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２．保全・点検・評価 

２－② 施設情報のデータベース 

『県有施設のファシリティコスト管理システム作成』 
 

福島県総務部財産管理課 

０２４-５２１-７０５８(２２５２) 

１．背景・目的・概要 

福島県の所有する施設の多くは１９６０年代から７０年代の高度経済成長期に整

備されたものが多く、その中でも築後３０年を経過したものが約６割を占めている。こ

れらの建物については経年劣化や社会的な要因による需要の変化が進んでおり、

また財政的課題から全ての建物を今後も所有し続けていくことは困難であることから、

建物のより一層の効率的、効果的管理が重要となっている。 

特に、県が利用する建物については、真に必要な建物を見極め、総合調整を図

った上で統廃合、再配置を踏まえて総量縮小を推進するとともに、維持管理業務の

適正化が必要とされている。 

そこで、県有建物の施設情報や光熱水費等のファシリティデータを一元管理して、

建物毎のファシリティコストの適正化のための分析を行うとともに、建物の再配置等

の方向性を検討するためのアンケート及び施設カルテ作成機能を搭載した県有施

設のファシリティコスト管理システムを開発した。 

 

２．取組の成果・効果 

各建物の光熱水費等のファシリティデータを登録して一元管理し、同じ分類の施

設の中で比較し、分析することにより、ファシリティコストの縮減による財政負担の軽

減が図られる。 

また、財産管理者が直接建物の安全性や機能性等の性能や劣化状況をシステ

ムに入力し、そのデータを基に作成された施設カルテにより、今後の建物の再配置

等の方向性の検討に生かすことができる。 
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３．取組内容 

3-1 ファシリティコストの分析 

各建物の光熱水費や使用量等のファシリティコストデータを関係課より提供を受

け、財産管理課において一括してシステムに取り込む。光熱水費はその支出情報を

管理している出納局より、また使用量は各施設の年間使用量を取りまとめている環

境共生課よりデータの提供を受けることで、データの一括入力、登録を行い、効率

化を図っている。 

光熱水費の総額、１㎡当たり、使用人数一人当たりのコストをグラフ化し、施設分

類毎の平均値や同用途の別施設との比較分析を行い、光熱水費が突出している

施設については原因を調査する(図３－１－１、図３－１－２)。 

財産管理者に対し、他の施設と比較して光熱水費等が増加する特別な要因等

がないか聞き取りを行うとともに、必要に応じて、営繕課と共に現地調査を行う。 

調査の結果、使用上の問題が判明した場合は、財産管理者に速やかに対応策

を講じさせるとともに、他の施設の参考とするために取組事例を庁内で情報共有す

る。施設設備に問題があった場合は、設備の改修方策について、営繕課から指導

を行い、財産管理者が必要な予算措置を行う。  

更に、翌年度以降についても、ファシリティコストの適正化が図れているか検証を

行い、縮減がなされていなければ再度原因分析を行い、新たな方策の検討を指示

する。 

 

図３－１－１ ファシリティコスト分析 電気料（１㎡当たり比較） 

 
図３－１－２ファシリティコスト分析 水道料（利用人数一人当たり比較） 
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3-2 施設カルテの作成  

施設の性能や劣化等の状況を把握し、建物の再配置等の方向性を検討する資

料とするために、財産管理者に対してシステム上でアンケートを行い、施設カルテを

作成する機能を設けた。 

アンケート内容は施設の安全性、機能性、環境性、社会性、経済性、利用性の６

大項目を把握するためのもので、全体で４０問で構成され、財産管理者が直接シス

テム上で回答する(図３－２－１)。 

アンケート回答に対してそれぞれの項目で点数付けを行い、その集計結果を建

物毎に分析した状況（図３－２－２）を示すとともに、ファシリティコストデータ等とあわ

せてグラフ化・レーダーチャート化し、施設カルテとして施設管理者が閲覧できるよう

にしている(図３－２－３)。またグラフ上で同用途の他の施設と比較できる機能を持た

せ、全体における施設の順位を把握できるようにした。 

 

          図３－２－１ 

システム上でのアンケート機能。各財産管理者が回答する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２－２                    図３－２－３                         

各建物毎のアンケート分析結果。      施設カルテ。他施設との比較ができる。 
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２．保全・点検・評価 

