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「「「「別府市公共施設保全実行計画別府市公共施設保全実行計画別府市公共施設保全実行計画別府市公共施設保全実行計画」」」」及及及及びびびび「「「「別府市学校施設等長寿命化計画別府市学校施設等長寿命化計画別府市学校施設等長寿命化計画別府市学校施設等長寿命化計画」」」」    

策定支援委託業務実施要領策定支援委託業務実施要領策定支援委託業務実施要領策定支援委託業務実施要領    

    

 本業務における実施要領は、以下のとおりとする。 

 

ＡＡＡＡ....    「「「「別府市別府市別府市別府市公共施設保全公共施設保全公共施設保全公共施設保全実行実行実行実行計画計画計画計画」」」」策定策定策定策定支援支援支援支援委託委託委託委託業務業務業務業務    概要概要概要概要    

                別府市が所有する一般施設、市営住宅等、学校施設、その他教育施設について、

実際に保全計画を進めていくための基礎となる「別府市公共施設保全実行計画」の

策定を支援する。主な業務内容は、以下の通りとする。 

    

１１１１．．．．長期保全計画長期保全計画長期保全計画長期保全計画のののの策定策定策定策定    

    別府市が保有する一般施設、市営住宅等、学校施設、その他教育施設について、  

６０年間の保全計画を作成し、それを基に３０年間の「長期保全計画」を作成する。 

 

（１）６０年間における保全費用の推計 

本業務で対象とする施設における対象部位について、今後６０年間における保全

費用を算出する。対象とする施設及び部位は、平成２８年度に策定した「別府市公

共施設再編計画 施設保全計画」によるものを基本とする。算出は、一般施設、公

営住宅、学校施設、その他教育施設に分けて行うものとする。 

 

（２）「保全基本計画書」の作成 

（１）で算出したデータに基づき、施設ごとの保全対象部位・更新時期、及び年

度ごとの保全費用を把握できる「保全基本計画書」を作成する。 

この「保全基本計画書」は、「中期保全計画」及び「短期保全計画」を検討する

ための基礎資料であり、この時点で、平準化及び優先度を考慮する必要はない。 

 

（３）平準化の検討 

（２）で作成した「保全基本計画書」を基に、今後３０年間における保全費用の

平準化を検討する。 

 

（４）報告書の作成 

（１）～（３）について、「長期保全計画」として報告書を作成する。 

 

２２２２．．．．中期保全計画中期保全計画中期保全計画中期保全計画のののの策定策定策定策定    

今後１０年間における「中期保全計画」を作成する。 

 

（１）優先度の検討 

   ①優先度判定基準の設定 

「別府市公共施設再編計画 施設保全計画」にある優先度について、経過年数・
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工事履歴・劣化状況を基にした客観的な評価が実施できるよう、点数化等の基

準を検討・提案する。 

②現地調査 

  優先度判定の資料として、過去に実施した「建築基準法第１２条に基づく定期

点検報告書」と「施設劣化度調査（公営住宅・学校施設を除く）」を参考として

提供するが、不足分については、必要に応じて現地調査を行うものとする。 

③優先度の判定 

  「優先度判定基準」と「現地調査」を基に、棟・部位ごとに優先度を判定する

ものとする。 

 

（２）中期保全計画の策定 

「長期保全計画」をもとに、今後１０年間における具体的な「中期保全計画」を

策定するものとする。 

①優先度の反映 

本業務で作成した優先度の判定結果を反映させ、物理的な保全の優先順位とす

る。 

②支出の平準化 

     ①を反映させたうえで、今後１０年間の支出が平準化するよう「中期保全計画」

を作成するものとする。 

 

（３）報告書の作成 

（１）～（２）について、「中期保全計画」として報告書を作成する。計画策定

における効率化や優先度の根拠などを明確にまとめること。 

 

 

３３３３．．．．短期短期短期短期保全計画保全計画保全計画保全計画のののの策定策定策定策定 

「中期保全計画」を基に、次年度より実施する５年間の「短期保全計画」を策定

する。 

 

