平成３０年８月

中央合同庁舎第２号館及び総務省第二庁舎の
管理・運営業務評価委員会事務局

中央合同庁舎第２号館及び総務省第二庁舎の管理・運営業務実施状況（平成２９年度）
１

事業概要
(1) 委託業務内容
中央合同庁舎第２号館及び総務省第二庁舎の管理・運営業務
(2) 委託期間
平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで
(3) 委託企業
中央合同庁舎第２号館及び総務省第二庁舎の管理・運営業務共同企業体
参加企業は次のとおり。

２

ア

アズビル株式会社

イ

東京ビル整美株式会社

ウ

テイケイ株式会社

エ

株式会社ビケンテクノ

オ

広陽サービス株式会社

達成すべき質及び確保すべき水準の状況
(1) 運営等業務に関する包括的な質
別紙１のとおりです。

(2) 各業務において確保すべき水準
別紙２のとおりです。
(3) 創意工夫の発揮可能性
別紙３のとおりです。
３

入居省庁等の意見

(1) 関係省庁等
警察庁、国土交通省、総務省、消防庁及び独立行政法人統計センター
(2) 主な意見
ア

中央合同庁舎第２号館
(ｱ) 警察庁
特になし

(ｲ) 国土交通省
特になし
(ｳ) 総務省
特になし
(ｴ) 消防庁
特になし
イ

総務省第二庁舎
(ｱ) 総務省
市場化テストの５年間を経て培われたノウハウ等を生かし、管理・運営業務全般に対し、
職場環境の向上、創意工夫の発揮及び連携強化を図り、円滑に業務が遂行されたものと評
価できる。
(ｲ) 独立行政法人統計センター
特になし

４

評価
市場化テストの終了プロセスから２年経過したが、その成果を引き継ぎ、全般的に円滑な業務
遂行が図られていると評価できる。
具体的には、執務等の中断や大きな事故の発生もなく運営等業務を確実・安全に遂行し、また、
常に省エネルギーを意識し空調等設備を適切に運転管理した結果、温室効果ガス削減目標を達成
するなど、良質かつ低廉な公共サービスの実現に貢献した。
各業務の遂行にあたっては、仕様に基づいた業務を確実に実施し、さらに、より効率的で良質・
低廉な手法を提案し、仕様以上の水準を確保するなど質の向上に積極的な姿勢も見られた。
また、庁舎の維持管理全般に関しての改善提案についても、現状に満足することなく、個々の従
事者が問題意識をもち、作業方法、コスト削減等を探求することで、更なる職場環境の充実を推
進することを可能とした。
以上のことから、本委託事業の業務実施については、水準以上の業務実施、かつ、質の向上並び
に効率的な運営がなされており評価できる。

別紙１

運営等業務に関する包括的な質
【仕様書規定事項：運営等業務の不備に起因する当施設における執務及び営業の中断回数（０回）】
対象業務
電気・通信設備等管理業務

中断回数
０回

中断経緯状況

再発防止策

担当企業
アズビル
東京ビル整美

空調設備等運転管理業務

０回

アズビル
東京ビル整美

昇降機等点検業務

０回

アズビル
東京ビル整美

防犯設備点検業務

０回

アズビル

消防設備等点検業務

０回

アズビル
東京ビル整美

清掃等業務

０回

ビケンテクノ

害虫防除等業務

０回

ビケンテクノ

塵芥等処理業務

０回

広陽サービス

植栽保護等業務

０回

アズビル

合庁２号館及び第二庁舎警備等業務

０回

テイケイ

警察庁庁舎警備業務

０回

テイケイ

統轄管理業務

０回

アズビル

【仕様書規定事項：運営等業務の不備に起因する空調停止、停電、断水の発生（０回）】
対象業務
電気・通信設備等管理業務

発生回数
０回

発生経緯状況

再発防止策

担当企業
アズビル
東京ビル整美

空調設備等運転管理業務

０回

アズビル
東京ビル整美

昇降機等点検業務

０回

アズビル
東京ビル整美

防犯設備点検業務

０回

アズビル

消防設備等点検業務

０回

アズビル
東京ビル整美

植栽保護等業務

０回

アズビル

統轄管理業務

０回

アズビル

【仕様書規定事項：設備等管理業務においては、空調等の庁舎設備全般に関して、非常災害時等緊急時においても非常用発電機の稼動・
切替えにより、執務等が中断・停止することのないよう最大限の配慮・計画・訓練等がなされていること。】
対象業務