２－② 施設情報のデータベース 

『『県県 有有 建建 築築 物物 保保 全全 支支 援援 シシスス テテムムのの活活 用用 にに よよるる予予 防防 保保 全全 のの推推

進進』』  
 

滋賀県 土木交通部建築課 

077-528-4251(4251) 

１．背景・目的・概要 

約 189 万㎡の県有施設のうち、現在、約 44%の建物が築後 30 年を経過し、10 年

後には 70%以上の建物が築後 30 年を経過することとなる。これらの建物は、適切な

時期に保全や補修を行えば僅かな費用ですむが、放置すると施設の老朽化が一層

進み、莫大な修繕費用と資源を要することとなる。（図－１） 

 

築年数 棟数 総延床面積(㎡)

～10 年 337 139,526.37

11 年～20 年 1,022 419,902.03

21 年～30 年 1,553 509,598.99

31 年～40 年 1,249 433,653.39

41 年～ 947 386,514.39

計 5,108 1,889,195.17

 

 

 

図－１（築年数別延床面積の割合） 

 

県では、これらの施設をより効果的・効率的に維持管理し、維持管理費(ライフサ

イクルコスト)の縮減と平準化による予算の執行、また環境負荷の低減を図りつつ施

設建物の長寿命化を図るため、従前の事後保全から計画的な保全への移行を進

めることとし、これを支援するためのシステムとして県有建築物保全支援システム（以

下、「システム」）を構築した。 

県庁全体でのストックマネジメントへの取り組み体制が整うまでの間、システムの有

効に活用により効果的・効率的な維持保全を行い建築物の大規模修繕に伴うコス

トを抑制し、ライフサイクルコストの縮減を図ることとする。 

 

 

 

 

～10年
7%

11年～

20年
22%

21年～

30年
27%
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21%
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２．取組の成果・効果 

庁内向けに次の主な機能を提供している。 

 

● 施設台帳管理 ● 機器・部材リスト 

・施設の土地・建物等の基本的な情報

を管理する。 

・建物の機器・部材情報を管理する。 

 

  

● 長期修繕シミュレーション ● ドキュメント管理 

・建 物 の機 器 ・部 材 について長 期 修 繕

シミュレーションを行 い、保 全 計 画 の作

成を支援する。 

・建 物 の図 面 や点 検 記 録 等 の電 子 デ

ータを保存しており、閲覧することができ

る。 

 

 

３．取組内容 

3-1 県有施設の建物実態調査(H15～H20) 

・県有建築物のうち、知事部局および教育委員会部局（県営住宅、警察を除く）の

建築物、設備について劣化調査等を行い、システムへ登録を行った。 
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3-2 県有施設の保全情報の整理分析(H21) 

・建物を構成する部材・設備を整理・分析し、区分・種別・型式に定型的に分類し

た。 

・各部材・機器毎の修繕・更新周期、修繕・更新費用等、長期修繕シミュレーション

を行うための情報を整備した。 

 

3-3 マニュアル等の整備等(H22） 

・システム運用マニュアルの作成し、一部要望のあった施設に対する長期修繕シミュ

レーションの提供等を行った。 

 

3-4 システムによる保全業務の支援(H23) 

・システムを運用し、施設管理者がシステムを利用するにあたり、支援を行った。 

 

3-5 システムの有効利用についての検証(H24) 

・本庁、各合同庁舎等の施設管理者の利用者登録を行い、システム機能の利用を

開始した。 

・地方合同庁舎所管課において、地方合同庁舎を計画的に修繕するための更新

計画が作成された。 

 

3-6 システムの有効利用についての検証(H25) 

・システムデータ内容や操作性について利用者の意見を聞き、システムの改善につ

いて検討を行った。 

・建物を構成する設備・部材リストについて、登録内容の見直しおよび整理を行っ

た。 

 



- 132 - 
 

２．保全・点検・評価 

２－② 施設情報のデータベース 

『保全対象施設のデータベースの作成』 
 

大阪府 住宅まちづくり部公共建築室計画課 

06-6941-0351(4607) 

