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1.　はじめに

国土交通省官庁営繕部の所管施設は全ての国家
機関の建築物であり，通常の庁舎以外に自衛隊施
設や宿舎等についても保全指導等の指導・監督を
行っています。これらの施設は，借受施設を除
き，今年度時点で約15,000施設（約4,900万m2）存
在します。
この膨大なストックのうち，築後30年以上のも

のはすでに約 4割（図― 1）を占めていますが，
今後さらにその割合が大幅に増加することが見込
まれています。このような中で，行政サービスの
円滑な提供を維持するためには，既存施設の有効
活用と適正かつ確実な維持管理・更新を図り，施
設利用者の安全を確保しながらトータルコストを

縮減することが不可欠です。
このため，国土交通省官庁営繕部では，さまざ
まな取り組みを行っていますので，本稿において
それらを紹介します。

2.　地域における官庁施設整備構想

⑴　背　　景
国家機関の建築物のうち，庁舎は全国に約
8,000施設（約1,900万m2）あります。この多数の
既存施設を効率的に機能維持するためには，各国
家機関の必要機能と建築物の保有性能の組み合わ
せを最適化し，官庁施設を群として有効活用する
ことが必要です。国土交通省では，一定地域内の
官庁施設を群として効率的かつ効果的なファシリ
ティマネジメントを行うため，従前より，地域ご
とに官庁施設の整備構想を策定し，計画的な整備
を行うこととしてきました。
しかし，近年，既存施設の老朽化が著しく，今
後は維持管理・更新に要する費用が増加すること
から，従前と同様の整備を行うことは財政上困難
と予想されます。このため，地域ごとの官庁施設
の整備構想においても，徹底利活用する庁舎を選
別し長寿命化を図り，地域全体としてのコスト低
減を図ることが重要となっています。
このため，平成25年度より，改めて「地域にお

図― 1　 「国家機関の建築物」経年別延床面積の
割合（平成２６年 ７月 国土交通省調べ）
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ける官庁施設整備構想」（以下「施設整備構想」
という）を策定する方針を定めたところです。
⑵　施設整備構想
施設整備構想では，各国家機関の機能や管轄を

考慮し，全国で330程度の構想地域を設定し，そ
れらの地域ごとに整備構想を策定することとして
います。各地域の構想は，国の一般事務庁舎を中
心として，地方公共団体との連携も考慮しつつ，
今後の整備予定を検討します。
施設整備構想においては，建替えのほかに長寿

命化事業や入居官署の組替えである使用調整等を
有効に組み合わせ，費用対効果の観点から最適な
方策を検討することとしています（図― 2）。

図― 2　地域における官庁施設整備構想のイメージ
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⑶　長寿命化事業
国土交通省が当面実施する予定の官庁施設の長

寿命化事業は，劣化の著しい施設を対象とした従
来型の改修のほかに，比較的健全な既存施設を対
象に予防保全として改修を行うものです。
長寿命化事業として実施する工事は，躯体の劣

化進行を未然に防ぐための外壁，屋上防水，建具
の更新，防災設備や建物ライフラインの劣化を防
止する設備の更新といった内容を組み合わせたも

のです。
⑷　今後の予定
今後は，全国の施設整備構想を精査して中長期
の施設整備計画を立て，長寿命化事業等の手法を
用いて，官庁施設の老朽化対策を計画的かつ効率
的に推進していく予定です。

3.　保全指導の一層の充実

国土交通省では，官公庁施設の建設等に関する
法律（以下「官公法」という）に基づき，各省各
庁が実施する国家機関の建築物等に関わる保全の
適正化を推進（保全指導）しています。
今後，官庁施設の長寿命化を推進するために
は，保全指導をより一層充実させ，各施設の確実
な保全の体制とメンテナンスサイクルを確立する
ことが必要です。
⑴　これまでの取り組み
①　保全に関する法令および基準類の整備
各省各庁の長は，所管する建築物等について，
官公法に基づき適正に保全しなければなりませ
ん。その基準として，「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」（平成17年告示
第551号）等を制定しています。劣化の状況につ
いては，別途，建築基準法や官公法等の法令に基
づく定期点検を行う必要があります。
また，各省各庁の施設管理者等が官庁施設の保
全を適正かつ効果的に実施できるよう，建築保全
業務共通仕様書や積算基準，建築物の利用に関す
る説明書の手引き等の技術基準を制定していま
す。
②　保全と保全指導の実施
国土交通省では，従来より各省各庁が実施する
保全について，保全実態調査を行って現況を把握
しています。保全実態調査は，原則として全ての
官庁施設を対象とし，平成17年度からは各施設の
施設保全責任者等からインターネットを利用した
保全業務支援システム（BIMMS―N）を用いて報
告する方式で調査を実施しています。
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国土交通省は，報告内容をとりまとめるととも
に，調査結果を踏まえ，現地に赴く実地指導や会
議・講習会等を実施しています（図― 3）。
保全実態調査の結果については，調査項目ごと

