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           事 業 計 画 
              

Ⅰ はじめに 
 
１ 横浜市建築保全公社は、昭和 61 年に公共建築物の維持保全に専門的に対

応する機関として設立されました。それから今日まで、公共建築物の適正

な維持管理体制の整備及び公共建築物の維持保全業務を行い、公共建築物

の安全性と利便性を高めて、市民福祉の増進に寄与してきました。 
   また、昨年の４月には、公益財団法人に移行し、新生「公益財団法人横

浜市建築保全公社」としてスタートしました。 
今年度は公益財団法人として２年目の年にあたり、今まで培ってきた保

全業務の経験や知見を活かした保全技術等を普及啓発するなど、公益事業

に取り組んでいきます。 
 
 
２ 現在、横浜市が所有する公共施設は、施設数 2,300 余ありますが、高度

成長期に集中整備した施設の老朽化が進み、修繕や改修などの建築保全の

需要がますます高まることが想定されます。 
公共・公益施設は市民の経済、文化、社会活動を支える重要な役割を担

い、市民にとって大切な財産であることから、その機能を低下させること

なく、安全性、快適性、耐久性などを高めていくことが課題となっていま

す。 
また、長寿命化によるライフサイクルコストや環境負荷の低減は、社会

的要請も高く、修繕実施専門機関である当公社の役割・必要性は、今後ま

すます高まるものと考えています。 
 
 

３  平成 24 年度事業、 時代のニーズに対応した保全事業を推進するととも

に、保全業務の経験や知見を生かした普及啓発等の事業を進めます。 
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Ⅱ 平成２４年度 経営計画 

 

平成 24 年度は、公益財団法人として２年目にあたり、昨年以上に公益性を発

揮し、横浜市建築局と共同歩調のもと「横浜市中期４か年計画」に掲げられた

公共施設の保全と有効活用を行うとともに、次の経営ビジョン・経営目標の達

成に向けた、公社経営を進めていきます。 

 

 

◆ 経営ビジョン 

 

「公共建築物の高品質な保全の推進を図り、修繕事業で蓄積した知見を事業

者・市民に還元し、社会への貢献を果たします。」 

 

建築保全公社は平成 23 年４月１日公益財団法人に生まれ変わりました。当公

社が発揮すべき公益性とは主たる事業である公共建築物の保全を通じて、公共

建築物における高品質な保全の推進を図り、修繕事業で蓄積した知見を事業

者・市民に還元し、社会全体に対して貢献していきます。 

 

 

◆ 経営目標 

 

１ 法定点検結果や修繕履歴データの蓄積を進め、施設管理者と連携して計画

的な保全を推進するための建築保全計画の策定を進めていきます。 

２ 地球温暖化対策推進のために、環境性能向上のための新しい技術・材料・

工法の調査研究を行い、公共・公益施設の環境負荷低減を進めるとともに、

調査研究の成果を施設管理者等に普及啓発を行います。 

３ 公共・公益施設の管理者を対象として、建築や設備の維持保全に関する研

修会を実施するととともに、関係団体等と連携して、技術研修会や労働安全

衛生など実務研修会を実施します。 

４ 修繕事業について、横浜市の公共・公益施設の修繕実施専門機関として、

引き続き安全、迅速、高品質な施工に努めます。 

５ 公社職員の人材育成を図るため、職員の技術力向上研修の実施、横浜市へ

の派遣、管理職への登用などを進めていきます。 
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Ⅲ 平成２４年度 重点取組事項 

 