１．背景・目的・概要 

公共建築室では 220 施設、653 棟(H25.4 現在)を保全対象施設として位置づけ、

公共建築室の技術職員によって、施設の安全確保や保全計画見直し等について、

施設所管課に対する技術的支援を行っている。しかし、日常的な管理は各施設の

所管課で行っているため、双方の情報共有が困難であった。 

また、保全対象施設の中には竣工後 40 年以上経過したものも多く、雨漏りや外

壁の劣化及び、建築設備の不具合について、緊急的に補修されることが多く、工事

履歴の蓄積が重要となる。また、既存ストックの有効活用という観点からは、日常の

維持管理や計画的な修繕を適切に行い、限られた資源を有効活用する必要があ

る。 

そこで、建物の現状を把握し、情報を蓄積、共有することが出来るデータベース

を作成した。 

 

２．取組の成果・効果 

データベースを庁内のホームペ

ージで公開することにより、施設管

理者が他の施設の状況を閲覧し、

光熱水費や修繕情報など他施設

の維持管理状態を参考にすること

が出来るものとした。 

取り組みの効果として、保全対

象施設の基本情報、及び建築物

の各部位（屋上防水・外壁・建具・

建築設備等）に関する改修・補修

工事履歴等を一元的に管理し、各

施設における適正な更新時期を検討することが可能となった。また、施設の基本情

報、工事履歴など必要な資料を収集する際の職員の労力と時間が本データベース

保全対象施設：府有建築物のうち、営繕部局である公共建築室が維持補修

等に関与している施設。  

図 1. データベースのスタート画面
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の活用により軽減された。 

３．取組内容 

3-1 データの構成 

データは、基礎データとして「施設データ」と「棟別データ」、運用データとして「工

事履歴」と「光熱水費」の大きく 4 種類に分けて構成した。 

 

データベース 

基礎データ 運用データ 

 

施設データ 棟別データ 工事履歴 光熱水費

施設番号 

施設名 

郵便番号 

所在地 

電話（施設） 

施設担当者電話 

所管部局 

所管課室 

所管グループ 

電話（所管 G） 

敷地面積 

総建築面積 

総延床面積 

建ぺい率 

建ぺい率法定限度 

最高高さ 

容積率 

容積率法定限度 

棟数 

施設使用形態 

指定管理者契約期間 

他 

棟名 

計画通知番号 

構造 

階数 

建設年度 

建築面積 

延床面積 

階別面積 

建築基準法用途 

消防法適用区分 

定期点検要否（建築） 

同実施（建築） 

同予定（建築） 

同要否（設備） 

同実施（設備） 

同予定（設備） 

耐震診断対象 

同診断年度 

同改修年度（予定） 

他 

工事年度 

工事種別 

工事金額 

工事名称 

請負業者名 

工事概要 

他 

電気・水道・ 

ガス、燃料そ

れぞれの 

・料金 

・使用量 

・単位使用量

・CO2 排出量

他 

図 2.データベースの構成
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3-2 データベースの活用事例 

●基礎データの確認 

改修、改築など各種工事の計画段階などに、基礎データを確認する。 

 

●工事履歴の参照 

施設の工事履歴を参照し、過去に実施した改修・補修工事の履歴から、次

回に実施すべき修繕内容、時期を検討する。 

 

 

●光熱水費の参照 

同施設の前年度との比較、または同規模・同用途の他施設との比較により、

適切な保全状況である指標の一つとなる。 

 

図 3.基礎データ画面  

図 4.工事履歴画面（一部データ削除）

図 4.光熱水費画面  
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２．保全・点検・評価 

２－② 施設情報のデータベース 

『公共建築物保全データベースの活用』 
 

横浜市 建築局 保全推進課 

045-671-2981 

１．背景・目的・概要 

 本市では 1970 年代の人口急増に対応して集中的に公共施設を整備してきました。

今後、これらの施設が一斉に老朽化の時期を迎えることから、維持更新費が膨大と

なり、大きな財政負担となり課題となっております。 

 このため、本市では公共施設の長寿命化の推進に向けて、平成 12 年度の「公共

施設の長寿命化基本方針の策定」しました。また、各局に設置した保全更新計画

の策定及び進行管理等の役割を担う部門別管理者（ストックマネージャー）と全庁

的な調整機関の推進体制を確立するストックマネージャー制度を導入し公共建築

物の長寿命化を推進しています。 

 