実施年月日

1 電気・通信設備等管理業務

4/24、5/25、

空調設備等運転管理業務

6/29、

【合庁２号館】

7/27、8/30、
9/27、

具体的実施内容
・安全衛生月次教育

担当企業
アズビル

アズビル㈱自主教育で、安全衛生ｼｰﾄ、安全かわら版、衛生講話、安
全運転のﾎﾟｲﾝﾄ等の教育を実施した。
毎月第 4 木曜日、全 12 回/年、30 名/月

10/25、11/29、
12/27、1/24、
2/23、3/28
2 電気・通信設備等管理業務
空調設備等運転管理業務
【合庁２号館】

5/25、5/30

3 電気・通信設備等管理業務
空調設備等運転管理業務
【合庁２号館】

5/18、5/25

・熱中症予防衛生教育(従事者向け)

アズビル

熱中症予防指導員教育修了者による教育を設備監視室にて実施した。
受講者 29 名
・法規制等遵守・緊急事態ﾃｽﾄ実施

アズビル

大気汚染防止法、ｵｿﾞﾝ層の保護に関する法律、水質汚濁防止法等の遵
守のため、ﾌﾛﾝ冷媒漏出、煤煙濃度、燃料油流出、ｲﾅｰｼﾞｪﾝｶﾞｽ放出等の
緊急事態の訓練を実施した。受講者 30 名

4 電気・通信設備等管理業務

5/31、6/1、6/2

空調設備等運転管理業務

8/24～9/7

・ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ実施

アズビル

過去に発生したアズビルの作業に起因する不適合/労災の内容につい
て、ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨとして、ﾁｰﾑ又は個人での学習を通じ同様の不適合/労災の

【合庁２号館】

再発防止を目的とした学習を実施した。（具体例：“屋上の鋼材に激突、
頸椎捻挫”これに対する 4 つの要因に対する 2 つの設問等。
）受講者 30
名
5 電気・通信設備等管理業務
空調設備等運転管理業務

12/15

・災害事例に学ぶ
e-ﾗｰﾆﾝｸﾞにより『過去の災害教訓から学ぶ』(類似災害を繰り返さな

アズビル

【合庁２号館】
6 電気・通信設備等管理業務

い)ための教育を実施しｱﾝｹｰﾄを行った。受講者 30 名
10/27

アズビル

過去に起きた災害・重大ﾋﾔﾘﾊｯﾄ情報に基づきアズビル㈱安全審査部に

空調設備等運転管理業務

よる教育を実施した。受講者 30 名

【合庁２号館】
7 電気・通信設備等管理業務

・2017 年度ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ教育

通年

・アズビル㈱安全衛生教育で、安衛法及び安衛則等に基づく下記講座を受 アズビル

空調設備等運転管理業務

講した。

【合庁２号館】

職長教育 2 名、低圧電気取扱教育 1 名、作業手順書ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ教育
5 名、上級職長教育 3 名、足場組立て教育 4 名、酸欠教育 4 名、
高圧電気取扱い 4 名、特定化学物質 1 名、腰痛予防対策 2 名、
VDT 作業 2 名、ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ防止 3 名、接遇教育 2 名

8 電気・通信設備等管理業務
【第二庁舎】

H29.04.03
H29.10.02

第二庁舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ No1～No3 号機の電磁接触器(ｺﾝﾀﾞｸﾀｰ)の電源切り替え 東京ビル整美
訓練を実施した。No1～No3 号機は、一般系統(自家発電無し）のため、停
電時は送電されない。そのため、2 次側ｺｲﾙにﾊﾞｲﾊﾟｽを作り、電源切り替
え用電磁接触器を操作する訓練を実施した。(No4～No6 号機は、自家発設
備起動後、自動で送電される。)

9 電気・通信設備等管理業務
【第二庁舎】

H29.04.03
H29.10.02

感電事故等の災害発生を想定し、上級救命技能認定者のもと、連絡体制 東京ビル整美
の確認や死傷者救護方法の模擬訓練を実施した。高圧変圧器及び低圧配電
盤についても充電部が露出しており、電気設備事故が起こった場合の電気
主任技術者への連絡方法についても確認した。

10 電気・通信設備等管理業務
【第二庁舎】

H29.04.03
H29.10.02

非常用電源は、自家発電設備・非常電灯・非常動力から構成されており、 東京ビル整美
現ｼｽﾃﾑは、商用電源が切れた場合に、これらの機器類が自動起動する様に
なっている。万が一、自動起動しなかった場合、各機器類を手動起動させ
る必要があり、その手順の確認及び見直しを実施した。通常、中央管制装

置から遠隔操作ができるが、本訓練は、各機器の現地盤にて模擬操作を行
った。
11 空調設備等運転管理業務
【第二庁舎】

H29.04.03
H29.10.02

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(飲料水・雑用水・消火）について、空転防止回路が働いた場 東京ビル整美
合の対処方法を確認した。（配管内にｴｱｰが混入する事で空転が発生する
為、配管内のｴｱｰ抜き手順として、ｴｱｰ抜きﾊﾞﾙﾌﾞ開・配管逆止弁開状態に
し、少しずつ注水を行い、過電流により、電気回路保護装置が働いていた
場合のﾘｾｯﾄ方法も併せて確認した。
）

