
 

 

 

 

第一 総合管理計画に記載すべき事項 

二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

（４）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

① 点検・診断等の実施方針 

今後の公共施設等の点検・診断等の実施方針について記載すること。なお、点検・診断等の履

歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修繕・更

新を含む老朽化対策等に活かしていくべきであること。 

 

ポイント 

〇施設の管理担当者は、事務系の職員が従事するケースが多く、専門機器・用語などに馴染

みがないため、維持管理などに際しては大変苦労をされています。 

 

〇東京都においては、施設の維持管理などの講習会の定期的な開催や、建築・電気・機械の

各職種が施設管理者からの相談を受ける「保全コールセンター」などで、施設管理者への

技術的支援を行っています。 

 

〇これらに併せて、施設管理者の一助となるように、本ガイドブックを作成しています。 

 

〇ガイドブックの内容は下記の目次の通り、「保全と」は、という解説から始まり、写真や

イラストを多く用いて、最終章のＱ＆Ａまで幅広く網羅しました。 

 

第 1 章 保全とは 

第 1 節 保全の重要性 

第 2 節 保全業務の進め方 

第 2 章 建物の構成と予防保全 

第 1 節 建築 

第２節 電気設備 

第 3 節 機械設備 

第 4 節 防災設備 

第 5 節 建物の清掃 

第 3 章 建物の法的維持管理業務 

第 4 章 事後保全 困ったときの Q ＆ A 
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第 1 章 保全とは 

第 1 節 保全の重要性 

 建物の企画設計から建設、運営管理及び解体に至るまで、建物の一生を建物の「ラ

イフサイクル」と呼んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このライフサイクルにおいて、建物の引継ぎ後の運営管理の段階において、業務の

実施に必要な建物の機能を確保するためには、適切な保全が必須となります。 

また、適切な保全の目的はふたつあります。ひとつは建物機能の維持、もうひとつ

はライフサイクルコスト(LCC)の低減と建物の長寿命化です。 

 

■ 建物機能の維持 

都民ニーズに的確に応えるため、庁舎をはじめ、学校、文化施設、病院、福祉

施設等、東京都は、都民生活に欠くことのできない様々な施設を数多く所有して

います。 

一方、都民の安全･安心の確保や環境負荷の低減等多様化する行政課題に対応す

るため、耐震性、省エネルギー性能、ユニバーサルデザイン等建物に求められる

機能は、多様化かつ高度化しています。その結果、その機能を支える建築、電気

及び機械の個々の部材や機器等に求められる性能もより複雑化かつ高度化してい

ます。 

都民サービスの低下を招かないためには、業務の実施に必要な建物の機能の確

保は欠かせず、その複雑化、高度化した部材や機器等の適切な保全の重要性がま

すます高まっています。 

 

■ ライフサイクルコストの低減と建物の長寿命化 

ライフサイクルコスト(LCC)とは、建物のライフサイクルに要する総費用です。

建物にかかる費用は建設費だけではなく、日常の保守、修繕費用、何年かごとの

大規模な改修費用等建物を維持するための費用は、建設費の何倍にもなります。 

そのため、適切な保全により、ライフサイクルコスト（LCC）を必要 小限に抑

えることが非常に重要です。 

 

設計
しゅん功

引継ぎ

運営管理 

（修繕･改修を含む。） 

解

体 

 

企画 

 

建設 

 

建物を造る 建物の保全 

建物のライフサイクル 

処分 
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また、建物の長寿命化の観点で、

限られた財源の有効活用と環境負荷

の低減を図る等、適切な保全に取り

組むことも重要です。 

都有建築物は都民の共有財産であ

り、これらを可能な限り長く、しか

も経済的･効率的に活用していくこ

とは、都有建築物を維持管理する者

の重要な責務です。 

そのため、日頃から危機意識を持

ち、日常の維持管理、定期点検、清

掃委託、修繕･改修工事等適切に実施

し、その責務を全うする保全を行う

ことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 保全の内容 

保全とは、建物、電気設備及び機械設備について点検、保守、運転･監視、清掃、修

繕及び改修を行うことをいいます。 

ア 点検 

建築物等の機能や劣化の状態を調査することをいいます。 

日々機器の外観、運転状態等を確認する日常点検と一定期間ごとに行う定期点

検があります。 

イ 保守 

建築物等の必要とする機能や性能を維持する目的で行う、消耗品等の交換、汚

れの除去、注油、塗装等の補修、部品の調整等の軽微な作業をいいます。 

ウ 運転･監視 

設備機器を稼働させ、その運転状況等を監視及び制御することをいいます。 

エ 清掃 

語句のとおり、掃除し綺麗にすることをいいますが、建物を清潔に保持するこ

とにより、材料劣化の原因を除去し、腐食等の進行を遅らせ、機器の性能を維持

する等重要な役割があります。 

オ 修繕 

建築物等について、損耗、劣化、破損及び故障により損なわれた機能を回復さ

せる行為をいいます。 

カ 改修 

建築物等の改良、模様替え、建築設備や建築物の附帯施設等の更新をいいます。 

 