２．取組の成果・効果 

建築物及び建築設備の劣化は時間経過とともに進行するため、修繕費用がかさ

む前に早期に対応することが有効です。そこで、これまでの不具合が発生してから

修繕を行う「事後保全」から、不具合を未然に防止するために修繕計画を立て計画

的に保全を行う「計画保全」への移行を目指しています。移行を目指すに当たり、計

画保全を実施するには施設の劣化状況の把握と施設データを整備することが不可

欠であることから、劣化調査を実施するとともに、公共建築物保全データベースを構

築し、保全計画を作成しています。 

 

 

図 1 保全データベースのイメージ 
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３．取組内容 

 3-1 施設ごとの個別保全計画の作成 

●個別保全計画の概要 

 保全推進課で実施している劣化調査により、施設ごとの部位ごとの劣化状況を

把握し、計画作成年度から 20 年間で部位ごとに更新年度を定めることにより保全

費を算出しています。 

 

●約 850 施設の個別保全計画を作成（※約 850 施設とは市民利用施設等） 

 公共建築物保全データベースのシステムを活用することにより約 850 施設の個

別保全計画を作成しました。 

 個別保全計画を作成することにより、850 施設の保全費及び施設ごとの保全費

を算出することができるため、公共施設全体及び現場の職員の視点から公共建

築物の維持保全を考えることができます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図２ 個別保全計画 
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3-2 横浜市公共建築物マネジメント白書の作成に貢献 

●白書の概要 

 公共建築物の現状について、築年数、規模、利用状況に加え、管理運営費や

保全費に関する総コストの実態を示し、そこから明らかになる課題を整理するととも

に、その解決に向けた選択肢を提示し課題解決を市民とともに努めていくことを目

的として作成しました。（横浜市ホームページで公表中） 

 
●公共建築物保全データベースの活用 

 白書作成に伴い、公共建築物保全データベースにある情報（施設用途及び面

積等）を活用して本市の公共建築物の規模を把握しています。 

総数が約 2500 施設であり、主な施設としては学校施設が 518 施設、市民利用

施設が 451 施設、社会福祉施設が 302 施設となっています。 

また、延床面積の観点から公共建築物の規模の把握にも活用されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 施設用途ごとの施設数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図３ 施設用途ごとの延床面積比較 

市民利用施設

110.5 万㎡

11%
社会福祉施設

36.1 万㎡

4%

学校施設

372.2 万㎡

37%

市営住宅

177.1 万㎡

18%

庁舎・事務所

60.8 万㎡

6%

都市基盤系建

築物

237.9 万㎡

24%

その他

0.7 万㎡

0.07%
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２．保全・点検・評価 

２－② 施設情報のデータベース 

『静岡市公共建築物保全計画の策定』 
 

 静岡市 都市局 建築部 建築総務課 

054-221-1134 

１．背景・目的・概要 

近年、公共建築行政を取り巻く環境は、環境保全、コスト縮減、安全性の確保、

文化福祉の向上等、多種多様な課題に直面している。また、高度経済成長期に整

備した公共建築物の多くは、老朽化が進み、一斉に改修や更新時期を迎え、多額

の維持更新経費が必要になってくると見込まれている。 

人口減少、高齢少子化の進行に伴い、税収の伸び悩みや義務的経費の増大な

どが見込まれる中、既存の施設を良好な状態で管理しつつ、運用コストの低減、環

境負荷の低減等に努めることが求められ、従来以上に公共建築物の適正な保全が

重要となっている。 

このため、本市では、平成１２年３月に『静岡市公共建築物保全基本計画』を策

定し、平成１３年７月には効率的な保全業務の推進を図るために『静岡市公共建築

物保全業務実施計画』を策定して、平成 15 年度より、静岡市公共建築物計画保

全支援システム（以下「保全支援システム」という。）を導入し、計画的な保全業務の

推進を図っている。 

 

２．取組の成果・効果 

2-1 安全性、快適性の確保 

計画的な保全の推進を図り、市民にとって良質で使いやすい行政サービスの場

として、最大限の効果が発揮できるよう計画的に整備すると共に、多様化する行政

需要に対応した機能向上を図り、建物の安全性、快適性を確保している。 

 

2-2 建築物の長寿命化 

公共建築物を適切に管理することにより、経年劣化等の状況を的確に捉え、計

画的な保全を推進し、安全性・機能性等の性能を良好な状態に維持していくことで、

建物の長寿命化を図る。 

 