に集計し，総合的に評価しています。具体的に
は，保全実態調査による保全状況の指標として，
六つの評価項目の評点とその評点の平均点を総評
点として算出しています（いずれも100点満点）。
保全指導の取り組みにより各評点および総評点は
全体的に上昇しており，着実に保全の適正化が図
られています（図― 4）。
⑵　保全業務支援システム（BIMMS―N）の改良
と統合データベースの構築
官公法に基づく点検・確認制度の充実，防災対

策や長寿命化に資する中長期保全計画の作成の必
要性といった新たな保全指導ニーズに対応するた
め，保全業務支援システム（BIMMS―N）を改良

し，平成26年度から新システムの「官庁施設情報
管理システム」として運用を開始したところで
す。
従来，施設整備や保全の企画立案等の目的に応
じて調査を実施し，個々の調査ごとに整備を行っ
てきたデータベースについても，調査・情報管理
を効率的に行うため，新システムに統合しまし
た。
⑶　中長期保全計画の策定率の向上
国土交通省では，官庁施設の保全の計画的かつ
効率的な実施のために，保全計画の作成について
規定し，その作成状況等について，各省各庁から
毎年度報告を受けています。それによると，保全
計画を作成している施設の割合は，平成25年度調
査では68.8％となっています（図― 5）。
国土交通省では，この報告を踏まえて，必要に
応じて職員が実地に赴くなど，各省各庁の保全計

図― 3　保全と保全指導

図― 4　保全状況別の割合（保全実態調査） 図― 5　保全計画作成施設の割合（保全実態調査）
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画の作成を支援しています。
各省各庁の作成する保全計画は，中長期と年度

の二つの保全計画で構成されます。特に中長期保
全計画は，中長期的視野に立った予防保全の実
施，中長期の保全費用の推計および効率的な予算
執行のために必要な計画です。
前述のシステム改良においては，中長期保全計

画の作成機能についても，より使いやすくなるよ
う改良を行いました。本改良により，中長期保全
計画の策定率が向上することを期待しています。
⑷　建築物の部位別劣化調査要領の策定
長寿命化の推進には，劣化状況の把握が必要で

す。そのため，部位別の劣化状況を調査する手法
を要領としてまとめることを検討しています。
この要領は，保全に関わる技術系職員等が，建

築物の劣化状況を部位別に調査し，当該部位につ
いて修繕・更新の緊急度を判定するためのもので
す。緊急度は，物理的な劣化の進行度と部位別の
重要度を勘案した上で， 3段階で示すことを検討
しています。

4.　�「施設カルテ」による
技術支援等

⑴　施設カルテの検討
経年が進んだ官庁施設は，物理的な劣化に加え

て，基準の改定や，古い造りであるために使い勝
手が悪いなど，近年に整備された官庁施設と比べ
て性能が十分でない場合があります。
経年が進んだ官庁施設においても，安全・安心

を確保し，行政サービスの円滑な提供に支障を来
さないことは必須です。そのため，平成26年度よ
り，施設の現状，問題点とその要因，施設管理者
のニーズ等を把握し蓄積する「施設カルテ」の作
成の検討に着手したところです。
⑵　ソフト対策およびハード対策
今後も経年が進んだ施設が増加する中で，必要

な施設整備の経費を即時に確保することが困難な
場合が想定されます。このような状況でも，官庁
施設における安全・安心を確保し，行政サービス

の円滑な提供に支障を来さないためには，建替え
や大規模修繕等のハード対策だけではなく，施設
運用管理上のソフト対策（施設整備として行う対
策以外の運用対応で，軽微な修繕を含む対策）も
含めた総合的な対策を推進する必要があると考え
ています。
国土交通省において施設の問題点や施設管理者
のニーズ等を解決するための対策案を検討し提案
する場合，提案する対策案やその実施状況につい
てフォローアップを行い「施設カルテ」に記録し
ていくことも検討しています。

