
１　基本操作編

（１）　ＢＩＭＭＳへのアクセスと終了

（２）　施設の選択

（３）　電気料金等の入力

（４）　工事・委託情報の入力

（５）　電子書庫への登録

２　情報管理編

（１）　施設の新築・解体

（２）　電子書庫の閲覧

（３）　その他資料の保管場所

（４）　分析方法

平成２３年度施設管理担当者研修会
テキスト３

ＢＩＭＭＳの操作方法と活用について
（直接操作してみよう）



準備・撤去作業の御協力のお願い

１．パソコン設置のため、午前の講習後は速やかに研修室を空けてください。

２．通路にケーブル類を配線しますので、通行の際はご注意ください。

３．ＢＩＭＭＳの操作方法と活用についての研修後は各グループ内で分担し、次の後片付けに

　　御協力ください。

　① パソコンを、旧館１階パソコン教室に移動してください。

　　　（注） パソコンの付箋番号と同じ番号の机に置いてください。(付箋紙は貼ったまま)

　② 通路に配線しているケーブル類を、種類別にステージ脇の箱へ入れてください。

ＰＣ使用グループ配置図（１グループ４～５名にパソコン１台）

情報セキュリティーについて

１．研修で使用するＩＤ、パスワードは当日お知らせいたします。

　　（注） ＩＤ・パスワードのメモは取らないでください。

２．持参されたパソコンは使用できません。
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目次

1. ログイン ２

2. パスワードの変更 ３

3. ログアウト ４

4. ログイン・ログアウト時の注意点 ５

5. 建物基本情報の表示参照 ６

6. 建物基本情報の修正 ７

7. 修繕工事及び維持管理業務委託情報の入力 ９

8. 電子書庫への登録 ２１

9. 光熱水費情報の入力 ２３

10. 分析方法 ２７

11. 全ユーザー共通の電子書庫 ３０

12. その他の利用方法 ３２

13. 質疑応答集 ３４

資料１ 維持管理業務委託分類表 ３７

資料２ 対象施設一覧 別紙

資料３ 権限設定 ３９

１



１． ログイン
①ブラウザのアドレス欄に

http://＊＊＊＊＊＊＊/を入力し、
［移動］をクリックします。

＜上の画面となります＞

②［保全情報システム］をクリックします。

＜＜下の画面となります＞

③ＩＤ及びパスワードを＊＊＊＊＊入力し

［ログイン］をクリックします。

(＊＊＊＊＊＊＊に注意）

契約ＩＤ ：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ユーザーＩＤ：＊＊＊＊＊

パスワード ：＊＊＊＊＊

1

２

３
ログイン時に［このままログインを行い

ますか？］と表示されることがあります。

〈４．ログイン・ログアウト時の注意点〉
参照
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２． パスワードの変更
◆初回及び６ヶ月間使用したパスワードの

変更

パスワードを設定してください。

ただし、参照ユーザーのパスワードは変更

しないでください。

◆パスワードを任意で変更

①パスワード変更をクリックします。

＜左の画面となります＞

②旧パスワード、新パスワードを入力し

［パスワード変更］をクリックします。

（ユーザーＩＤの共有）

複数担当者でユーザーＩＤを共有する場合

は、上位機関の担当者がパスワードを管理

してください。

1

２

【ＩＤ及びパスワードの管理】

保全情報システム（ＢＩＭＭＳ）で管理しているデー
タはＩＤ及びパスワードで守られているので、漏洩しな
いよう各自管理してください。

パスワードを忘れた → 〈１３．質疑応答集〉参照

パスワードは＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊ください。
ただし、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊ください。
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３． ログアウト

①［ログアウト］をクリックします。

＜中央の画面となります＞

②［ログアウト］をクリックします。

＜下の内容が表示されます＞

③［このウインドウを閉じますか？］と表示

されるので［はい］をクリックします。

2
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４．ログイン、ログアウト時の注意点

◆ログイン

左の画面が表示される場合があります。

[Yes］をクリックすると、既にこのユーザ

ーＩＤでログインしている別のユーザーの

作業が中断され、強制的にログアウトされ

ます。

作業中のユーザーがいないことを確認して

からログインしてください。

◆ログアウト

保全情報システム（ＢＭＭＳ）操作マニュ

アル＜３．ログアウト＞によらず、保全情

報システム（ＢＩＭＭＳ）を終了した場合、

次のログイン時に左の画面が表示されます。
メッセージ：入力されたユーザーＩＤは、前回正しくログアウトされな
かったか、又は別のﾕｰｻﾞｰにより現在ﾛｸﾞｲﾝ中です。

