
◎境港市民交流センター施設維持管理業務の基準

業務 管理項目 業務内容 仕様・条件等 法定 関係法令 検査対象機関等・備考

建築設備定期報告
排煙設備・換気設備・非常用照明器具・給水設
備及び排水設備・予備電源・非常用発電装置

１回／年
一級建築士若しくは二級建築士、特殊建築物調査資格者

○ 建築基準法第12条
西部総合事務所
生活環境局建築住宅課

特殊建築物等定期調査報告
敷地及び地盤・屋上及び屋根・建築物の外部内
部・その他

１回／３年（※該当年度Ｒ７年度）
一級建築士若しくは二級建築士、特殊建築物調査資格者

○ 建築基準法第12条
西部総合事務所
生活環境局建築住宅課

建物管理 防火管理、会館内の電気・機械設備運転
毎日
甲種防火管理者、第３種電気主任技術者、第二種酸素欠乏・
硫化水素危険作業主任者、産業廃棄物保管場所管理者

○ 消防法 境港消防署予防課査察指導担当

自家用電気工作物保安管理業務
受変電設備の測定試験、受変電設備・電灯・動
力設備の点検、非常用発電機の保守点検

年次点検：１回／年（うち２年は無停電点検）
点検：１回／隔月
保安規定による
第３種電気主任技術者

○ 電気事業法第４３条

経済産業省中国四国産業保安監督
部
竣工以降が指定管理者の管理（竣
工までは建築事業者）

非常用照明設備
付随する配線等の保守点検
（非常照明設備：162台）

１回／年
一級建築士若しくは二級建築士、建築設備点検資格者

○ 建築基準法第12条④
西部総合事務所
生活環境局建築住宅課

事業用電気工作物保安管理業務 保安規定を定め自主定期点検
保安規定による自主定期点検
定期点検：１回／年（検査済証の交付を受けた日以後最初の
点検は２年以内）

○ 電気事業法第４２条
経済産業省中国四国産業保安監督
部

煤煙測定
煤塵濃度、硫黄酸化物・窒素酸化物の濃度、排
出量を測定

２回／年（冷房期間中１回・暖房期間中１回） ○ 大気汚染防止法第１６条 米子保健所

【膨張タンク】
定期調査・点検（２台）

定期調査：１回／月 ○
労働安全衛生法施行令第
１条第７号

日本ボイラ協会・第二種圧力容器

【空気調和機・ファンコイル】
空調機：目視点検・グリスアップ・Ｖベルト調整・ド
レンパン清掃外フィルター清掃（空調機：4台、
ファンコイル：13台、パッケージエアコン：室内機
80台、室外機：22台、伝熱交換機：11台）、加湿
装置清掃、排水受け清掃