5.　�公共建築物の老朽化対策に
　　関する地方公共団体への支援

昨今，国以外の公共建築物についても老朽化が
深刻化しつつある実態を踏まえ，今後の公共建築
物の老朽化対策に資することを目的として，国土
交通省，都道府県および政令指定都市からなる全
国営繕主管課長会議において「公共建築物の老朽
化対策事例集」を作成しました。本事例集は，会
議構成員の所管している公共建築物に関する80件
の事例を収集し，とりまとめたもので，国土交通
省のホームページにて公開しています。
また，今年度は，官公庁施設に関するインフラ
長寿命化計画（後述）について，地方公共団体が
円滑かつ適正に計画を策定していくため，情報交
換と基本的な考え方の整理を行う検討会を設置す
ることとしています。
その他，従来から設置している公共建築相談窓
口の機能の充実や，官庁施設保全連絡会議を通じ
た情報提供などによっても，地方公共団体を支援
していきます。

6.　�インフラ長寿命化のための
　　行動計画における官庁施設分野
　　の取り組み

国や地方公共団体等が一丸となってインフラの
戦略的な維持管理・更新等を推進するため，政府
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全体の取り組みとして，平成25年11月に「インフ
ラ長寿命化基本計画」がとりまとめられました。
これを受けて，国土交通省では，平成26年 5 月

に「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計
画）」をとりまとめましたが，このうち官庁施設
分野では次のような取り組みを行うこととしてい
ます。
⑴　計画の範囲
①　対象施設
官庁施設については，官公庁施設の建設等に関

する法律（官公法）第13条第 1項の対象である国
家機関の建築物を対象施設としています。
②　計画期間
平成26 〜 32年度（2014 〜 2020年度）

⑵　構　　成
以下に示す 8項目について，官庁施設の「所管

者（体制や制度等を構築する者）」である国土交
通省官庁営繕部および地方整備局営繕部等の取り
組みと，官庁施設の「管理者（各インフラの管理
者）」である各施設を実際に管理する機関（施設
管理者）の取り組みを記載しています。
①　点検・診断／修繕・更新
②　基準類の整備
③　情報基盤の整備と活用
④　個別施設計画の策定・推進
⑤　新技術の開発・導入
⑥　予算管理
⑦　体制の構築
⑧　法令等の整備
⑶　取り組みの概要
官庁施設分野の記載は，表― 1のような内容に
なっています。これらの取り組み内容について
は，おおむね2. 〜 4.において紹介したとおりです。
⑷　個別施設計画
行動計画に基づいて策定することとなる個別施

設計画の策定・推進については次のとおりです。
①　対象施設
基本計画では，点検・診断の結果に基づき，必

要な対策を実施するとともに，それらを次の点
検・診断等に活用するという「メンテナンスサイ

クルの構築」を基本的な考え方として位置付けて
おり，個別施設計画はその核となるものとされて
います。
これを踏まえ，個別施設計画の策定を推進する
官庁施設は，行動計画の対象施設のうち，建築基
準法および官公法に基づく定期点検の対象施設と
しています。
②　計画策定の推進
対象となる官庁施設について，「官庁施設情報
管理システム（BIMMS―N）」を活用するなどし
て，個別施設計画の策定を推進することとしてい
ます。
官庁施設における個別施設計画は，「中長期保
全計画（施設の運用段階における保全の実施内
容，予定年度及び概算額に係る計画）」および「保
全台帳（点検や修繕履歴等を記録する台帳）」に
よって構成されることを基本とし，必要に応じ
て，基本計画の「Ⅳ.2.⑤対策内容と実施時期」に
おいて記載された機能転換・用途変更，複合化・
集約化，廃止・撤去，耐震化等の必要な対策を追
加するものとしています。
⑸　各省各庁との連携
今般の国土交通省行動計画の策定を皮切りに，
今後，各省各庁において行動計画の策定に向けた
検討が本格化します。この際，官庁施設を管理す
る各省各庁の間で基本的な取り組みの方向性を共
有し，官庁施設全体の維持管理・更新等を着実に
推進することができるように，「官庁施設におけ
る長寿命化計画に関する連絡調整会議」を設置し
ました。
この連絡調整会議において検討を行った結果と
して，本年 7月に行動計画作成の手引きをとりま
とめ，中央官庁営繕担当課長連絡調整会議の申し
合わせとしたところです。
今後は，行動計画に基づいて個別施設計画（中
長期保全計画等）の策定を進めていく必要がある
ため，公共建築相談窓口や官庁施設保全連絡会議
を活用して施設管理者への技術的支援を実施する
等，引き続き各省各庁と連携していく予定です。
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7.　おわりに