既にこのユーザーＩＤで別のﾕｰｻﾞｰが他所（ＰＣ）からﾛｸﾞｲﾝしている
可能性があります。
利用しているユーザーがいないか確認をしてください。

「yes」ボタンを押すとログインできます。（既にログインしている
ユーザーはログアウトされます）。
「no」ボタンを押すとログイン画面に戻ります。
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５．建物基本情報の表示
①［建物選択・登録］をクリックします。

②［検索］をクリックします。

＜＜左の画面となります＞

③表示された建物名称の部分をクリック

します。

下の画面となり、建物基本情報が表示

されます。

1 ２

３

所在地や用途、建物名の一部を入力
して検索することが可能です。

複数の施設が表示された場合は、目
的の施設名称をクリックします。

建物基本情報の登録内容が違ってい
る場合は、修正することができます。

〈６．建物基本情報の修正〉参照
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６．建物基本情報の修正
◆建物基本情報を表示してください。

〈５．建物基本情報の表示〉参照

＜上の画面が表示されます＞

①スクロールバーで一番下を表示してくださ

い。

②［修正移動］をクリックしてください。

＜下の画面が表示されます＞

③ステータスに［作成中］と表示されます。

④スクロールバーで一番下を表示します。

⑤［保存］をクリックしてください。

と表示されるので、［OK］をクリックしま
す。

２

３

建物基本情報を修正してください。

4

1

５

7

データの保存が正常に完了しました。
正式な登録には承認が必要です。



◆未承認の建物基本情報を表示します。

〈４．建物基本情報の表示〉参照

このとき、⑥［未承認も併せて表示］に
チェックをしてから［検索］をクリック
します。

＜上の画面が表示されます＞

⑦緑色の帯で表示されている修正対象の
建物名称をクリックします。

6

7

内容を確認し、修正が必要な場合は、基
本情報を修正してください。

その後、①に戻り作業してください。
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主要な建築物への「◎」の表示

１つの施設に複数の建物（棟）がある場合（学校等）
＜７．維持管理業務委託情報の入力＞
＜８．電子書庫への登録＞
＜９．光熱水費情報の入力＞
では、管理を担当している建物（棟）のうち、管理棟
又は規模の大きい主要な建物（棟）に入力するため、
当該建物（棟）の名称の末尾に「◎」を表記してくだ
さい。

＜登録例＞ 本庁 南･東･議会棟 ◎

注意）

建物基本情報の修正には管理者の承認が
必要となります。

管理者の承認後、修正内容が反映されま
す。



７．修繕工事及び維持管理業務委託情報の入力
◆入力する建物の建物基本情報を表示してく
ださい。

〈５．建物基本情報の表示〉参照

①［基本情報管理］をクリックします。

②［工事履歴］をクリックします。

＜＜上の画面となります＞

③［新規登録］をクリックします。

＜＜中段の画面となります＞

※入力例を参考に入力します。

1

２

３

［検索］をクリックすると、これまで登
録した内容が表示されます。

１つの施設に複数の建物（棟）がある場
合は、維持管理業務委託情報を入力する
際に、管理を担当している建物（棟）の
うち、管理棟又は規模の大きい主要な建
物（棟）を選択してください。

[◎]が表記されている建物を選択

入力例リスト

(１) 単価契約以外の場合：単年度
(２) 単価契約以外の場合：長期継続契約
(３) 支払先の入力
(４) 年度途中の契約変更
(５) 単価契約の場合
(６) 一つの（単価）契約で複数の単価がある場合
(７) 複写登録
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（１）単価契約以外の場合：単年度 ‥‥（修繕工事・維持管理業務委託）

契約した年度を西
暦で入力。

「工事費」、「需用費」、
「役務費」又は「委託費」
から選択。

該当する維持管理
業務委託の種類を
選択。

工事番号には工事番号や委
託番号など任意で入力。
（○○-1、○○-2など）

工事名又は委託名称を入力。

一式の方に
チェック。

契約期間：********～********
発注方式：入札（又は随意契約）
指名者数：**
と入力。（*は半角数字）

設計金額（予定価格の積
算根拠となる金額）を入
力。
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参照ボタンをクリックし
て受注者（支払先）を選
択。
〈（３）支払先〉参照

予定価格を入力。

決定金額を入力。

実績金額を入力。（契約変更がない場合は
決定金額と同額）

契約変更があった場合の入力方法は
〈（４）年度途中の契約変更〉参照

最後に登録ボタンを
クリック。 ※ 続けて登録する場合は、複写登録が便利です。〈（７）複写登録〉参照
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（２）単価契約以外の場合：長期継続契約 ‥‥（維持管理業務委託）