12 消防設備等点検業務
【第二庁舎】

H29.04.03
H29.10.02

電気設備火災時対応の確認及び模擬訓練を実施した。変圧器を除く電気 東京ビル整美
設備はｷｭｰﾋﾞｸﾙに入っている為、電気機器又は配線等が燃えた場合、感知
器が反応するまでに時間が掛かる。3KV ｷｭｰﾋﾞｸﾙには別途煙感知器を設置
し、いち早く火災に気づき、初期対応ができる様にすると共に、管理員が
適切な行動ができる様に、消防設備士及び防火管理技能者のもと、訓練等
を実施した。また、電気設備事故が起こった場合の電気主任技術者への連
絡方法についても確認した。

【仕様書規定事項：運営等業務の不備に起因する職員及びその他の者の怪我の回数（０回）】
対象業務
電気・通信設備等管理業務

発生回数
０回

発生経緯状況

再発防止策

担当企業
アズビル
東京ビル整美

空調設備等運転管理業務

０回

アズビル
東京ビル整美

昇降機等点検業務

０回

アズビル
東京ビル整美

防犯設備点検業務

０回

アズビル

消防設備等点検業務

０回

アズビル
東京ビル整美

清掃等業務

０回

ビケンテクノ

害虫防除等業務

０回

ビケンテクノ

塵芥等処理業務

０回

広陽サービス

植栽保護等業務

０回

アズビル

合庁２号館及び第二庁舎警備等業務

０回

テイケイ

警察庁庁舎警備業務

０回

テイケイ

統轄管理業務

０回

アズビル

【仕様書規定事項：警備業務においては、警備業務対象施設たる合庁２号館及び第二庁舎における人の身体・財産等に係る事故、盗難及
び危害の発生を警戒し、防止できなかった回数（３回）】
対象業務
合庁２号館及び第二庁舎警備等業務

発生回数
３回

発生経緯状況
①H29.9.29

再発防止策

担当企業

①同事案発生時は、該当者を留めさ テイケイ

B1F 女子ﾄｲﾚに侵入した男性を確 せ、庁舎管理室に指示を仰ぐ。

【合庁２号館】

保、身元確認後解放したが、後刻到着

不審と判断したら迷わず 110 番通

した警察官から引渡しの要望、苦情 報する。
があった。

②駐車場入口にて、許可車両かの確

②H29.12.15

認を徹底する。

総務大臣車入構直前、事前登録が

無線で情報共有し、車両の動向を

無い一般車を入構させ、しかも大臣 最後まで確認する。
車ｽﾍﾟｰｽに駐車したことに警備員(入

防災ｾﾝﾀ-要員のｶﾒﾗ監視要領を見

口、駐車場、B2F、防災ｾﾝﾀｰ)誰一人気 直し、警備不在時等を監視ｶﾒﾗで警戒
が付かず、総務省運転手から苦情が する。
あった。
③H29.12.26

③不審者の対応訓練を実施する。
ｹﾞｰﾄ突破時に直ちに 110 番通報す

不審者の対応が後手に回り、南側 る。
入館ｹﾞｰﾄを突破された。
警察庁庁舎警備業務
（上記③と同一事案）

１回

不審者が 2F 警察庁ｹﾞｰﾄを突破し、

警察庁警備との連係を図る。
合庁 2 号館警備との連係を図るた テイケイ

警察庁ｴﾘｱへ進入した。後日、警察庁 め、PHS 増設し、連絡体制を構築する。
より、厳重な申し入れがあった。

【仕様書規定事項：温室効果ガス削減目標

平成２７年度基準排出量の１７％以上を削減】

平成２７年度 平成２９年度
庁舎施設
合庁２号館

対象業務
電気・通信設備等管理業務

削減率
主な要因

基準排出量

総排出量

(t-CO2)

(t-CO2)

（％）

14,406

9,082

37.0

・館内照明の LED 化推進

担当企業
アズビル

・空調運転の合理化（運転時間、設定温度

空調設備等運転管理業務

の最適化）

昇降機等点検業務

・ﾎﾞｲﾗｰ設定圧力の変更による運転時間削

統轄管理業務

減
などの取り組みにより、平成 27 年度基準
排出量から、17％以上の削減を達成。
第二庁舎

電気・通信設備等管理業務

2,957

1,769

40.2

・館内照明の LED 化推進（第二庁舎１階

空調設備等運転管理業務

（101 室～103 室）LED 化実施、第二庁

昇降機等点検業務

舎東西階段（1 階～B2F）誘導灯 LED 化

統轄管理業務

実施。
・空調運転合理化（運転時間、設定温度
の最適化）
・冷熱発生機の効率的運転
・第二庁舎Ｈ17 年度・別館Ｈ18 年度に導
入した冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ用ｴｺﾉﾊﾟｲﾛｯﾄの導入
により電力量削減。