１ 法定点検 

  建築物は、定期的に点検を行い、その劣化状況に応じた修繕を計画的に行

うことで、長寿命化を図ることが可能となります。公社では、平成 23 年度よ

り、建築基準法第 12 条に基づく公共建築物の法定点検を実施していますが、

法定点検とともに、蓄積された知見から劣化状況の調査・診断・算定まで行

い、これらの結果を横浜市へ還元し公共建築物の保全計画策定に貢献します。 

２ 省エネルギーに寄与する設備機器の実証試験（横浜市との共同研究） 

  平成 23 年度より、横浜市と「省エネルギーに寄与する設備機器の実証試験」

に関する共同研究を実施しています。平成 24 年度も継続して実施し、データ

の取得及び検証を行い、省エネルギー技術の確立を目指します。 

３ 研修会の実施 

  平成 23 年度は、技術研修会を１回、実務研修会を１回実施しました。平成

24 年度は、関係団体等と連携し、それぞれ２回ずつ計４回実施し、工事事故

の防止や省エネルギー・地球温暖化対策等に関する啓発活動を行います。 

４ 工事品質の向上 

  平成 23 年度に建築士法に基づく建築士事務所の開設をするとともに、平成

24 年度には公社内に品質管理部門を新設し、設計力及び工事品質の一層の向

上を図ります。 

  また、平成 23 年度下半期において試行していた「工事満足度調査」につい

て、平成 24 年度から本格的に実施します。集計・分析した結果については、

関係団体等にも提示し、工事品質の向上を目指した取組を進めます。 

５ 関係団体等との連携強化 

毎年開催している関係団体等との意見交換会などの機会に、工事成績評定や

工事満足度調査の結果について認識の共有化を図るなど、工事品質の向上に向

け関係団体等との連携を強化します。 

６ 公社職員の人材育成 

  公社職員一人ひとりが能力の向上に努め、職員の力を一層発揮できるよう、

内部研修の拡充を行います。 

更に、平成 23 年度に引き続いて、固有職員の横浜市への研修派遣を実施し

ます。 
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Ⅳ 平成２４年度 事業概要 

 

１ 調査研究事業 

（１）保全計画の策定・支援 

横浜市が所有する公共施設の法定点検や劣化度調査等を実施するととも

に、蓄積された技術的知見から劣化状況の調査・診断・算定までを行い、横

浜市が作成する保全計画の策定・支援を進めていきます。なお、平成 24 年

度の法定点検箇所予定数は次のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

（２）調査研究の充実 

公共建築物の省エネルギー化及び長寿命化など、時代のニーズにあった修

繕技術性能の向上を図るため、新工法や新材料などの情報収集や研究を実施

します。 

平成 23 年度に横浜市と覚書を締結した「省エネルギーに寄与する設備機

器の実証的導入（共同研究）」については、平成 24 年度も引き続き実施しま

す。横浜市から提供された施設において、冷暖房機器に使用されている冷温

水や冷却水の流量制御技術の検討を行い、投資効果のある省エネルギー技術

の確立を目指します。 

（提供施設） 

・横浜能楽堂 

・長津田地域ケアプラザ 

・東永谷地区センター・東永谷地域ケアプラザ 

・新橋ホーム 

（３）建築保全ライブラリーの整備 

平成 23 年度に建築保全ライブラリー閲覧コーナーを設置しました。公社

が発注した修繕工事に関し、工事費積算の透明性確保や積算技術の向上に寄

与するため、設計書等を広く公開しています。平成 24 年度は、建築修繕に

関連する書籍や雑誌、公社が研修会等で使用した資料等の閲覧を実施し、閲

覧コーナーの充実強化を図ります。 

   （単位：施設数） 

  平成 23 年度 平成 24 年度 

  法定点検 劣化調査 法定点検 劣化調査 

建築物  77 17 240 50 

建築設備  377 - 400 40 

   ※平成24年度は見込み 
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（閲覧中の資料等） 

  平成 23 年度設計書、建築雑誌、業界新聞など 

 

２ 普及啓発事業 

（１）建築修繕の普及を目的とした研修・講演会の実施 

平成 23 年度は、空調設備の省エネルギー対策及び持続可能なエネルギー

システムへの取組等について技術研修会を１回、工事事故の防止及び適正な

産業廃棄物の手続きについて実務研修会を１回実施しました。 

平成 24 年度は、施設管理者や施工業者を対象とした、技術研修会及び実

務研修会をそれぞれ２回ずつ、計４回実施します。 

（２）広報活動の推進 

平成 23 年 10 月にホームページのリニューアルを行いました。平成 24 年

度は内容の充実を図り、公社事業の広報を行います。 

また、平成 23 年度末に公社事業の内容を詳しく載せた「事業案内」の改

訂を行い、平成 24 年度は横浜市の各施設や関係団体等に配布します。 

さらに、優秀な工事管理を実施している施工業者の取組事例をまとめた

「工事管理のひけつ」を平成 23 年度に引き続き発刊し、工事品質の向上に

取り組みます。 

（３）相談業務 

公共施設の管理者に対し、建物の維持管理に関する各種の相談に応じ、公

社が 25 年にわたり培ってきた知見と経験を生かしながら適切な助言を行い

ます。施設管理者からの相談についても、訪問相談など新たな方法の検討を

行います。 

（４）建築に関わる人材の育成 

関係団体等の意見、要望を聴き、公社が実施する研修会等へ反映し、建築

修繕に関わる人材育成の支援を進めていきます。 

 