契約した年度を
西暦で入力。

「需用費」、「役務費」
又は「委託費」から選択。

該当する維持管理
業務委託の種類を
選択。

工事番号には委託番号など
任意で入力。
（○○-1、○○-2など）

委託名称を入力。

一式の方に
チェック。 【初年度】

長期継続契約（*年）：********～********
契約期間（1年度目）：********～********
発注方式：入札（又は随意契約）
指名者数：**
と入力。（*は半角数字）

※ 次年度以降は次ページ参照。

該当年度の設計金額（予定価格の積算
根拠となる金額）を入力。
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参照ボタンをクリック
して受注者（支払先）
を選択。
〈（３）支払先〉参照

【初年度のみ入力】
予定価格を入力。

該当年度の決定金額を
入力。

該当年度の実績金額を入力。（契約変更がない場合は決定金額
と同額）
（契約変更があった場合の入力方法は次項）

最後に登録ボタン
をクリック。

【次年度以降】
長期継続契約（*年）：********～********
契約期間（*年度目）：********～********
と入力。（*は半角数字）

該当年度の設計金額（予定価格の積算
根拠となる金額）を入力。

次年度以降の入力内容

※ 続けて登録する場合は、複写登録が便利です。〈（７）複写登録〉参照
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（３）支払先の入力

法人名で受注者名の全部又は一部を入力します。

※「ＡＢＣｘｙｚ清掃」を法人名で検索するために「Ｂ」を入力している。

［検索］をクリックします。

入力したい法人名をクリックします。

支払先の［参照］をクリックすると次の画面が開きます。

他に、[法人コード]では電話番号（半角数字ハイフン付き）の一部を入力しても検索が可能です。
なお、[カナ読み]では、一部の文字を入力しても検索できませんので注意してください。

≪法人が登録されていない場合≫
① 法人名、 ② 法人名カナ読み、 ③ 郵便番号、 ④ 住所、 ⑤ 電話番号
をＦＡＸまたはＥ－ｍａｉｌ等で財産管理課ＦＭ・財産グループまでお知らせください。（任意様式）
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（４）年度途中の契約変更

内容覧に「契約変更あり」と入力。

変更後の契約金額を入力。

年度途中で契約変更があった場合は次のように記載します。
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（５）単価契約の場合‥‥（維持管理業務委託）

契約した年度を西
暦で入力。

「需用費」、「役務費」又
は「委託費」から選択。

工事番号は委託
番号など
任意で入力。
（○○-1、○○-
2など）

委託名称を入力。

単価の方にチェック。

設計金額（予定価
格の積算根拠とな
る金額）を入力。
※単価に小数点以
下がある場合は
小数点以下切り捨
て。

該当する維持管理業務
委託の種類を選択。

契約期間：********～********
発注方式：入札（又は随意契約）
指名者数：**
契約単位：kg（台・時間など）
と入力。（*は半角数字）
※単価に小数点以下がある場合は
この欄の契約単価の下に入力。

入力例）※設計金額：20.25円
※予定価格：20.25円
※決定金額：18.50円

入力しない。（0のままとする）
入力しない。
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参照ボタンをクリックし
て受注者（支払先）を選
択。
〈（３）支払先〉参照

予定価格を入力。
※小数点以下切り捨て。

決定金額を入力。
※小数点以下切り捨て。

年間の支払金額総額を入力。最後に登録ボタンをクリック。

（一度登録した情報を修正登録する場合は、こ
の図のように修正ボタンとなります。）

※ 続けて登録する場合は、複写登録が便利です。〈（７）複写登録〉参照
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（６）一つの（単価）契約で複数の単価がある場合‥‥（維持管理業務委託）

単価ごとに登録します。

まず、１つ目の単価についての登録です。

（ ）書きに記入した単価の
設計金額を記入

工事番号は共通
契約名の後に（ ）書きで単
価の種類を記入。

支払先業者は全
てに登録

（ ）書きに記入した単価の
予定価格を記入

（ ）書きに記入した単価の
決定価格を記入

総額を１つの工事履歴のみに入力

※ 続けて登録する場合は、
複写登録が便利です。

〈（７）複写登録〉参照
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契約期間：○○○と同一契約と記入。

※ 続けて登録する場合は、
複写登録が便利です。

〈（７）複写登録〉参照

新たに次の単価について登録します。

２つめ以降の単価には
実績金額は入力しない。
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