東京ビル整美

別紙２

各業務において確保すべき水準
対象業務

確保状況

電気・通信設備等管理業務

年間・月間工程を基に、日常業務、月間業務を計画通り実施した。
受電設備機器の劣化が見られるため、予算化し計画的に機器更新するよう提案した。
ﾌﾞﾚｰｶﾄﾘｯﾌﾟが前年から 14 件増え 41 件発生した。特定の部署で過負荷原因のﾄﾘｯﾌﾟが複数回
発生しているため、負荷分散を依頼し、必要であれば回路増設をするよう提案した。
日常管理業務においては、常に省ｴﾈを意識した運転管理を履行し、また、管球交換も減少
する等、照明 LED 化の効果も表れている。
日常、週間、月間業務を仕様書上の業務計画通り実施した。
また、省ｴﾈ対策にも積極的に取り組み、使用電力量抑制に努めた。

空調設備等運転管理業務

昇降機等点検業務

防犯設備点検業務
消防設備等点検業務

担当企業
アズビル
(合庁２号館)

東京ビル整美
(第二庁舎)

年間・月間工程に基づき、日常業務、月間業務を計画通り実施した。
熱源設備、空調機等に劣化が見られるため、予算化し計画的に機器更新するよう提案した。
常に省ｴﾈを意識し、空調機を最適稼働するように計画を遂行した。
また、震度 3 以上の地震が 4 回発生したが、即時点検にて異常がないことを確認した。
日常業務、月間業務を仕様書上の業務計画通り実施した。
震度 2 以上の地震が 8 回発生し、点検確認・連絡報告を即時実施した。

アズビル
(合庁２号館)

月例定期点検、週例の巡回点検を実施し、不具合発見時は速やかに適切な対応を実施した。
また、設備の不具合が 22 件発生したが、いずれも速やかに適切な対応を実施した。
月１回の定期点検及び週１回の自主点検を実施し、異常がないことを確認した。
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ群管理運転制御方法を変更した。
通常運用における動作等不具合 3 件について適切に対処した。
年 2 回（8 月、2 月）のｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ保守点検を実施し、ｼｽﾃﾑから電気鍵動作まで異常のない
ことを確認した。
年 2 回（8～9 月、2～3 月）の消防設備法定点検を実施し、ｶﾞｽ消火等すべてに異常のない
ことを確認した。
また、防災盤点検を毎週実施し、異常のないことを確認した。

アズビル
(合庁２号館)
東京ビル整美
(第二庁舎)

東京ビル整美
(第二庁舎)

アズビル
(合庁２号館)
アズビル
(合庁２号館)

清掃等業務

害虫防除等業務

塵芥等処理業務

植栽保護等業務

合庁２号館及び第二庁舎
警備等業務

年 2 回の自火報・消防設備点検において、異常がないことを確認した。
火災報知機及びｶﾞｽ漏れ警報感知器の誤作動もなく、問題がないことを確認した。
また、炭酸ｶﾞｽ消火設備に異常がないことを確認した。
年間清掃計画により、繊維床清掃(玄関ﾎｰﾙ･廊下･ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ）･弾性床洗浄(便所･洗面所･
湯沸し室･階段･浴室･食堂･ﾘﾌﾚ)･硬質床洗浄(玄関ﾎｰﾙ･廊下･便所･洗面所･湯沸し室･浴室･食
堂･ﾘﾌﾚ)･窓ｶﾞﾗｽ清掃・ｱﾄﾘｳﾑ清掃を計画通りに実施した。
年間清掃計画により、第二庁舎・四号庁舎・車庫・統計研修所・別棟の繊維床清掃、弾性床
洗浄、硬質床洗浄、窓ｶﾞﾗｽ清掃を計画通りに実施した。

東京ビル整美
(第二庁舎)
ビケンテクノ
(合庁２号館)
ビケンテクノ
(第二庁舎)