３ 修繕事業 

（１）修繕事業の実施 

横浜市から修繕業務を受託し、設計・発注・契約・監理・引渡しまでを迅

速かつ効率的に対応します。また、施設管理者の相談窓口となり、アフター

ケアについてもきめ細やかな対応を行います。 

入札方法については、条件付き一般競争入札を採用しますが、緊急工事な

ど必要に応じて随意契約を行います。 

平成 24 年度当初予算額 110 億円 

【建築 73 億円、電気 19 億円、機械 18 億円】 
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（２）工事品質の向上 

ア 内部設計の拡充 

平成 23 年 11 月に建築士事務所を開設し、内部設計の拡充を図るととも

に、平成 24 年度は設計力及び工事品質について一層の向上を図るため品

質管理部門を設置します。 

  イ 工事満足度調査の実施 

平成 23 年度は試行段階であった「工事満足度調査」について、24 年度

から本格的に実施します。施設管理者及び施工業者へ調査を行うことによ

り、施工の結果等について、より細かい分析が可能となります。アンケー

トは集計分析を行い、その結果を公表するとともに、５月に開催予定の関

係団体等との意見交換会で報告し、結果等について認識の共有化を図り、

工事品質の向上に取り組みます。 

ウ 優良工事施工業者表彰 

建築工事に関係する事業者の技術及び意欲の向上を促すとともに建築

工事における品質の向上及び適正な施工に資することを目的として、前年

度の修繕工事にて特に優秀な成績を修めた施工業者を表彰します。 

なお、平成 23 年度は、被表彰業者 25 者を表彰しました。また、公社設

立 25 周年記念等として、感謝状を 11 団体１者に贈りました。 

  エ 修繕工事履歴データシステムの構築 

長期的かつ計画的な保全計画に対応するため、過去に公社が施工した工

事のデータ管理を行い、平成 23 年度から進めている修繕工事履歴データ

システムの構築を更に推進します。 

  オ 付加価値のある修繕の提案 

これまで蓄積した技術的知見を生かし、施工箇所の選定や建築物に則し

た保全工法などを施設管理者に提案します。 

（平成 23 年度提案工事） 

・本郷ふじやま公園古民家屋根改修工事 

 

４ 学校施設の整備事業 

（１）実施概要 
横浜市教育委員会の依頼に基づき、小中学校の先行整備事業を実施して 

きました。今年度は先行整備した、東山田中学校を譲渡します。 
【譲渡額】 

   平成２４年度  ７億 4615 万 3 千円 （譲渡終了） 
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５ 関係団体との連携 

（１）意見交換会の実施 

毎年５月に 11 団体との意見交換会を実施し、団体からの意見・要望を聴

き、公社運営に反映します。 

（２）建築に関わる人材の育成 

関係団体等の意見、要望を聴き、公社が実施する研修会等へ反映し、建築

修繕に関わる人材育成の支援を進めます。 

 
６ 執行体制 

   平成 24 年度は、公益事業の推進や修繕業務の品質向上のため、体制を強

化します。 
営繕部に技術管理担当を設置し、工事検査や内部設計を行い技術力の向

上を図ります。 
職員の技術力向上を図るため、内部研修の実施、資格支援の拡充を行う

とともに、各種技術研修への参加、横浜市の研究発表会への参加を進めて

いきます。 
   また、固有職員の人材育成の取組の一つとして、横浜市への派遣研修を

引き続き進めていきます。 
 
〈参考〉 組織図（平成 24 年度 4 月 1 日現在 職員数 58 人）

理事長 専務理事

総務部

営繕部 営繕課

技術管理担当

（新設）

設備課 電気係

機械係

建築第一係

建築第二係

総務課 庶務係

契約係

企画調整係

技術管理担当

（新設）

 