（１）現地調査 

抽出した「短期保全計画」対象施設・部位について、詳細な現地調査を行うもの

とする。 

 

（２）短期保全計画の作成 

①最新情報の反映 

保全工事費の精度向上ために、作成時における最新の単価を基に工事費に反映す

ることとする（積算基準による）。 

②現地調査の反映 

現地調査をもとに、発注者と施工性や必要な仮設等を協議し、適宜、反映するも
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のとする。 

 

（３）報告書の作成 

「短期保全計画」は報告書としてまとめるとともに、資料・根拠等も提出するも

のとする。 

 

４４４４．．．．資料資料資料資料のののの整理整理整理整理    

（１）成果物としてのまとめ 

１から３で作成した「長期保全計画」、「中期保全計画」、「短期保全計画」の報告

書について、「別府市公共施設保全実行計画」としてまとめる。 

 

（２）建物調査票の作成 

    発注者が提供する資料及び現地調査の結果を基に、建物ごとに建物調査票を作成

すること。なお、建物調査票の様式は「別府市学校施設等長寿命化計画」と合わせ

ること。 

 

（３）データベースの作成 

    本業務で取得した資料については、電子データ化・編集のうえ整理し、将来の施

設管理・計画等に資する管理用データベースを構築するものとする。データベース

には、以下のデータを施設毎に管理可能な状態で保管するものとする。 

   ①位置図 

   ②配置図 

   ③意匠図・構造図・設備図等の設計図（改修図を含む） 

   ④現地調査票 

   ⑤その他 施設管理・計画等に必要な資料 

なお、作成するデータ形式については、あらかじめ発注者の承諾を得ること。 

    

５５５５．．．．対象施設対象施設対象施設対象施設    

本業務の対象となる施設は、次のとおりとする。 

 

（１）一般施設 

    「別府市公共施設再編計画 施設保全計画」に記載した６３施設７８棟 

 

（２）公営住宅等 

    「別府市公共施設再編計画 施設保全計画」に記載した３３施設１６１棟 

 

（３）学校施設 

    「別府市公共施設再編計画 施設保全計画」に記載した３４施設９４棟 
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（４）その他教育施設 

    「別府市公共施設再編計画 施設保全計画」に記載した３２施設３８棟 

 

（５）個別計画を持つ施設 

   （１）～（４）のうち、以下の施設については、個別計画を「策定済」、事業実施

中又は将来実施予定の事業の中で個別計画を「策定予定」である。 

    ①「策定済」施設 

      「策定済」施設については、既成の個別計画を反映することとする。 

      ・別府市役所 庁舎（平成２４年２月） 

      ・山の手小学校東教室棟、渡り廊下棟、昇降口棟（平成２７年７月） 

    ②「策定予定」施設 

「策定予定」施設については、発注者が指定する規模・構造の施設を想定

し、計画の対象とする。 
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ＢＢＢＢ....    「「「「別府市別府市別府市別府市学校施設等学校施設等学校施設等学校施設等長寿命化計画長寿命化計画長寿命化計画長寿命化計画」」」」策定策定策定策定支援委託支援委託支援委託支援委託業務業務業務業務    概要概要概要概要    

                別府市が所有する学校施設及びその他教育施設（以下、「学校施設等」という。）

について、個別施設毎の「別府市学校施設等長寿命化計画」の策定を支援する。本

業務は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（以下、「手引き」という。）」及

び「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（以下、「解説書」という。）」に沿っ

て作成するものとするが、主な業務内容は、以下の通りとする。 

    なお、様式は解説書により示された様式を基本とする。 

    

１１１１．「．「．「．「別府市学校施設等長寿命化計画別府市学校施設等長寿命化計画別府市学校施設等長寿命化計画別府市学校施設等長寿命化計画」」」」のののの策定策定策定策定    

 

（１）学校施設等の長寿命化計画の背景・目的等（参照：「手引き」p.１４～p.１５） 

    「別府市公共施設等総合管理計画」の内容を踏まえ、学校施設等の老朽化等の現

状分析、これまでの取組、今後の課題等を整理し、目的を明確にする。 

 