年間計画により、全館防除作業・生息調査・重点個所防除作業を計画通りに作業を実施し ビケンテクノ
た。
(合庁２号館)
年間計画により、油虫等駆除作業・鼠防除作業を計画通りに作業を実施した。
ビケンテクノ
(第二庁舎)
年間を通して、仕様書通り業務を遂行した。
広陽サービス
一般廃棄物、産業廃棄物、古紙、特殊古紙、瓶、缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、食品ﾘｻｲｸﾙの総重量は、対 (合庁２号館)
前年比 95.94％、36 ﾄﾝの減となった。
ﾘｻｲｸﾙ率は、前年度比 0.34％減で 80.66％となった。
年間を通して、仕様書通り業務を遂行した。
広陽サービス
一般廃棄物、産業廃棄物、古紙、特殊古紙、瓶、缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの総重量は、対前年比 87.56％、 (第二庁舎)
17 ﾄﾝの減少となった。
ﾘｻｲｸﾙ率は、前年度比 5.46％減で 66.73％となった。
日常業務、週間業務、月間業務等仕様書上の業務計画通り実施した。
アズビル
また、専属員 2 名による週 3 回の除草、灌水及び清掃を実施した。
(合庁２号館)
樹木医巡視にて、ﾂﾂｼﾞの食害やｻｸﾗの腐朽等の報告を受け対応した。
清掃業務従事者による第二庁舎構内全般の日常除草作業を実施する等、仕様書の水準を確 アズビル
保し業務を遂行した。
(第二庁舎)
また、樹木医による点検を実施し、樹木の状況及び害虫発生等報告し対応した。
統轄管理室及び庁舎管理室との連携を密にし、入館手続き等仕様書に定める業務をおおむ テイケイ
ね適正に実施した。
(合庁２号館)
館内の巡回業務において一定のｾｷｭﾘﾃｨは維持されており、一部の業務において不適切な事
例はあったが大きな事故の発生等無く業務を遂行した。

警察庁庁舎警備業務

統轄管理業務

守衛室、統轄管理及び総務課との連携を密にし、入館手続き等仕様書に定める業務を適正
に実施した。
構内、外の巡回業務において高いｾｷｭﾘﾃｨを維持した結果、大きな事故の発生等無く業務を
遂行した。
仕様書で定める警備業務について、仕様書上の水準を確保し業務を遂行した。
庁舎出入口の業務については、入口立哨により入庁者への確認、許可なく立ち入ろうとす
る者への説明、制止を実施した。
守衛室業務については、職員への鍵貸出管理、入庁者の受付業務を実施した。
巡回業務については、防犯・防災及び通路障害物や設備破損などを早期発見若しくは防止
するべく実施した。
仕様書に定める統轄管理業務について実施した。
ｸﾞﾙｰﾌﾟ運営委員会会議及び安全衛生協議会を月１回開催し、連携強化や安全教育に取り組
んだ。
第二庁舎では、ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議を開催し、各業務の情報共有及び問題点の提案＆解決に努めた。
各業務間でｸﾛｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施した。設備は互いの年次点検視察、清掃は合同会議、警備は
巡察を実施した。
温室効果ｶﾞｽは、平成 27 年度基準排出量比 17％削減目標に対し、２号館 37.0％、第二庁舎
40.2％の削減を達成した。

テイケイ
(第二庁舎)

テイケイ
(合庁２号館)

アズビル(共通)

別紙３

創意工夫の発揮可能性
【仕様書規定事項：運営等業務の実施全般に対する提案】
対象業務
1 電気・通信設備等管理業務
【合庁２号館】

提案内容
各電気室の継電器・ﾘﾚｰ・電力ﾋｭｰｽﾞ等を
複数年計画で更新するよう提案した。

具体的向上結果
ﾒｰｶｰ推奨交換に合わせ、真空遮断器の細密点

担当企業
アズビル

検だけでなく、継電器等の電気部品の交換も実
施し、安定した電気供給を継続できる。
（平成 30 年度から２ヶ年で実施）

2 電気・通信設備等管理業務
【合庁２号館】

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備の内 OFDM 装置（国会
中継送信機器）を設置して８年目を迎える

更新により、国会中継の送信が安定化する。

アズビル

（平成 30 年度から実施）

が、修理用部品の供給も終了しているため
更新を提案した。
3 電気・通信設備等管理業務
【第二庁舎】

4 電気・通信設備等管理業務
【第二庁舎】

昭和 43 年竣工の建物において、電気・

電気設備としては、特別高圧・高圧・低圧とカ 東京ビル整美

通信等設備の改修工事履歴の管理として、

テゴリー毎に改修内容を時系列に纏め、総務課施

煩雑な面もあることから、管理会社におい

設係や管理係と管理会社で情報を共有し、今後の

て纏めた情報を、総務課施設係及び管理係

改修計画に関し、優先順位を含め、立案し易くな

で、共通認識をして頂くよう提案した。

った。

総務省第二庁舎において、PCB 使用機器

PCB 使用機器のうち変圧器の廃棄については正 東京ビル整美

類に関して東京都へ毎年提出している調査

式な記録があったが、照明器具については記録が

報告の記載事項を確認したところ、工事履

ないため再度調査を実施した。第二庁舎建屋以外

歴はあるものの、工事箇所・交換台数の履

は、回収後廃棄済みだったが、第二庁舎で 11 台

歴が無く、疑念があることから、再調査を

見つかり、指定場所へ保管した。

提案した。

5 空調設備等運転管理業務
【合庁２号館】

一般空調高層棟高層階系統冷温水 2 次ﾎﾟ 負荷に応じた必要最低限の動力で運転できるよ
ﾝﾌﾟ 75kw×3 台の運転制御装置の導入を提案 う制御させ、電力削減を図ることができる。
した。

