寿命化指針
長寿命化方針　維持管理・修繕・更新方針　保
全業務支援

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyok
an/files/080319choujyumyoukasisin.pdf

○

02 青森県 青森県県有施設利活用方針
取組体制　総量縮小　効率的利用　長寿命化
利用調整　利活用

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyok
an/files/0703rikatuyohoshin.pdf

03 青森県 職員公舎集約・共同利用計画
統合・廃止方針　利用調整　利活用　効率的利
用

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyok
an/files/kosha-shuyaku150312.pdf

04 栃木県 栃木県建築物耐震改修促進計画 耐震化方針
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h10/town/jyuutaku/
kenchiku/1184836991786.html

05 栃木県 栃木県県有財産の総合的な利活用に関する指針 公共施設の状況 利活用 保有資産の最適化 http://www.pref.tochigi.lg.jp/b06/rikatuyou.html

06 群馬県 群馬県営住宅長寿命化計画（概要版のみ） 公共施設の現状　長寿命化方針 http://www.pref.gunma.jp/06/h7300098.html

07 群馬県 群馬県県有財産利活用基本方針 公共施設の状況　将来推計 http://www.pref.gunma.jp/07/a2700029.html

08 群馬県 群馬県県有施設長寿命化指針
取組体制　長寿命化方針　利活用　保有資産
の最適化 http://www.pref.gunma.jp/07/a2700032.html

09 千葉県 千葉県県有施設長寿命化指針 公共施設の状況　長寿命化方針　取組体制
http://www.pref.chiba.lg.jp/shisan/fm/shishin.htm
l

10 長野県 県有施設耐震化整備プログラム 耐震対策のスケジュール・目標　耐震化の方法

http://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/kensei/sos
hiki/soshiki/kencho/shisetsu/documents/taisinp
uroguramu140930.pdf

11 長野県 長野県ファシリティマネジメント基本方針
公共施設の状況　取組体制　維持管理・修繕・
更新方針　耐震化方針　長寿命化方針　統合・
廃止方針　管理体制方針　フォローアップ方針

http://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/koy
u/facility/hoshin.html

12 静岡県 FM基本方針、FM実施方針
公共施設の状況　長寿命化方針　点検・診断
方針

http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-
120/24fm-2.html

13 滋賀県 滋賀県県有施設利活用基本指針
長寿命化方針　維持管理・修繕・更新方針　点
検・診断方針　公共施設の状況

http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/sisetumaneg
ement/files/fmkihonshihin.pdf

○

14 鳥取県 鳥取県県有施設保全計画 長寿命化方針　将来推計　公共施設の状況
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/704019/hoze
nkeikaku.pdf

○

15 鳥取県 県有資産マネジメント方針 総量縮小・利活用方針　 長寿命化方針 http://www.pref.tottori.lg.jp/176573.htm

16 岡山県
岡山県県有施設の総合管理及び利活用に関する基本
指針

長寿命化方針　　公共施設の状況　　取組体制 http://www.pref.okayama.jp/page/290852.html

17 長崎県 長崎県ファシリティマネジメント導入基本方針
公共施設の状況、取組体制、長寿命化方針、
保有資産の最適化

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/k
ennokeikaku-project/fm/index.html

18 札幌市 札幌市市有建築物の配置基本方針 統合・廃止方針　公共施設の状況　将来推計
http://www.city.sapporo.jp/chosei/shiyuu_kenchi
ku/houshin.html

19 札幌市 市有建築物のストックマネジメント基本方針
長寿命化方針　維持管理・修繕・更新方針　取
組体制　公共施設の状況

http://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/toriku
mi/hozen_01.html

20 仙台市 仙台市公共施設総合マネジメントプラン
公共施設の状況　将来推計　取組体制　維持
管理・修繕・更新方針　長寿命化方針

http://www.city.sendai.jp/shisei/1212590_1984.ht
ml

21 千葉市 千葉市公共施設見直し方針
公共施設の状況　将来推計　取組体制　統合・
廃止方針

http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shis
an/minaoshihoushin.html