建築物のライフサイクルコストの構成を
調べると、建設費は氷山の一角で以外に少
ないです。修繕費･運用費等が圧倒的な割合
を占めています。 
［建築物のライフサイクルコスト 

/国土交通省大臣官房官庁営繕部監修］より

LCC の概念図 
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1.1.2 保全の分類 

保全はその取組の観点から、一般的に次の二つに分類されます。 

ア 事後保全 

建物の機能や性能の異常がわかった状態、すなわち何かしらの不具合が生じてか

ら、修繕等の処置を行うものです。蛍光管の球切れや、ブラインドの故障等、業務

の実施に根本的影響が無く、その不具合が拡大する恐れの無いものについては、滞

りなく適切な事後保全を行うことが重要です。 

イ 予防保全 

定期点検等による建物の機能や劣化の状態の把握によって、故障等の不具合が

生じる可能性が高いと予測された場合、予防的な措置として機器の交換等を行う

ものです。必要な建物の機能の確保に欠かせない重要な設備機器や事故に繋がる

恐れのあるエレベーター等については、点検に基づき適切な予防保全を行い、安

全･安心を確保することが重要です。 

 

 

第 2 節 保全業務の進め方 

保全業務を効率よく、効果的に行うためには、保全の業務体制を整えておくことが

重要です。 

また、保全業務の計画を立案し、それを実施、記録、分析することで、その建物の

特性に合致した保全の計画や保全の方法を確立することも重要です。 

 

 

1.2.1 保全の業務体制 

保全業務の実施に当たっては、責任者と担当者の責務を明確にし、組織的に行うこ

とが必要です。 

 

■ 責任者の責務 

建物の保全業務の全体を把握し、保全業務が効率よく行われるように、保全計

画の立案や予算の確保を行います。 

 

■ 担当者の責務 

保全業務は一般に設備運転監視、設備点検保守、清掃、警備等いくつかに分か

れ、担当者は責任者が作成した保全業務の計画に沿ってそれぞれ実施します。（一

部の保全業務には資格を持っていなければならない業務があります。詳細は「第 3

章 建物の法的維持管理業務(165 ページ)」及び各法令を参照してください。） 

 

■ 保全業務の委託 

保全業務の適切な実施には、日常の担当者の業務も重要ですが、必要な資格者
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の確保のため等、適切な保全業務の委託発注業務も重要です。 

安全上重要な防災のための機器や、複雑で高度な機構を持った装置･システム等

の点検･保守は、その業務に精通した専門業者に適切に委託することが重要です。

特に、有資格者による検査や点検整備等が法令で規定されている場合は、必要な

資格者を有する業者への委託が必須となるため、注意が必要です。 

 

 

1.2.2 保全業務の計画 

保全の業務には、清掃や機器類の運転･監視等日常的に行う業務、月又は年に何回と

周期を決めて行う定期点検･保守等の業務、さらには、劣化した部分の修繕等適宜対応

しなければならない業務等があります。これらの業務を効率よく、的確に実施するた

めに、保全業務に関する計画が必要です。 

まず、法令によって、定期的な検査等が義務付けられている機器等について、適用

される法令を確認し、保全業務の計画に組み込んでおかなければなりません。（法令に

定められている定期検査や定期点検保守については、「3.1.4 法的に必要な点検業務

一覧(178 ページ)」を参照してください。） 

さらには、次にあげる区分ごとに、適切な計画の立案とその実施が必要となります。 

 

■ 日常的業務の計画 

日常的な保全業務としては、機器の運転･監視、点検や清掃、室内環境の測定、

消耗品の交換や小修繕･補修等の様々なものがあり、それらを計画的に進める必要

があります。年間、月間及び週間の作業計画や運転計画、それに合わせた業務計

画を立てることで、初めて効率的で質の高い保全の実施が可能となります。 

 

■ 定期的業務の計画 

定期的に行われる点検･保守等の保全業務が建物の利用に支障をきたさないよ

う、適切な実施時期等を考慮した年間の実施計画を立てる必要があります。 

 

■ 修繕計画 

定期点検の結果等によって、修繕の必要が生じた場合には、その重要性等内容

に応じた適切な修繕計画を立て、効果的に実施する必要があります。 

 

 

1.2.3 保全関連経費 

■ 保全関連経費の種類 

建物を適切に保全して行くためには様々な経費が必要です。これらの経費は、

建物の規模や使用形態、設置されている設備機器等の仕様や数量、保全業務の実

施体制等によって異なりますが、一般的に必要となる経費には次のようなものが
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あります。 