2-3 予算の効率的、効率的執行 

適切な維持管理、劣化状況の把握及び計画的修繕（予防保全）の実施により、

修繕工事等の適切な方法、時期を選定し、建物のライフサイクルコストを縮減すると

共に、限られた予算の効率的、効果的な執行を図っている。 
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３．取組内容 

3-1 保全対象施設の選定 

本市が保有する公共建築物は、全体で約 4,200 棟（企業会計は除く）に及ぶ。こ

のうち、学校施設及び公営住宅を除く延床面積が 200 ㎡以上の建物を計画的に保

全すべき施設として選定し、平成 25 年度は 333 棟が保全対象施設となっている。 

 

3-2 保全支援システムの導入 

保全支援システムは、施設情報を一元的に管理、共有化し、効率的な保全業務

実施のツールとして活用している。機能としては、『施設情報』、『劣化診断評価』、

『修繕計画』及び『図面管理』などで構成されており、施設所管課の職員であれば

市政総合ネットワーク上のパソコンで、これらの情報を、いつでも見ることが出来る。 

さらに、市政総合ネットワークを活用することで、研修会の資料、事故情報及び法

定点検の資料等、情報の共有化を図っている。 

また、毎年の建築部が行った工事等の情報は、保全支援システムに反映させて

いる。 

 
   図-1 市政総合ネットワークの活用      図-2 保全支援システムの施設情報 

 

3-3 『静岡市建築保全ガイドブック』の発行 

建築保全ガイドブックは、公共建築物を安全に安心して快適な状態で長く利用

するため、建物の知識や点検のポイントをまとめたものになっている。 

公共建築物を『生かす』というキャッチフレーズで、 

『保全とは』、『施設管理のポイント』、『災害に対する 

備え』、『記録の保管等』の 4 つの章に分けて紹介し、 

施設管理者等が適切な維持管理を行えるように分か 

りやすく解説している。 
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3-4 保全業務の支援体制 

公共建築物の保全業務を適切に実施していくには、実際に施設を管理する施設

所管課や施設管理者の保全に対する理解や意識の向上が重要である。 

一般的に保全業務の大半は専門業者に依存する部分が多く、施設管理者にな

ったらだれでもすぐに保全業務の内容を全て把握することは非常に難しいため、施

設所管課や施設管理者に対して、定例の研修会、施設に関する法改正等の説明

会、保全業務に対する相談等、様々な支援を行っている。 

また、毎年度、施設所管課に施設整備担当者を選出してもらい、研修会の出席、

保全支援システムの運用及び建物の情報提供を行い、保全業務に関する情報等

の共有化を図っている。 

※施設整備担当者とは、施設所管課の職員で、保全業務に関する連絡調整役として選出 

 

 

図-3 公共建築物保全計画の概要  
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２．保全・点検・評価 

２－② 施設情報のデータベース 

『施設保全の計画に関する意見書の作成』 
 

静岡市 都市局 建築部 建築総務課 

054-221-1134 

１．背景・目的・概要 

静岡市では、平成 13 年に『静岡市公共建築物保全業務実施計画』を策定した。

建物の長寿命化のため、事後保全から予防保全を指向することとし、基本計画に

おいて、保全業務の今後の方策をアクションプログラムとしてまとめた。意見書の作

成は、方策の大項目の一つである『建築物に関する点検・診断のルール化』に基づ

き、実施している。 

計画的な保全を進めていく上では、建物の劣化や不具合の状況を把握すること

が第一歩となる。そのための調査の一環として、技術的視点から営繕部局職員によ

る、建築物の劣化状況の調査（以下、保全調査）を行っている。この調査結果を基

に劣化状況の評価を行い、本市で所有する静岡市公共建築物計画保全支援シス

テム（以下、保全システム）を利用し、今後の保全工事計画案を記載した、『施設保

全の計画に関する意見書』を作成している。作成した意見書は、施設所管課、財政

課、企画課に提出し、情報の共有化を図ると共に、予算要求用資料としての活用も

行っている。 

 

２．取組の成果・効果 

2-1 施設所管課の意識の向上 

保全調査実施時には、施設所管課の担当者も同行している。書類だけではなく、

実際に現場を見ながら、劣化状況や維持保全の説明を行うことで、施設所管課側

の建物の劣化に関する認識を深め、保全に対する意識の向上につながっている。 

 