（２）学校施設等の目指すべき姿（参照：「手引き」p.１６～p.１７） 

    「別府市公共施設等総合管理計画」の内容を踏まえつつ、国や別府市の教育振興

基本計画や学習指導要領のほか、教育ビジョン等に掲げられた施策を基本として、

それらを実現するために学校施設等としてどのような機能・性能が必要となるかを

検討し、目指すべき全体像を示す。 

   

（３）学校施設等の実態（参照：「手引き」p.１８～p.２２） 

  ① 学校施設等の運営状況・活用状況等の実態 

別府市の人口や財政の状況、学校施設等を取り巻く状況のほか、保有量や将来の

維持・更新コスト、保有教室の活用状況、施設等毎のトータルコスト状況等につい

て、現状と課題を整理する。 

    対象施設一覧 

a. 児童生徒数及び学級数等の変化 

b. 学校施設等の配置状況 

c. 施設関連経費の推移、学校施設等毎のコスト 

d. 学校施設等の保有量、保有教室等の活用状況 

e. 今後の維持・更新コスト 

 

② 学校施設の老朽化状況の実態 

発注者が過去に実施した学校施設の耐震診断・コンクリート中性化試験結果及び

目視による現地調査を行い、構造躯体の健全性の評価を行うとともに、構造躯体以

外の劣化状況等の評価項目を地域の実情に応じて決定し、評価・分析を行い、グラ

フや図を使って現状と課題、改善点を整理する。 

ただし、評価項目については、過去の点検記録や工事履歴を踏まえたうえで、受

注者からも提案を行うこととする。 



6 

 

構造躯体以外の劣化状況等評価項目等（例） 

項目 評価項目 対象部位 調査方法 

耐久性 

安全性 

外装の仕様・劣化状況 外壁 

屋根・屋上防水 

竣工図 

工事履歴 

現地調査 

点検記録 

安全性 

機能面 

内装の仕様・劣化状況 内部仕上 竣工図 

工事履歴 

現地調査 

点検記録 

安全性 消防法の遵守 消防設備 竣工図 

工事履歴 

点検記録 

安全性 防災・防犯機能の状況 開口部（建具・ガラ

ス）、遊具、外灯、非

常ベル、フェンス、ブ

ロック塀 

竣工図 

工事履歴 

点検記録 

機能面 ライフライン（設備）の

仕様・劣化状況 

電気設備、給排水衛生

設備 

竣工図 

工事履歴 

現地調査 

点検記録 

機能面 学習環境等の整備状況 空調設備 竣工図 

環境測定記録 

機能面 ＩＣＴ設備の仕様・活用

状況 

ＬＡＮ設備 設備図 

学校資料 

機能面 バリアフリー状況、トイ

レの仕様・劣化状況 

スロープ、手すり、

車椅子対応（エレベ

ーター）、様式化 

竣工図 

学校資料 

現地調査 

機能面 エレベーター及びプー

ルの仕様・劣化状況 

エレベーター、プー

ル 

竣工図 

工事履歴 

点検記録 

環境面 木材利用の状況 内部仕上 竣工図 

現地調査 

 

③ その他教育施設の老朽化状況の実態 

発注者が提供する施設カルテや、過去の点検・調査資料を基に、目視による現地

調査を行い、構造躯体の健全性の評価を行うとともに、構造躯体以外の劣化状況等

について、評価・分析を行い、グラフや図を使って現状と課題、改善点を整理する。 

なお、評価項目については、本実施要領における「別府市公共施設保全実行計画」
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策定業務概要において定める内容と同様のものとする。 

 

（４）学校施設等整備の基本的な方針等（参照：「手引き」p.２３～p.２７） 

    前項（１）～（３）を踏まえ、本計画の基本方針を定め、今後の学校施設等の規

模・配置計画に関する方針及び改修等の基本的な方針について検討する。 

    なお、改修等の基本的な方針は、以下の項目について検討するものとする。 

a. 長寿命化の方針 

b. 予防保全の方針 

c. 目標使用年数の設定 

d. 改修周期の設定 

e. その他、個別課題への対応 

 

