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開発建設部所管施設（建築物）の保全について
―施設の長寿命化に向けて―
帯広開発建設部 施設整備課
釧路開発建設部 施設整備課

○羽角 亮祐
林 直広
武田 圭太

国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、官庁施設の分野においても「所管
者・管理者」の立場から戦略的な維持管理・更新等に向けた取組を強力に推進することが定め
られている。また、国家機関の建築物については、高度な安全性の確保や既存ストックの有効
活用の観点から、「建築基準法」（以下「建基法」）及び「官公庁施設の建設等に関する法律
（以下「官公法」）」において、保全と点検が位置づけられている。こうしたなか、開発建設
部所管施設の保全の現況において、適正な保全が図られていない状況が見受けられる。本研究
では老朽化した国家機関の建築物の保有状況について調査し、公用施設（庁舎、宿舎等）と公
共用施設（除雪ステーション、樋門・水門上屋、排水機場上屋等の水防拠点施設）のうち、特
に公共用施設をピックアップし、今後の開発建設部所管施設の保全のあり方について方策を検
討する。
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1. はじめに
北海道開発局の各開発建設部（以下「開建」）では多
種多様な建築物を所管しており、それらの多くは90年代
からの公共事業投資増により、同時期に多くの公用・公
共用施設が新築された。そのため、老朽化の進行が顕著
に表れるとされるている築30年以上の建築物が多い状況
である。
また、開建では庁舎、宿舎の外、災害応急活動に必要
な施設を多く保有しているため、災害時でも高度な安全
性を確保する必要がある。
さらに、国の財政逼迫を考慮し、貴重な国有財産であ
る既存ストックの有効活用が求められるなど、単純な建
て替えは難しいという側面を併せ持っている。
今後、これらの大規模修繕や設備機器の更新が大幅に
増えることが見込まれるため、建築物の老朽化対策を計
画的かつ効率的に推進していく必要がある。

年を超過している建築物が、延床面積、施設数ともに約
４割となっている。前述のとおり、今後、これらの施設
は大規模な修繕や大型設備機器の更新などが増えると予
想されるため、本研究では帯建、釧建が所管する事業営
繕施設の保有施設を対象とし、データベースを用いて、
より適正な保全の実施に向けた方策を検討する。

3. 保全に関する法令

適正な保全を実施するために、国家機関の建築物につ
いては、一定の用途及び規模により「建基法」や「官公
法」による定期点検が定められている（表-1）。さらに
「官公法」第13条第1項の規定に基づき定められている
「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の基準」
（以下「保全の基準」という）では、支障がない状態に
保全するための「確認」がすべての国家機関の建築物及
びその附帯施設について義務付けられている。「帯建」
「釧建」のデータベース施設の内「官公法」第12条の
「点検」が必要な施設は全施設数の約3割で，その他の
2. 目 的
自主点検施設は約7割あるが、すべての建築物で上記の
「確認」行為が義務付けられている。（図-3-1）
現在、全道の「開建」における所管施設は事業営繕施
官公法第12条の「点検」とは、「政令で定めるものの
設基礎データベース（平成31年4月1日時点）（以下「デ
ータベース」という）によると総延床面積は約882,000㎡、 敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところに
より、定期に『損傷、腐食、その他の劣化の状況を点
施設数約4,500となっている。
検』すること」をいい、「確認」とは「支障がない状態
また、帯広開発建設部（以下「帯建」という）及び釧
に保全されていることを施設保全責任者が確認する行
路開発建設部（以下「釧建」という）において、築後30
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下記表は建築物の耐震安全性の分類を示す（表-4-1）。
表-4-1 耐震安全性分類表

為」をいう。
表-1 点検義務がある国家機関の建築物の範囲

部 位

用途
【 特殊建築物】 劇場、病院、共
同住宅、学校、体育館、展示場
、倉庫、自動車車庫等の用途の
建築物

規
模

上記用途に供する部分の床面積の
合計が20 0 ㎡を超える。又は、階数
が3 以上かつ用途に供する床面積の
合計が10 0 ㎡を超え2 0 0㎡以下のもの
＜建基法で義務付け＞

分類

耐 震 安 全 性 の 目 標

Ⅰ類

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築
物を使用できることを目標とし、人命の安全確保
に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