22 川崎市
かわさき資産マネジメントカルテ
＜資産マネジメントの第２期の取組期間の実施方針＞

公共施設の状況　将来推計　取組体制　維持
管理・修繕・更新方針　長寿命化方針　統合・
廃止方針

http://www.city.kawasaki.jp/230/page/00000562
56.html

23 横浜市 横浜市公共施設管理基本方針
公共施設の状況、将来推計、取組体制、維持
管理・修繕・更新方針、長寿命化方針、管理体
制方針

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo
/hozenrikatuyo/kanrikihonhoushin.html

24 横浜市
横浜市公共建築物マネジメントの考え方（平成２６年６
月）

点検・診断方針、維持管理・修繕・更新方針、
再編整備・運営・財源創出に関する方針

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo
/hozenrikatuyo/kangaekata.html

25 京都市 京都市公共施設マネジメント基本方針
公共施設の状況 取組体制 維持管理・修繕・更
新方針 長寿命化方針 管理体制方針

http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000163
505.html

26 京都市 京都市市営住宅ストック総合活用計画
公共施設の状況  維持管理・修繕・更新方針
耐震化方針  統合・廃止方針

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/00000958
13.html

27 国土交通省 国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）
点検・診断方針　維持管理・修繕・更新方針
情報基盤　個別施設評価　新技術　予算管理
体制構築

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000008.
html
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28 東京都 保全ガイドブック 保全概論　保全業務　予防保全　事後保全
個別にお問い合わせ下さい
連絡先：財務局　建築保全部　工務課　保全係
　　　　　TEL   03-5388-2822、2836（直通）

○

29 東京都 建築物等定期点検ガイドブック 保全計画　保全概論　法定点検　チェックシート
個別にお問い合わせ下さい
連絡先：財務局　建築保全部　工務課　保全係
　　　　　TEL   03-5388-2822、2836（直通）

30 京都市 公共建築物保守管理のてびき［基礎編］ 法定点検　点検方法　チェックシート
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/00000215
91.html

31 大阪府 施設管理者のための建築物点検の手引き
法定点検　法定資格者　点検方法　用語の定
義　チェックシート

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3435/000000
00/hp26.pdf

○

32 岡山県 岡山県県有施設保全マニュアル 保全概論　保全業務　点検方法
個別にお問い合わせ下さい
連絡先：総務部　財産活用課　財産活用班
　　　　　TEL　086-226-7235（直通）

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/sosei_point_mn
_000014.html

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.
html

34 国土交通省
施設保全責任者のための官庁施設の保全
【パンフレット】

保全計画　法定点検　支援ツール　保全実地
指導

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000046.
html

35 青森県
青森県ライフサイクルコスト試算手法及び施設評価手
法開発業務（施設評価手法）

資産活用のパターンの評価　評価シート　施設
調査

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/zaisan/facilit
y-m-17report.html

○

36 東京都 劣化状況等調査の手引 劣化調査　劣化評価　保全計画　劣化診断
個別にお問い合わせ下さい
連絡先：財務局　建築保全部　工務課　保全係
　　　　　TEL   03-5388-2822、2836（直通）

○

37 国土交通省 官庁建物実態調査 施設調査　劣化調査
個別にお問い合わせ下さい
連絡先：大臣官房官庁営繕部　整備課　施設評価室
　　　　　TEL　03-5253-8111（代表）

○

38 国土交通省 緊急度判定基準（新営・改修） 劣化評価　緊急度判定 http://www.mlit.go.jp/common/000987908.pdf ○

39 千葉市 千葉市資産経営システム 施設カルテ　エネルギーコスト　運営コスト
http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shis
an/shisankeieisystem.html

40 新潟市 施設カルテ 施設カルテ　運営コスト　利用状況　利用コスト
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/sisetuk
arute.html

○

41 福井県他 保全マネジメントシステム　BIMMS 点検結果　長期保全計画 https://www.bmmc.or.jp/system1/

42 岡山県 施設管理業務支援システム
運営コスト　工事履歴　長期保全計画　点検結
果

個別にお問い合わせ下さい
連絡先：総務部　財産活用課　財産活用班
　　　　　TEL　086-226-7235（直通）

43 国土交通省 BIMMS-Nの活用方法 点検結果　長期保全計画
個別にお問い合わせ下さい
連絡先：大臣官房官庁営繕部　計画課　保全指導室
　　　　　TEL　03-5253-8111（代表）