6 空調設備等運転管理業務
【合庁２号館】

アズビル

21 階両電気室のﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝは 24 時間

（平成 30 年度から実施）
21 階電気室空調を更新することにより、安定し アズビル

365 日稼働しており、竣工後 18 年目を迎え

た室内環境及び、電力削減を図ることができる。

経年劣化が進んでいるため、消費電力の少

（平成 30 年度から実施）

ない空調機への更新を提案した。
7 空調設備等運転管理業務
【合庁２号館】

基準階空調機 18 台のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換、ｺｲﾙ

整備による機器の延命化、内部洗浄による空気 アズビル

洗浄、冷温水ｺｲﾙﾌｨﾝ洗浄等の整備を 4 年計

の圧力損失改善及び熱交換の高効率化等により、

画で立案し提案した。

快適な室内環境の維持及び設備の機能性を確保
することができる。（平成 30 年度から実施）

8 空調設備等運転管理業務
【第二庁舎】

昭和 43 年竣工の建物において、空調・

平成 5 年の機械設備改修機器について、部分改 東京ビル整美

熱源・給排水等設備の改修工事履歴の管理

修を実施しているため、改修内容を時系列に纏

として、煩雑な面もあることから、管理会

め、総務課施設係と共有し、今後の修繕計画立案

社において纏めた情報を、総務課施設係及

に役立てた。

び管理係で、共通認識をして頂くよう提案
した。
9 昇降機等点検業務
【合庁２号館】

昇降機設備（5 号機）への戸開走行保護
装置（UCMP）付加及び耐震対策について提

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事に伴い、安全性の向上に繋が アズビル
ります。
（平成 30 年度から実施）

案した。
10 消防設備等点検業務
【第二庁舎】

総務省第二庁舎に設置されている避難器
具の実施訓練を提案した。

防災訓練の際、４階に設置されている避難器具 東京ビル整美
を、専門家の監修のもと、職員に使用して貰い、
防災・防火の実地訓練を実施した。

11 清掃等業務
【合庁２号館】

地下駐車場内に粉塵等が集積し、車両の

10 月、駐車場内ｺﾝｸﾘｰﾄ床・壁面を高圧洗浄機で ビケンテクノ

通行により粉塵が舞い上がり、空気環境が

洗浄、ﾌｧﾝﾙｰﾑ排気口は濡れたﾀｵﾙで拭き乾拭きで

悪いことから、高圧洗浄を提案した。

仕上げた。その結果、床・壁面の粉塵汚れを除去
する事ができた。

12 清掃等業務
【合庁２号館】

障碍者雇用として、建物外周石材部分の
ｽﾎﾟｯﾄ清掃を提案した。

11 月、ｽﾎﾟｯﾄ清掃を実施した。

ビケンテクノ

石材床は、水と適量の洗剤を散布し、ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ
で洗浄し水で流した。石材手すり部分は、水と洗
剤を塗布し、研磨剤を含まない白ﾊﾟｯﾄで洗浄し
た。金属手すり部分は、ﾀｵﾙで拭き上げを行った。
その結果、石材部分にこびりついた汚れを除去
する事ができた。

13 清掃等業務
【合庁２号館】

年末に大量のｺﾞﾐが出ることが予想され
るため、年末の閉庁日に臨時のｺﾞﾐ回収作

年末の閉庁日にｺﾞﾐ回収を実施した結果、ﾀﾞｽﾄﾙ ビケンテクノ
ｰﾑ内の大量のｺﾞﾐを除去する事ができた。

業を提案した。
14 清掃等業務
【合庁２号館】

ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの壁面や梁部分に雨濡れによ

3 月、ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝにﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ・脚立を設置し、 ビケンテクノ