Ⅱ類

大地震動後、構造体の大きな補修をすることな
く建築物を使用できることを目標とし、人命の安全
確保に加えて機能確保が図られるものとする。

Ⅲ類

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じ
るが、建築物全体の耐力の低下は著しくないこと
を目標とし、人命の安全確保が図られるものとす
る。

【事務所その他これに類する
用途の建築物】
※特殊建築物に該当す る者は除く。

構造体

上記用途で階数が5 以上かつ延
べ面積が1 0 00 ㎡を超え るもの

上記用途で階数が2 以上又は
2 0 0平方メート ルを超えるもの
＜官公法で 義務付け＞

注） 昇降機について は、 建築基準法第1 2 条4 項により、 建築物の用途・ 規模にかかわらず
点検対象とな る。

（全施設）

※ Ⅰ類：無線中継所等
Ⅱ類：トンネル電気室、テレメーター、樋門、
庁舎、排水機場(河川)等
Ⅲ類：除雪ステーション、排水機場(農業)、資材
庫等
公用施設（庁舎・宿舎）等、その多くは耐震安全性Ⅲ
類となっている（図-4-2）。
その反面、公共用施設（土木管理施設）では、耐震安
全性の分類Ⅰ・Ⅱ類の施設が約 6 割を占めている (図-43) 。
このことにより、本検証においては、防災上重要な位
置づけである公共用施設に的を絞ることとする。

（公用施設）
図-3-1 帯建・釧建全施設に対する自主点検施設数

4. 「帯建」「釧建」既存施設の現状について
帯建および釧建の各課で所管している全施設の内、約
7 割は公共用施設となっている（図-4-1）。
図-4-2「公用施設内」耐震安全性の分類の割合グラフ
（全施設）
（公共用施設）

図-4-3「公共用施設内」耐震安全性の分類の割合グラフ

図-4-1 「全施設の内」公共用施設の割合グラフ
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先に述べたように、防災上必要な施設のうち大半が無
人施設となっており、定期的な点検が難しく、改修工事
も事務庁舎と比べて少ないため、施設の劣化状況が進行
する傾向にあり、現状は不具合が生じた後に対応する事
後保全となることが多くなっている。
このことから、法点検以外の日頃の「自主点検」や「確
認」行為が重要となる。

（公共用施設）
（耐震安全性Ⅰ、Ⅱ類）

5. 帯建と釧建の対比

図-4-4 「公共用施設の内」自主点検施設
図 4-4 に示す通り、公共用施設かつ耐震安全性Ⅰ、Ⅱ
類に分類される法的に点検が必要な施設は数件となって
おり、大半は「確認」が必要となる自主点検の施設とな
っている。
また、部門別でみると自主点検が必要な施設の内、半
数以上が河川施設となっている（図-4-5）。
河川施設に限らず、公共用施設で耐震安全性を求めら
れるほとんどの建築物は、排水機場や樋門、格納庫、局
舎等、無人施設や季節的に使用していない施設であるこ
とが分かった。

下記の表は帯建と釧建の部門別所管施設の築年数の表
となっている。
図-5-1、5-2で各々帯建、釧建所管施設の部門別割合
を対比すると、各部門で管理している建築物の比率が大
きく異なることが確認できる。

（全施設）

（公共用施設）
（耐震安全性Ⅰ、Ⅱ類）
（自主点検施設）

図-5-1 帯建所管施設の部門別割合
（全施設）

図-4-5 自主点検施設（公共用）
のうち部門別割合
各事業部門では防災上重要な施設が全体で287、その
うち、築後30年以上の施設は126と全体の約半数となっ
ている（図-4-6）。

図-5-2 釧建所管施設の部門別割合
（公共用施設）
（耐震安全性Ⅰ、Ⅱ類）

また、図-5-3、5-4で築年数を対比すると、釧建のほ
うが、比較的新しい施設が多いことが確認できる。
なお、この築年数差は、高規格道路整備に伴うトンネ
ル電気室や河川の樋門の整備年度によるものと考えられ
る。
この結果から、全道の開建毎でも建築物の築年数の割
合が違うことが想定できる。

図-4-6 「公共用施設の内」築年数割合
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の作成が不可欠となっており、中長期保全計画
の実施内容、予定年度、概算額を把握するうえ
でも必要となるところだが、保全台帳がない施
設が多数見受けられる。
前述の通り、新たに作成を試みても保全担当者
に認識・経験が少ない場合が多く作成が難しい。