 

ア 維持管理費 

毎年必要となる経費で、保全業務の実施体制や、建物の使用状況に応じて計上

しますが、下表のような費用があります。 

 

区   分 内       容 

(ｱ) 運転、日常点検保守費 設備機器の運転、日常点検、保守業務の委託費等 

(ｲ) 定期点検･保守費 自家用電気工作物、電話、消防用設備、ボイラー､

冷凍機､昇降機設備､浄化槽等の法令等による定期

点検保守に必要な費用 

(ｳ) 室内環境の測定 空気環境の測定と照度測定 

(ｴ) 水質の測定 上水･中水･雑用水･排水等の測定 

(ｵ) 清掃費等 廊下、ホール、便所等の日常清掃、床、窓ガラス等

の定期清掃、受水タンク、高置タンク、汚水槽、排

水槽の清掃、害虫駆除、ごみ処理等に必要な費用 

(ｶ) 保安 警備業務の委託費等 

(ｷ) 消耗品･備品 蛍光灯、機器類等への注油類及び備品･工具類、フ

ィルター等の費用 

(ｸ) その他 事務費等 

 

イ 修繕費 

部品交換、塗装及び修繕(復旧等)に必要な費用 

ウ 光熱水費 

電気、ガス、上下水道料金及び燃焼用の油購入に必要な費用 

 

■ 保全業務を委託する場合 

保全業務を専門業者に委託する場合の費用については、「維持保全施行基準(財

務局)」、「維持保全業務積算指針(同)」、「維持保全業務積算標準単価表（同）」及

び「維持保全業務積算標準(同)」に基づいて積算してください。 

 

 

1.2.4 保全情報の記録 

■ 保全情報の種類 

建物を計画的かつ効率的に保全するためには、建物の維持保全の履歴等保全の

施行に関する事項「保全情報」を、適切に記録することが重要です。そのため、

保全情報は「保全業務支援システム」により保全管理台帳に記録します。また、
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保全情報には、次のものがあります。 

ア 建物基本情報 

建物の所在地、階数、構造、延べ床面積等その建築物の概要に関する基本的情

報です。 

イ 工事等履歴情報 

維持管理業務、改修･修繕工事の請負業者、工期、契約金額等それらの履歴に関

する情報です。 

維持管理経費の経年的把握や改修･修繕工事の履歴の把握により、劣化状況等建

物の現状把握や保全業務の計画立案の基礎資料になります。 

 ウ エネルギー情報 

毎月の電気･ガス･水道等のエネルギー使用量及び料金に関する情報です。機器

の異常の把握や、省エネ対策を行う際の基礎資料になります。 

エ 設備機器等情報 

設備機器や外壁等の部材に関する仕様、型式、設置場所、数量等に関する情報

です。 

ライフサイクルコスト（LCC）の基礎データや保守点検業務発注のための基礎資

料になります。 

オ その他 

保全業務支援システムにはその他の電子データを管理できる電子書庫という機

能があります。電子書庫により次の記録等のデータを管理することで、記録の散

逸を防止し適切な維持保全の基礎資料とすることができます。 

(ｱ) 定期点検･保守記録 

定期点検の結果やそれに伴って行った保守作業の内容の記録です。点検の結

果は、機器の修繕や改修を計画する際の基礎資料となります。 

(ｲ) 各種測定記録 

室内環境、水質、ばい煙濃度等の測定結果の記録です。それにより建物の機

能が適切に確保されているどうかを確認し、異常値等があった場合には、個々

の機器の状況を把握し必要に応じた維持更新を行う等、適切な維持保全の契機

となります。 

 

■ 保全業務の委託における留意事項について 

保全業務を委託した場合には、受託者に点検･保守記録等の報告を求め、対象部

位や状況等の内容を確認する必要があります。その際、報告内容と建物管理業務

委託仕様書との整合性を確認してください。 

また、委託発注段階で、提出させる報告書について、内容を明確に確認するた

め、個々の機器の点検･保守記録や写真等を添付するよう仕様書に記載する等、必

要な成果が得られる委託を発注することが重要です。 

 

-60-


	28_（東京都）保全ガイドブック（平成２２年３月）.pdfから挿入したしおり
	11表紙･目次
	保全ガイドブック（平成２２年）
	13奥付

	31_（大阪府）建築物点検の手引き.pdfから挿入したしおり
	31_（大阪府）建築物点検の手引き.pdfから挿入したしおり
	01表紙・目次
	02（1_2章）建物の点検_P1～7）
	03（2章）建物設備の点検（P8～9）
	04（3章）法定点検_P10）
	05（表1）適用法令一覧「H26改正」(P11.12)
	06（4章）用語説明（P13～21）
	07（表2）耐用年数（P22）
	08裏表紙「H26改正」