る汚れが堆積しているため、高圧洗浄等に

高圧洗浄機の噴射で石材の汚れを洗浄した。梁の

よる清掃を提案した。

溝など落ち葉等の堆積物は手で除去した。その結
果、壁面・梁部分の汚れを除去する事ができた。

15 清掃等業務
【合庁２号館】

外構の雨水升や側溝に汚泥や落ち葉等が
たまっているため清掃を提案した。

3 月、側溝のｺﾞﾐ、落ち葉、汚泥を雨水升に集め ビケンテクノ
てﾊﾞｷｭｰﾑで吸引した結果、雨水升・側溝の詰りを
除去する事ができた。

16 清掃等業務
【合庁２号館】

地下 1 階食堂周辺の石材床通路及び駐車

3 月、対象箇所について、洗剤を散布しﾎﾟﾘｯｼｬ ビケンテクノ

場床に油汚れが蓄積していたため清掃を提

ｰで洗浄した結果、床面の汚れを除去する事がで

案した。

きた。

17 清掃等業務
【合庁２号館】

年度末が休日で大量にｺﾞﾐが出ることが

年度初めの休日にｺﾞﾐ回収を実施することによ ビケンテクノ

予想されるため、年度初めの日曜日に臨時

り、ﾀﾞｽﾄﾙｰﾑから大量のｺﾞﾐが溢れ出ることを防

のｺﾞﾐ回収作業を提案した。

ぎ、衛生環境を清潔に保つことができる。
（平成 30 年度から実施）

18 清掃等業務
【第二庁舎】

第二庁舎倉庫内の使用期限切れ備蓄品を
処理するため、障碍者雇用を活用して廃棄
作業を行うよう提案した。

11 月、倉庫内にある備蓄水ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを屋外作業 ビケンテクノ
場所に搬出し、指定の排水溝へ水を廃棄した。
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙからﾗﾍﾞﾙを剥がし、分別した。
実施した結果、倉庫内の不要品を処理すること
ができた。

19 清掃等業務
【第二庁舎】
20 害虫防除等業務
【合庁２号館】

年末に大量のｺﾞﾐが出ることが予想され

年末の閉庁日にｺﾞﾐ回収を実施することによ ビケンテクノ

るため、年末の閉庁日に臨時のｺﾞﾐ回収作

り、ﾀﾞｽﾄｶｰﾄから大量のｺﾞﾐが溢れ出ることを防

業を提案した。

ぎ、衛生環境を清潔に保つことができた。

飲食店にﾈｽﾞﾐが発生していたため、ﾈｽﾞﾐ
駆除を提案した。

6 月、飲食店天井裏に殺鼠剤・捕獲ｼｰﾄを設置し ビケンテクノ
た。
7 月～11 月に状況確認した結果、一部の飲食店
で毒餌の喫食があった。

21 害虫防除等業務
【合庁２号館】

地下 1 階通路にﾈｽﾞﾐが発生していたた
め、ﾈｽﾞﾐ駆除を提案した。

1 月、地下 1 階通路天井裏及び飲食店天井裏に ビケンテクノ
殺鼠剤・捕獲ｼｰﾄを設置した。
2 月～3 月に状況確認した結果、地下 1 階通路
天井裏でﾈｽﾞﾐの捕獲があった。

22 植栽保護等業務

ﾌﾟﾗﾝﾀｰについて、一部、ひび割れによる

【合庁２号館】

水漏れが生じていることから、水量を継続
的に供給できる底面灌水型ﾌﾟﾗﾝﾀｰへの更新
を提案した。

更新後は、美観を維持しながら植栽への水やり アズビル
の回数を減らす省管理にすることができた。

23 植栽保護等業務
【合庁２号館】
24 植栽保護等業務
【合庁２号館】

針葉樹(ｺﾆﾌｧｰ)が歩道側へ傾斜し、通行
に支障があるため植え替えを提案した。
ｻｻ植え込み地について防根ｼｰﾄや隣接す

植え替え後は、歩道の通行空間を広く確保する アズビル
ことができた。
植え替え後は、初夏から秋遅くまで、小花が長 アズビル

る植栽への影響が懸念されることから、ｻｻ

期間咲き続ける植栽により景観の向上と隣接す

を駆除して新たな植栽の植え替えを提案し

る植栽への浸食を防除することができた。

た。
25 植栽保護等業務
【合庁２号館】

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ内の樹木(ｶﾂﾗ)の肥大成長によ
り床材の破損が懸念されることから、開口