2-2 意識の共有 

作成した意見書を施設所管課だけでなく、財政課、企画課にも提出している。建

築物の劣化状況の意識共有を図り、企画・財政と連携した建築物の維持保全を推

進する効果が見込まれる。 

 

2-3 計画的な保全の推進 

保全工事計画案では、建物の保全のために今後どのような費用が、いつ頃かか

るのかを示している。保全工事計画案を基に、施設所管課が建物の長寿命化と維

持保全のため、計画的な保全の推進を図る効果が見込まれる。 
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３．取組内容 

3-1 建築物保全調査の実施 

保全調査の対象施設は、原則、学校施設、公営住宅を除く延床面積 200 ㎡以

上の棟を対象としており、目視による点検を行う。建築は劣化状況と分布状況で判

断し、劣化の徴候がなく健全な場合を『D0』とし、徴候のある場合は劣化状況と劣化

の分布をみて、C1～A３の中で最適と考えられる値を選ぶ（表‐１）。設備は外観と運

転状態、保守の状態で判断し、０～２の３段階評価を行う（表‐２）。 

 

表‐１ 建築の劣化評価基準           表‐２ 設備の劣化評価基準 

      

 

3-2 保全支援システムへの登録と修繕計画の策定 

保全調査の評価結果を保全支援システムに登録する。保全支援システムは、建

築物の基本情報を一元化することと、修繕計画の作成を行うことを目的に平成 15

年から本市に導入されている。保全支援システムは、建物ごとに部材登録がされて

おり、保全調査の結果から各部材の劣化度を登録する。各部材に設定された耐用

年数と登録された劣化度を踏まえ、概算工事費を含めた修繕計画が建築・設備の

各部材ごとに算出される。 

 
3-3 施設保全の計画に関する意見書の作成 

施設保全の計画に関する意見書は、建物の基本情報、調査結果など以下の５つ

の項目でまとめている。１～３の項目は、建物の基本情報であり、意見書の主な内容

は４と５の項目になる。 

１ 建物概要  
建物名称・所管課・建築年度・築年数・延床面積  
構造・階数・建設時工事金額 等  

２ 耐震対策  耐震性能・耐震改修実施年度・耐震改修要否  
３ 主な改修工事の記録  過去 5 年間の主な改修工事  
４ 保全調査の結果  
５ 今後の保全工事計画案  

 

『４ 保全調査の結果』は、劣化具合の総合的評価を示すとともに、劣化が確認さ

れた箇所については、劣化に対する対応を４段階に分けて示している（表‐３）。後頁

１
殆どなし

２
局部的

３
全面的

C　初期 しみ・汚れ・摩耗等 C１ C２ C３

B　中期 亀裂・うき・ふくれ等 B１ B２ B３

A　末期 剥れ・剥落・下地腐食等 A１ A２ A３

分布状況

劣
化
状
況

良い 0

普通 1

悪い 2

劣化状況
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には、劣化箇所の写真も掲載し、対応の優先度が所管課の事務職員にも理解しや

すいようにまとめている。 

『５ 今後の保全工事計画案』は、この先に必要になると考えられる修繕・改修工

事の内容と概算費用を建築・設備で各３項目に分類し、示している（表‐４）。この計

画案は、保全支援システムで算出された各部材ごとの今後の修繕計画を基に、実

際に調査を行った職員が項目ごとに内容と概算費用をまとめている。 

 

表‐３ 劣化箇所に対する対応         表‐４ 保全工事計画案の項目  

  

 

3-4 施設保全の計画に関する意見書の提出 

施設保全の計画に関する意見書は、所管課ごとにまとめ、各所管課の担当者に

説明の上、手渡している。また、全ての建物の意見書を毎年度、財政課、企画課に

も提出し、施設所管課との共通認識のもと、計画的な保全を推進してもらうよう要請

している（図‐１）。 

 