○

44 青森県 青森県県有施設「長期保全計画書作成マニュアル」
長期保全計画　目標使用年限　更新周期　保
全業務支援

個別にお問い合わせ下さい
連絡先：総務部　行政経営管理課　FM・財産グループ
　　　　　TEL　017-734-9125（直通）

○

45 青森県
青森県ライフサイクルコスト試算手法及び施設評価手
法開発業務（ライフサイクルコスト試算手法）

ライフサイクルコスト　修繕周期　試算ツール　長
寿命化　推計ツール

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/zaisan/facilit
y-m-17report.html

○

46 滋賀県 地方債充当率 試算ツール、推計ツール
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-
zaisei/chihosai/keikaku.html

47 島根県 更新費用試算ソフト 試算ツール http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html

http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html
http://management.furusato-ppp.jp/?dest=info
http://www.toyo.ac.jp/site/pppc/30110.html

②点検・診断の手引・マニュアル

③施設の評価

④データベース

⑤コスト試算手法

48 国土交通省 中長期的なコスト推計方法の例 試算ツール ○

33 国土交通省
インフラ長寿命化計画（行動計画）の点検に係る基準
類

法定点検　保全の基準
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49 秋田県
学校基本調査（初等中等教育機関　専修学校・各種
学校編）（高等教育機関編）

学校数、在学者数、教職員数
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01
/kihon/1267995.htm

50 横浜市 横浜市公共建築物マネジメント白書（平成25年３月）
規模、整備状況、将来推計、用途別の現状、利
用状況、利用コスト

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo
/hozenrikatuyo/kenchikubutsuhakusyo.html

51 新潟市 新潟市財産白書
公共施設の状況　将来推計　運営コスト　利用
状況　利用コスト

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/hakusy
o25.html

52 青森県 施設管理担当者研修会の実施 保全業務支援　ファシリティマネジメント
http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/zaisan/facilit
y-m-kouenkai.html

53 栃木県 ファシリティマネジメント研修会 参加者アンケート 意識改革促進 http://www.pref.tochigi.lg.jp/b06/rikatuyou.html

54 静岡県 ＦＭ研修会の実施、ＦＭニュースの発行 保全　ファシリティマネジメント
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-
120/24fm-2.html

55 静岡県 ＦＭ研究会 市町との連携
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-
120/24fm-2.html

56 青森県 県有不動産利活用推進会議
取組体制　利活用　利用調整　保有資産の最
適化

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyok
an/files/rikatuyousecchi-yoko140401.pdf

57 栃木県 県有財産総合利活用推進会議 取組体制 http://www.pref.tochigi.lg.jp/b06/rikatuyou.html

58 愛知県 県有施設利活用・保守管理プログラム 利活用　保有資産の最適化 http://www.pref.aichi.jp/zaisan/zaikan/

59 岡山県 岡山県県有資産利活用推進会議 利活用
個別にお問い合わせ下さい
連絡先：総務部　財産活用課　財産活用班
　　　　　TEL　086-226-7235（直通）

60 さいたま市
さいたま市公共施設マネジメント計画・第１次アクション
プラン【パンフレット】

市民との情報共有・合意形成
http://www.city.saitama.jp/006/007/014/014/00
1/p037670.html

61 新潟市 財産経営推進本部 取組体制
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/suishin
honbu.html

62 国土交通省
まちづくりのための公的不動産（PRE）有効活用ガイドラ
イン

ＰＲＥ　情報の一元化　公共施設の再配置　民
間機能への活用 http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/PRE.html

63 国土交通省 大規模リニューアル導入ガイドライン（案）
初期検討　詳細検討　コストメリット　ニーズへの
対応可否

http://www.mlit.go.jp/gobuild/sesaku_renewal_ren
ewal.htm

64 国土交通省
「建築物等の利用に関する説明書」作成の手引き及び
作成例

使用方法の説明　保全計画　保全台帳
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_kentikubuturiy
ou_tebiki.html

⑥施設の現状

⑦研修会

⑧その他
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