床材開口部拡張後は、樹木の健全な生育を妨げ アズビル
ることなく維持管理することができた。

部空間の拡張を提案した。
26 植栽保護等業務
【合庁２号館】
27 植栽保護等業務

外構柵の木材表面が色褪せ、劣化が生じ
ていることから、塗装補修を提案した。

塗装後は、木材保護(防虫･防腐・防ｶﾋﾞ)効果と アズビル
景観を維持することができた。

芝刈機による芝地の草刈りを提案した。

従来の方法と比較し、効率化された。

アズビル

本館２階の軒下に、蜂（ｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ）が巣

8 月に蜂の巣を撤去し職員等に被害はなかっ アズビル

【第二庁舎】
28 植栽保護等業務
【第二庁舎】
29 合庁２号館及び第二庁舎警
備等業務【合庁２号館】

を作っていたので、撤去を提案した。
防災ｾﾝﾀｰ内の監視ﾓﾆﾀｰが多く、全ての監
視が難しい箇所があったため、ｼｰｹﾝｽ表示

た。
監視ﾓﾆﾀｰのｼｰｹﾝｽ表示方法を変更（ﾌﾛｱごとにま テイケイ
とめて表示）した結果、ﾓﾆﾀｰ監視がし易くなった。

方法の変更を提案した。
30 合庁２号館及び第二庁舎警
備等業務【合庁２号館】
31 合庁２号館及び第二庁舎警
備等業務【合庁２号館】

駐車場内誘導の簡略化を図るため、駐車
場案内表示の設置を提案した。
現状の地下鉄口の受付記帳台及び PC 受

案内の簡略化が図られ、場内安全確認等に余裕 テイケイ
ができた。
導線確保も考慮し、記帳台及び PC 受付を反対 テイケイ

付の配置では、ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ 1 台が使用し難

側へ移動した結果、全てのｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄの通行が容

いことから、全てのｹﾞｰﾄを容易に通行でき

易になった。

るよう反対側への配置を提案した。

32 合庁２号館及び第二庁舎警
備等業務【合庁２号館】

駐車場警備配置者の安全性確保のため、
全員に夜光ﾁｮｯｷの常時着装を提案した。

駐車場警備配置者全員に夜光ﾁｮｯｷを着装させ テイケイ
ることにより、車両が警備員に気付きやすくなり
安全性が高まった。

33 合庁２号館及び第二庁舎警
備等業務【合庁２号館】
34 合庁２号館及び第二庁舎警
備等業務【第二庁舎】
35 警察庁庁舎警備業務

ｼｬﾜｰ室ｶｰﾄﾞｷｰ貸出簿の記入欄がせまく、

ｼｬﾜｰ室ｶｰﾄﾞｷｰ貸出簿の部局名記入欄の枠を広 テイケイ

正式な部局名を記入することが困難なた

げて記入しやすい様式に変更した結果、確認が容

め、様式の変更を提案した。

易になった。

西門付近に監視ｶﾒﾗがないことから、警
備強化のため監視ｶﾒﾗ増設を提案した。
２号館と警察庁の各ﾎﾟｽﾄ間で連絡手段が
ないため、緊急事案発生時にも連絡が取れ

３月に増設していただき、西門付近の警備強化 テイケイ
が図られた。
緊急事案発生時にもすぐ連絡が取れるように テイケイ
なり、連携強化が図られた。

るよう PHS の増設を提案した。
36 統轄管理業務
【合庁２号館】

除雪作業時、通常はｽｺｯﾌﾟ等を使用し手

積雪 30cm 以上にもかかわらず、午前中に駐車

作業で行っているが、機能維持確認を兼

場が利用できる状態になる等、作業時間が大幅

ね、屋内消火栓を使用するよう提案した。

に短縮でき、来庁者の通行にも支障がないよう

アズビル

に対応できた。また、ｽﾛｰﾌﾟ箇所の除雪に関して
も、迅速かつ安全に対応できた。
37 統轄管理業務
【合庁２号館】
38 統轄管理業務
【合庁２号館】

館内の清掃状況を把握するため、原則週
１回、館内共用部の巡回を提案した。
修繕連絡に関して、1F 統轄管理室と B4F

巡回点検する事により、清掃担当への連絡を
速やかに対応できた。
通常は、修繕連絡票で依頼･対応している。緊

設備監視室との連携・連絡のｲﾚｷﾞｭﾗｰ時の

急時等では庁舎管理室からﾒﾓ用紙で受け電話で

方法を提案した。特に、日を跨いでの依頼

監視室に連絡していたが、連絡ﾐｽが生じたた

時等は、監視室用に連絡票を作成し、誰で

め、ﾒﾓを A4 用紙に貼り付け、修繕連絡票と同様

も分かるよう変更提案した。（※ｻﾝﾌﾟﾙ添

な対応をした事でﾐｽが無くなった。

付）

アズビル
アズビル

39 統轄管理業務

管理・運営業務のｸﾞﾙｰﾌﾟ企業及び総務省

緊急連絡表を各業務の執務室に掲示すること

【合庁２号館】

担当者の連絡体制を円滑にするため、ｸﾞﾙｰ

により、地震等の緊急時に連絡が容易になっ

【第二庁舎】

ﾌﾟ企業緊急連絡表の作成を提案した。

た。

40 統轄管理業務
【第二庁舎】

各業務間での情報交換が良好になるよ

第二庁舎の設備、清掃、警備の各業務での情

う、第二庁舎の副統轄責任者を中心に各業

報が一元化され、不具合発生時等の対応がｽﾑｰｽﾞ

務の業務日誌の取りまとめを提案した。

になり業務の効率化が図られた。

アズビル

アズビル