図‐１ 施設保全に関する意見書の活用イメージ 

判断 内容

早期対応 緊急的な処置を要する項目

計画対応 今後数年以内に計画的な保全を要する項目

経過観察 経過観察を要する項目

維持管理 維持管理上の注意点

建築 設備

屋上・屋根 電気

外壁 衛生

内装 空調

計画案の項目
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２．保全・点検・評価 

２－② 施設情報のデータベース 

『市有建築物情報システムの構築』 
 

神戸市 都市計画総局建築技術部建築課 

078-322-5648 

１．背景・目的・概要 

当市では、約１８００施設、延べ床面積約４４０万㎡もの建築物を建設し保全して

おり、今後、これらの施設の老朽化が進行していく中、施設の管理、維持保全、改

修等を適正かつ効率的に行い活用していくことが求められています。 

システム開発以前は、設計・工事情報については、市販ソフトを使ったデータベー

スで、工事図面はマイクロフィルムといった形で整理し、施設保全に必要な情報を個

別に管理していました。そうした中、平成１７年６月に公共建築物の定期点検が義務

付けされ、新たに点検データの蓄積が必要になり、また、データベースではシステム

の形骸化や拡張性の不足など不具合が生じていました。 

こうした状況をふまえ、施設・工事・図面等の施設保全に関する情報を一元的に

管理するとともに、多忙化・煩雑化する公共工事における書類作成・執行管理等の

事務の軽減を行う目的で『市有建築物情報システム』を構築し、平成１９年度より運

用しています。 

 

 

システムのイメージ図 
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２．取組の成果・効果 

●ストックマネジメントへの活用 

多岐・多量にわたる施設・工事等の情報を一元管理することにより、データの共有

化や分析が可能となり、建築物のストックマネジメントの検討や、適正で効率的な保

全および有効な転活用の検討に情報を役立てることが容易になった。 

 

●業務の改善 

業務遂行に対応した支援ツールとしての機能を持たせることにより、以下のような

事務の効率化、改善が図られている。 

・補修、改修、工事業務に必要な図面などのデータ収集及び工事監督書類など

の作成、執行管理などにかかる業務作業の効率化、負担の軽減。 

・設計図及び工事完成図のマイクロフィルム化の廃止による経費削減及び保管

場所の削減。 

・検索機能の活用により、過去の補修や改修などの情報を、類似工事等の参考と

することが可能。 

 

３．取組内容 

●システムの主な機能 

1 情報の一元管理と検索機能の活用 

施設の保全業務に必要な以下のデータをシステムで一元管理するとともに、検

索機能により各データを必要に応じて即座に照会処理を行うことが可能であり、

工事履歴等を踏まえた改修工事等の検討に活用している。 

① 施設基本データ…建物の名称、用途、面積や敷地など施設に関する基本

的な情報 

② 設計データ…設計(設計業務委託を含む。)や設計に係る申請などの履歴

情報 

③ 工事データ…工事監理(工事監理業務委託を含む。)、施工、補修並びに

工事契約などに係る履歴情報 

④ 設備機器データ…設備機器の設置や点検などに係る履歴情報 

⑤ 定期点検データ…建築および建築設備の定期点検結果の情報 

⑥ 図面等データ…設計図、工事完成図等の図面データ情報 

２ 帳票作成と執行管理 

設計や工事の進捗にあわせ必要な情報を入力することにより、監督員指定書

や検査通知書等、業務に必要な帳票類の作成や印刷、および執行管理を行っ

ている。 
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●システムの基本情報画面と基本操作の一例 

 利用者は、システムのトップメニューで業務を行う施設名を検索すると下図の『施

設基本情報画面』が表示される。この画面上のアイコンをクリックすることにより、設

計・工事等の履歴情報や画像データなど必要な情報にアクセスすることができる。 

 

 

 

 
 

●ファシリティマネジメント推進の中での活用 

本市でも、これまで人口増加や経済成長にあわせ整備拡充してきた公共施設が、

続々と大規模改修や建て替え時期を迎え、維持管理及び保全整備のコストの増加

が避けられない状況である。 

このような背景も踏まえ、『日常的な維持管理コストの削減』『長寿命化の推進』

『段階的な施設総量の低減』を目標にファシリティマネジメントに取り組んでいるとこ

ろである。 

この取り組みの推進にあたり、市有施設の全体的な状況把握の他、個別施設の

長寿命化や統廃合の検討、施設の規模、設備内容を踏まえた効率的な日常管理

の検討にシステムを活用しているところである。 

 

 

 

 

システム内の施設基本情報画面 