官庁施設の老朽化対策は，インフラ長寿命化計

画等を契機にその取り組みを始めたばかりです。
国土交通省では，今後も引き続き老朽化対策に取
り組むとともに，各省各庁や地方公共団体を支援
し，公共建築分野において先導的な役割を果たし
ていきたいと考えています。

表― 1　国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）における官庁施設分野の記載（概要）

所管者（官庁営繕）の取り組み

【対象：各省各庁の施設】

管理者（施設管理部局）の取り組み

【対象：国土交通省の施設】

1.点検・診断／

修繕・更新

○相談窓口の機能の充実

○基準類・マニュアル等の整備・提供

　・官庁施設保全連絡会議やHP等で周知

　・各省各庁への保全指導による保全実態調査の総評点の向上

○�研修・講習の充実（官庁施設保全連絡会議，全国営繕主管課長会議

等の開催）

○施設を整備する立場から，

　・H26年度中に，地域ごとに官庁施設の整備構想を策定

　・長寿命化事業を推進

　・H27年度から施設カルテの作成・運用を開始

　・基準に基づく施設整備

○点検・診断／修繕・更新等

　・定期点検の実施

　・保全の確実な実施

　　▶　�国土交通省が管理する庁舎等について，H29

年度までに保全実態調査の総評点が80点以上

の施設の割合を80％以上となるよう取り組み

を継続

○研修・講習の充実

○担い手確保に向けた入札契約制度の見直し

　・適正な保全業務委託の実施

2.基準類の整備 ・定期点検，保全に関する基準類を適用

3.情報基盤の整

備と活用

・�H26年度中に，全ての官庁施設を対象に，保全実態調査に必要な施

設の諸元等の情報を「官庁施設情報管理システム（BIMMS―N）」
に蓄積

・保全実態調査を実施し，情報の更新を毎年実施

・�地方公共団体が利用するデータベースへの情報の蓄積・更新ができ

るよう技術的支援を継続

・�H26年度中に，国土交通省が管理する全ての官庁施

設を対象に，左記の情報をBIMMS―Nに登録
・H27年度以降は，情報の更新を毎年実施

・�蓄積した情報は，各施設管理者ならびに本省官庁営

繕部および各地方整備局等の営繕部等で共有

4.個別施設計画

の策定・推進

・�個別施設計画を構成する「中長期保全計画※1」「保全台帳※2」が適切

に作成されるよう，保全指導を継続

　　※1　�施設の運用段階における保全の実施内容，予定年度，概算

額に関わる計画

　　※2　�点検や修繕履歴等を記録する台帳

・�BIMMS―Nの機能を周知し，中長期保全計画・保全台帳の作成を支
援

・各省各庁との連携のもと，個別施設計画の策定を推進

・�H28年度までに，全ての個別施設計画の対象施設※

において，個別施設計画の策定を完了

　※　建築基準法，官公法の定期点検の対象施設

・策定した個別施設計画は，適宜，更新

5.新技術の開

発・導入

・�点検・診断に関する新技術が導入されている取り組みを収集し，各省各庁・地方公共団体に対して，引き続き，参考に情報

提供

・長寿命化に資する材料・構工法について，改修等の機会を捉えて，より一層の現場導入・普及を検討

6.予算管理 ・保全業務の適正な実施に必要となる費用の算出について技術支援

・「個別施設計画の策定・推進」の取り組みを継続

〈施設を整備する立場から実施する内容〉

・�H26年度中に，各地域における官庁施設の整備構想を踏まえた，中

長期における官庁施設の整備計画を策定

・�個別施設計画に基づく計画的な点検・診断，修繕・

更新を実施するとともに，新技術の開発・導入の取

り組みを推進することで，トータルコストの縮減・

平準化を図る

7.体制の構築 ○技術者の確保・育成

　・施設保全責任者を設置し，保全実施体制を確立するよう保全指導

　・「研修・講習の充実」の取り組みを継続

○管理者等の相互連携の強化（研修・講習の充実の取り組みを継続）

○技術者の確保・育成

　・�平成26年度中に，自らが管理する全ての施設で施

設保全責任者を設置

　・「研修・講習の充実」の取り組みを継続

8.法令等の整備 ・必要となる制度や法令等について，機会を捉えた整備を実施 ―