（公共用施設）

7. 今後の保全のあり方について

図-5-3 帯建所管施設の築年数割合

（公共用施設）

図-5-4 釧建所管施設の築年数割合

6. 過去の保全に関するアンケート調査
こうした施設の現状に対応するべく、以下の資料を参考
に現状の問題点の抽出を行う。
・平成24年度に行われたアンケート
調査内容：保全業務における現状と問題点について
全道の開発建設部施設保全担当者：140件

＜問題点＞
（１）保全担当者の認識・経験による差
施設の保全担当者は事務系職員が従事すること
が多く、専門機器・建築用語などに馴染みがな
く、苦労していることが多い。また人事異動に
より2～3年で異動になることから、管内全ての施
設を把握することが難しく、点検・確認内容を
把握していない場合がある。

今回の検証で建築物の状況把握や維持管理に必要な
事を以下に抽出する。
（１）施設保全責任者や保全担当者の役割分担と組
織的な取り組み。
・通達「国家機関の建築物等の保全に関する基
準の実施に係る要領」の取扱いについてを徹
底し、施設保全責任者と保全担当者を明確に
する必要がある。
（２）中長期保全計画書の作成（予算要求）
・築後 30 年以上の施設が 40％あり、計画的に予
算要求を行って平準化を図っていかなければ、
老朽施設の割合が上がっていくため、既存ス
トックの有効活用により改修、建替等の判断
が必要。中長期計画書等の予算要求に関する
資料についても、適宜支援を検討する必要が
ある。
（３）点検・修繕履歴のとりまとめ
・「保全担当者」以外の部門で改修等を行うこ
ともあり、最終的な更新履歴が確認できない
施設等も存在している。修繕履歴や最終図等
を一括して管理する必要性がある。
・図面管理システム等を用いて各部門でデータの
共用を行えるようにし、安全性の確認等、効
率的な運用が必要がある。
（４）各土木工作物点検業務内に建築的点検・確認の
実施
・土木工作物の点検（樋門・水門上屋、排水機
場）等に建築物の点検や日常の確認行為を追
加することも有効である。
（５）保全に関する勉強会の実施
・人事異動により保全業務の未経験者が配置にな
ることを想定し、勉強会は年度当初に行うこ
とが望ましい。
・資料提示のみではなく、実技を交えた講習を
行う必要がある。
（６）建築物点検・確認チェックリストの共有
・ホームページ等を紹介し、営繕スタッフとして、
技術的な相談に対応する。

（２）個別施設計画の有無
多岐にわたる保全の内容に漏れが無いよう確実
かつ効果的に実施するためには、個別施設計画
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8. おわりに
各開発建設部の事業営繕施設は多種多様であり、施
設完成後、維持管理する各部門での管理体制や保全の
認識に対する取組も統一されておらず、適正な管理が
されていない施設も見られる。
現在、築後30年以上を経過した建築物が4割を超え
ることが想定されており、今後、大規模修繕や設備機
器の更新が大幅に増えるため、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必要がある。
施設をより長く安全に利用し、トータルコストの
縮減等を実現するため、老朽化の進行を防ぐ長寿命化
事業の実施（ハード対策）、効果的・効率的に機能維
持するための日常的な確認の実施（ソフト対策）の両
面から、施設の長寿命化を図る必要がある。
特に災害応急活動にかかせない重要な公共財産に
ついてはＢＣＰ（業務継続計画）を的確に運用出来る
よう、予防保全を行っていかなければならない。
ただし、経済的に全ての部位について予防保全を
行うことが現実的ではないことから人的被害、重大な
機能不全等を優先して予防保全を実施する必要がある。
以上のことから、国家機関の建築物の安全性を確
保するために、施設管理者は日常的に、点検や確認を
適切に実施し、施設の異常を早期に発見し、予防的な
措置を講じて長寿命化を図り、場合によっては立替え
も視野に入れながら計画的に実施することが重要であ
る。
本研究ではデータベースの対象施設として帯建と釧建
に絞り込んでいるが、今後は本研究資料の全道的な展
開について必要性を認識した。全ての開発建設部の足
並みが揃うことで風化することなく予防保全が行われ
ていくことを期待する。
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