年次点検：２回／年
フィルター清掃：２回／年
加湿装置清掃：１回／月
排水受け清掃：１回／月
建築物環境衛生管理責任者

○
建築物衛生法第４条
（加湿装置・排水受け）

米子保健所

【加湿用貯水槽】
水質検査・点検

レジオネラ菌検査：１回／年（暖房期間中） ○ 建築物衛生法 米子保健所

【空冷ヒートポンプチラー】
冷媒漏れ点検、動作確認、冷温水水質検査

年次点検：２回／年

【換気設備】
外観点検、機能点検
（集会場の居室、無窓の居室、火気使用室の機
械換気装置が対象）

1回/年

⼀級⼜は⼆級建築⼠

建築設備検査資格者

〇 建築基準法
特定行政庁（建築主事）
（鳥取県西部総合事務所）

フロン漏洩簡易点検
簡易点検：すべての第一種特定製品
目視検査：ユーザー
定期点検：直接法、間接法による点検

簡易点検：１回／３月
定期点検：１回／３年
定期点検：冷媒フロン類取扱技術者
（ヒートポンプチラー）

○ フロン排出規制法
環境省
ヒートポンプチラーは定期点検必要

中央監視装置 中央監視盤及び付属機器の保守点検 ２回／年

自動制御装置保守点検 自動制御装置の保守点検 １回／年

非常用発電設備保守点検 非常用発電設備の保守点検
機器点検：１回／月、総合点検：１回／年
電気主任技術者または監督を受けた者

○ 電気事業法第４３条

経済産業省
中国四国産業保安監督部
非常用発電設備（3φ200Ｖ／
150kVA）
灯油＝主槽5,000ℓ、小出槽950ℓ

自家用発電機設備（予備電源）保守点検 非常用発電設備の外観・機能点検
機器点検：１回／６か月、機器点検・総合点検：１回／年

⼀級⼜は二級建築⼠、建築設備検査資格者
○ 建築基準法第１２条

西部総合事務所
生活環境局建築住宅課
非常用発電設備（3φ200Ｖ／
150kVA）
灯油＝主槽5,000ℓ、小出槽950ℓ

設備機器保守点検

建築物保守管理業務



業務 管理項目 業務内容 仕様・条件等 法定 関係法令 検査対象機関等・備考

自家用発電機設備（非常電源）保守点検 非常用発電設備の外観・機能点検
機器点検：１回／６か月、機器点検・総合点検：１回／年
6年ごとに30%負荷運転
消防設備士・消防設備点検資格者

○ 消防法第１７条

境港消防署予防課査察指導担当
非常用発電設備（3φ200Ｖ／
150kVA）
灯油＝小出槽950ℓ

地下埋設タンク（地下タンク貯蔵所） オイルタンクの外観点検・機能点検
機器点検３年ごと、
但し完成検査後１５年以内まで、以降１年ごと
地下タンク等定期点検技術者

〇
危険物の規制に関する政
令

境港消防署予防課危険物担当
灯油＝主槽5,000ℓ

蓄電池設備（自家用電気工作物）保守点検
整流装置（自動定電圧式整流器）
蓄電池

機器点検：１回／年
電気主任技術者または監督を受けた者

○ 電気事業法第４３条
報告不要
整流器（30A）50Ah54セル

蓄電池設備（予備電源）保守点検
整流装置（自動定電圧式整流器）
蓄電池

機器点検・総合点検：１回／年

⼀級⼜は二級建築⼠、建築基準適合判定資格者、

建築設備検査資格者

○ 建築基準法第１２条
西部総合事務所
生活環境局建築住宅課
整流器（30A）50Ah54セル

消防用設備等保守点検

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、
粉末消火設備、自動火災報知設備、非常警報
（非常放送）設備、誘導灯及び誘導標識、防火・
防煙設備の機器点検及び機器点検・総合点検

機器点検：１回／６か月、機器点検・総合点検：１回／年
消防法・同施行規則・建築基準法・同施行令に基づく点検
消火器：４３本、屋内消火栓（加圧送水装置：0台、屋内消火
栓：0台）、スプリンクラー設備（加圧送水装置：6台（内ジョッ
キーポンプ3台、ヘッド：770個（閉鎖型：628個、開放型122個、
放水型：20個）、補助散水栓：19個、流水検知器：5台（閉鎖型：
4台、開放型：1台）、自動火災報知設備（受信機：1台、感知
器：327個）、非常警報装置（アンプ：720W1台、スピーカー：138
個）、誘導灯：82灯、防火・防煙設備（防火戸：8台、シャッター：
10台、垂れ幕：0台、ダンパー：70台、排煙口：0台）
消防設備点検資格者

○  境港消防署

防火対象物定期点検報告

①防火管理者を選任しているか
②消火・通報・避難訓練を実施しているか
③避難階段に避難の障害となる物が置かれてい
ないか
④防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていな
いか
⑤カーテン等の防災対象物品に防炎性能を有す
る旨の表示が付けられているか
⑥消防法令の基準による消防用設備等が設置
されているか