（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等（参照：「手引き」p.２８～p.２９） 

    「別府市公共施設保全計画」と前項（４）の「学校施設等整備の基本的な方針等」

を踏まえ、統一的な今後の改修等による整備水準を設定する。 

    また、各学校施設等の維持管理を効率的・効果的に実施するため、点検・評価の

項目を整理するとともに、項目毎に調査や修繕方法、周期等を設定する。 

 

（６）長寿命化の実施計画（参照：「手引き」p.３０～p.３１） 

    今後の学校施設等の改修等に関する優先順位付けの考え方を明確化したうえで、

学校施設等の個々の施設に係る規模・配置計画等を踏まえた今後の改修等の整備内

容や時期、費用等を整理し、コストの平準化等の見通しを明らかにしたうえで、今

後 5年間の年次計画を策定する。また、改築中心の場合との比較・評価を行い、Ｌ

ＣＣ（ライフサイクルコスト）の改善効果を明らかにする。 

 

（７）長寿命化計画の継続的運用方針（参照：「手引き」p.３２～p.３４） 

    学校施設等の長寿命化計画を継続的に行っていけるよう、情報基盤の整備と活用

方法、組織体制等の充実方策、フォローアップの必要性について明記する。 

 

２２２２．．．．資料資料資料資料のののの整理整理整理整理    

（１）計画策定のための建物情報の整理 

    貸与資料を参考とし、事前調査を行い、建物情報を収集・整理すること。収集・

整理した資料については、破損・劣化・紛失防止及び今後の利便性と作業の継続性

を考慮し、電子化を行うこと。 

 

（２）施設管理台帳の更新および建物調査票の作成 

    発注者が提供する「学校施設台帳」及び現地調査の結果を基に、学校施設台帳の

更新を図るとともに、建物ごとに建物調査票を作成すること。なお、建物調査票の

様式は「別府市公共施設保全実行計画」と合わせること。 
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（３）データベースの作成 

    本業務で取得した資料については、電子データ化・編集のうえ整理し、将来の施

設管理・計画等に資する管理用データベースを構築するものとする。データベース

には、以下のデータを施設毎に管理可能な状態で保管するものとする。 

   ①位置図 

   ②配置図 

   ③意匠図・構造図・設備図等の設計図（改修図を含む） 

   ④現地調査票 

   ⑤その他 施設管理・計画等に必要な資料 

なお、作成するデータ形式については、あらかじめ発注者の承諾を得ること。 

 

３３３３．．．．留意留意留意留意事項事項事項事項    

（１）図表の活用、概要版の作成 

    受注者は、「別府市学校施設等長寿命化計画」の策定を支援するにあたり、公表す

ることを考慮し、図やグラフなどを活用した分かりやすいものとすること。また、

内容をまとめた概要版を作成すること。 

 

（２）長寿命化目標の決定 

    長寿命化の実施計画策定にあたっては、過去の学校施設耐震化推進計画で調査し

たコンクリート強度及び中性化のデータを反映させた目標耐用年数を設定し、耐震

化工事実施時期・工事内容を考慮した、より現状に則した計画とする。 

 

（３）整備方針への提案 

受注者は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に基づく国庫

補助金制度等の活用や、コスト削減のための民間資金活用方法についても、提案を

行うものとする。 

 

４４４４．．．．対象施設対象施設対象施設対象施設    

本業務の対象となる施設は、次のとおりとする。 

 

（１）学校施設 

    「別府市公共施設再編計画 施設保全計画」に記載した中学校８校、小学校１４

校、幼稚園１４園のうち、廃止予定である中学校２校を除いた２０校１４園 

 

（２）その他教育施設 

    「別府市公共施設再編計画 施設保全計画」に記載した社会教育施設及びスポー

ツ施設等３２施設 

 