１回／年
防火対象物点検資格者・防火管理者

○ 消防法第８条の２の２ 境港消防署

昇降設備保守点検 エレベーター保守
定期点検：１回／月、遠隔監視（リモートシステム含む）、法定
検査：１回／年
エレベーター２基

○ 建築基準法第１２条
西部総合事務所
生活環境局建築住宅課

自動ドア設備保守点検
自動ドア開閉装置オペレーター部（駆動装置・制
御装置）、自動ドア開閉装置センサー部（検出装
置）の点検・調整

１回／年
日常点検：１回／日
自動ドア：　台（機種：　）

建築基準法第８条

防火設備保守点検
防火シャッター、防火扉、各部の点検、注油、小
調整、消耗部品の取替等

細密点検：１回／年
常時閉鎖式防火シャッター、常時閉鎖式防火扉が対象
一級建築士・二級建築士、消防設備検査員

○ 建築基準法第１２条
西部総合事務所
生活環境局建築住宅課

避雷設備機能点検
避雷針、接地極の外観点検、機能点検、接地抵
抗値測定と記録

１回／年
管理者

○ 建築基準法第１２条
報告義務無し
点検・測定記録は3年間保存必要

貯水槽定期点検 貯水槽の清掃及び点検 １回／年（清掃含む） ○ 建築物衛生法 米子保健所

一般細菌等 １回／６ヶ月 ○ 建築物衛生法 米子保健所

シアン化物イオン及び塩化シアン等 １回／年（６月１日～９月３０日） ○ 建築物衛生法 米子保健所

遊離残留塩素含有率検査
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素含
有率検査

１回／７日
簡易キットにより指定管理者が実施

○ 建築物衛生法 米子保健所

建築設備保守点検

水道検査



業務 管理項目 業務内容 仕様・条件等 法定 関係法令 検査対象機関等・備考

給水栓における水に含まれる遊離残留塩素含
有率検査

１回／７日
簡易キットにより指定管理者が実施

○ 建築物衛生法 米子保健所

散水・修景・清掃用水の維持管理
検査：１回／７日（pH値・臭気・外観）、１回／２ヶ月（大腸菌・濁
度）

○ 建築物衛生法 米子保健所

衛生害虫防除 事前調査、防除作業、防除効果調査

衛生害虫防除（ゴキブリ駆除・その他一般衛生害虫防除）：２
回／年
衛生害虫防除（重点箇所）：１回／２月
建築物環境衛生管理責任者

○ 建築物衛生法第４条 米子保健所

浮遊粉じんの量等
１回／２ヶ月（測定場所は建物内７ポイント及び外気（１階出入
口付近）１ポイントを含む８ポイント）
建築物環境衛生管理責任者・空気環境測定実施者

○ 建築物衛生法第４条 米子保健所

ホルムアルデヒドの量

１回／新築から直近の６月１日から９月３０日までの間
（測定場所は建物内７ポイント及び外気（１階出入口付近）１ポ
イントを含む８ポイント）
建築物環境衛生管理責任者・空気環境測定実施者

○ 建築物衛生法第４条 米子保健所

建築物環境衛生管理責任者選任
建物の維持管理を環境衛生上適切に行うよう監
督

建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築
物環境衛生管理責任者を選任

○ 建築物衛生法第６条 米子保健所

排水設備清掃

①屋外排水設備：汚泥幹線の枡内・インバートの
汚泥抜き取り洗浄・雨水幹線の枡内泥溜め分抜
き取り
②残材搬出等

湧水排出ポンプ点検：１回／６ヶ月
汚水管洗浄：１回／６ヶ月
外構屋上排水口清掃：随時
建築物環境衛生管理責任者

○ 建築物衛生法第４条 米子保健所

室内環境測定 照明設備の点検（照度の測定）
２回／年
事務室・会議室・楽屋

舞台機構設備保守点検
舞台機構装置全般の保守点検整備吊物装置
（音響反射板含む）、スライディングウォール（旋
回パネル含む）、各電動装置の操作及び制御盤

通常点検：４回／年（うち１回は操作盤等の制御関係の点検を
実施）

専門知識・専門技術を有する業者に
依頼すること。

舞台照明設備保守点検

舞台照明設備の保守点検強電盤機器（照明操
作主幹盤・客席照明電源盤・各種機器電源盤・
移動型調光器）、弱電盤機器（調光操作卓・舞台
袖操作パネル・制御信号パッチ盤）、負荷設備
（各種コンセント、ボーダーライト、サスペンション
ライト、ホリゾンライト、ボーダーケーブル、ケーブ
ルリール等）、全ての負荷回路の絶縁試験測定

２回／年（冷房期間中１回・暖房期間中１回）
専門知識・専門技術を有する業者に
依頼すること。

舞台音響設備保守点検

ホール音響映像設備の保守点検音響調整卓、
電力増幅器架、効果機器、録音再生装置、ワイ
ヤレスマイク装置、スピーカーシステム、マイク
類、周辺装置等の舞台音響に関わる設備一式

細密点検／動作点検（年１回ずつ）
専門知識・専門技術を有する業者に
依頼すること。

電動式移動観覧席保守点検
外観点検、接合部点検、スイッチ点検、制御装
置点検、駆動装置点検、起立装置点検、動作点
検、配線ケーブル点検、絶縁テスト、部品交換等

１回／年 導入業者に依頼すること。

舞台設備保守点検

環境衛生管理

雑用水管理

空気環境測定



業務 管理項目 業務内容 仕様・条件等 法定 関係法令 検査対象機関等・備考

日常清掃

清掃範囲：館内、建物外周、作業内容：床の掃除
（掃き掃除・ポップ水拭き）、備品・什器・窓枠・机
等の拭き掃除、扉・壁・鏡・ロビー等のガラス（手
の届く範囲）の拭き掃除、汚物・茶殻・ゴミ箱のゴ
ミ等の処理、洗面器・便器等の清掃、出入口の
マット掃除、硬質床材仕様箇所は洗浄のみとし、
床維持剤は塗布しない。真空掃除機・はたき等
を用い塵埃を除去する。トイレ・湯沸かし室等
は、常に清潔に保つ。トイレットペーパーは随時
補充する。

日常清掃（３５９日）
共用区域：毎日
専用区域：使用の都度
管理区域：随時
外構まわり：３／週

○ 建築物衛生法 米子保健所

定期清掃

清掃範囲：館内、建物外周、作業内容：床洗浄、
床ワックス塗装、カーペットのクリーニング、窓ガ
ラス清掃、弾性床材仕様箇所は、表面専用洗剤
で被膜表面汚れを床磨き機等で洗浄し、床維持
剤を塗布。カーペットは汚れを洗剤で落とす。エ
ントランスのガラス内面は床から３ｍ以上は除外
する。

定期清掃（ワックス塗装：１回／６ヶ月・床洗浄：１回／６ヶ月・
カーペット洗浄：１回／６ヶ月・ガラス：１回／６ヶ月）
硬質床材仕様箇所：随時・適時

○ 建築物衛生法

備品保守管理業務 ピアノ保守点検 ピアノの点検、調整、修理、注油等 フルコン１台・リハ１台：１回／年 導入業者に依頼すること。

機械警備 機械警備装置及び防犯カメラシステム
機械警備装置及び防犯カメラシステムによる監
視

監視：２４時間 警備業法

機械警備業務を実施し、必要に応じ
て、警察署、消防署及び緊急連絡者
への通報、連絡、報告を行い、施設
の秩序保持に努める。

廃棄物処理 日常業務で排出される可燃物・不燃物の処理
収集カレンダーによる
所定の搬出場所に職員が搬出

○ 廃棄物処理法 収集業務の委託は行わない

ホール・舞台施設設備操作管理

利用者との打ち合わせ、演出プランの作成、進
行管理、指導・助言・安全管理、利用設備調整、
相談、設備の日常点検、ホール・舞台設備の準
備、操作・撤去作業・管理、外注保守機器の定期
検査等の立会報告等

ホール管理者として必ず舞台に応じた人員を配置し、舞台技
術を用いた操作・撤去作業を行う。ホールに必要に応じて照
明・音響・舞台の技術者を配置し、運営に支障のないように対
応する。

常駐管理者：１名
運営管理者：４名（ホール原則３名）

その他管理業務

清掃業務


