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第１章 総 則 

    土地改良技術事務所東庁舎２階事務室空気調和設備他更新工事の施工に当た

っては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」

という。）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書

（機械設備工事編）」（以下「機械設備標準仕様書」という。）及び「公共建築改

修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（以下「電気設備標準仕様書」という。）

に基づいて実施する。 

    共通仕様書、機械設備標準仕様書、電気設備標準仕様書に対する追加事項に

ついては、この特別仕様書によるものとする。 

 

第２章 作業内容 

１．目的 

本工事は、東北農政局土地改良技術事務所庁舎の維持管理のため、東庁舎２

階の空気調和設備を交換し、併せて、動力である電源設備の機能性能及び耐久

性の確保のため、電源設備の整備及び修理を行うものである。 

 ２．作業場所 

    宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目 14－1 

 ３．工事概要 

本工事の概要は次のとおりである。 

   （１）機械設備工事（改修） 

１）東庁舎２階事務室空調設備屋外機搬入据付け及び屋内機設置・接続 

     ①ビル用マルチエアコン マルチ室外機 

      イ）数量 １台 

      ロ）冷房能力 45.0kw 暖房能力 50.0kw 

      ハ）電源 三相 200V 50Hz 

      二）その他 室外機用平架台 300H １個 

            防振架台 １式 

     ②ビル用マルチエアコン 天井埋込形・4 方向吹出し 

      イ）数量 ６台 

      ロ）冷房能力 9.0kw 暖房能力 10.0kw 

      ハ）電源 三相 200V 50Hz 

      二）その他 パネル（風向個別制御） ６個 

            リモコン ６個 

２）既存機器撤去（天井埋込カセット形） ６台 

３）気密試験、試運転調整 １式 

 



４）現場発生材計量・構内存置（既存機器） １式 

５）冷媒フロンガス抜取・回収・処分 １式 

６）産業廃棄物処理 １式 

   （２）電気設備工事（改修） 

１）電源設備改修 １式 

 ４．作業数量 

   別紙１工事数量表のとおりである。 

 

第３章 施工条件 

１． 作業日及び作業時間 

平日の作業は午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。ただし、既存空調

設備（屋内機、屋外機）の撤去・搬出及び更新空調設備（屋内機、屋外機）の搬

入・設置・接続は、土曜日、日曜日、祝日に施工し終えるものとする。これによ

りがたい場合は予め監督職員の承諾を得るものとする。 

庁舎内では職員が業務を行っているため、業務に支障を与えると想定される場

合は、監督職員と調整するものとする。 

２． 作業範囲の区分と調整 

工事車両の駐車、資材搬入等において、当事務所の一般業務に支障を与えると

想定される場合は、事前に監督職員と協議するものとする。 

３．工事期間中の休業日 

工事期間中の休業日として、休日等 53 日を見込んでいる。 

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日を含んでいる。 

 

第４章 現場条件 
１．搬入路 

庁舎入口の搬入路は幅 5.0ｍであるが、庁舎南側駐車場への進入路は幅 3.0ｍ、高

さ 3.0ｍの制限がある。 

２．第三者に対する措置 

（１）騒音・振動対策 

騒音・振動等の発生を伴う作業については、その対策に十分配慮するとともに

関係法規を遵守し、周辺住民との協調を図り工事の円滑な進捗に努めなければな

らない。 

（２）保安対策 

本工事に係る交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要

となった場合は、監督職員と協議するものとする。 

３．その他 

既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。 

 ４．石綿含有建材調査について 



   令和 4 年度に発注者で実施した東庁舎 2 階事務室天井建材の石綿含有調査（定

性分析）結果は「含有無し」であり、石綿障害予防規則改正（令和 2 年 7 月）に

よる石綿事前調査結果報告に必要な事項の記載は、監督職員へ確認を行うものと

する。 

 ５．関連工事 

   本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連

する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないよう調整しなければ

ならない。 

工事件名 施工時期 

令和４年度土地改良技術事務所庁舎外壁塗装他工事 令和４年 11 月～令和５年３月（予定）

 

 ６．空気調和設備設置に係るクレーン作業について 

   東庁舎２階屋上に設置している既設室外機の撤去、室外機の更新設置にあたり、ラ

フテレーンクレーン 4.9t 吊級による作業を想定しており、作業範囲は図面１に示すと

おりである。 

 ７．電気主任技術者立会いについて 

   電気設備改修にあたり、監督職員から指示のあった電気主任技術者による立会いを

行うものとし、作業、日程等について調整を行うものとする。 

 

第５章 工事用電力等 

    この工事に使用する電力及び水道は、発注者の負担とする。 

    なお、次のものは庁舎の施設を無償で使用できるものとする。 

     本庁舎のトイレ・手洗い 

     工事区域の室内照明・コンセント 

     空気調和設備設置後の試運転・完成検査時の電力 

 

第６章 工事用材料 

 １．見本又は資料提出 

   本工事で使用する工事用材料は、使用前に試験成績書、品質証明書、見本、カ

タログ等を監督職員へ提出して承諾を得なければならない。 

 

第７章 施 工 

１．一般事項 

本工事の施工にあたり、庁舎施設、備品等に損傷を与えないよう十分注意して

施工するものとし、やむを得ず損傷を与えた場合には、受注者の負担において適

切な処置を講ずるものとする。 

また、事前確認により、今回更新する設備以外に不具合が生じている場合は、

監督職員へ報告するものとする。 



 ２．養生 

   作業による汚染又は損傷の恐れのある場合は適切な方法で養生するものとする。 

 ３．施工図の提出 

   機器設置等の施工図を監督職員へ提出し、承諾を得るものとする。 

 ４．試運転調整 

   機器等の据付及び諸手続が完了したときは、発注者の立会いのもとで試運転  

を行うものとする。 

 ５．現場発生材の報告 

   工事施工に伴い撤去した既存機器等は、有価物スクラップの金属類として、計

量所等で計量した後、構内の指定された場所に存置するものとする。また、金属

類毎に重量が判別できる写真を添付し、発生材報告書を監督職員へ提出するもの

とする。 

 ６．冷媒フロンの回収 

   空気調和設備の冷媒フロン回収は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化

に関する法律（フロン排出抑制法）に基づき、各基準により適正に算定、充填・

回収、破壊処理、証明書交付、記録・報告等を行うものとする。 

 ７．室外機の防雪フード 

   室外機の防雪フードについては、既設利用について検討するものとする。検討

した結果、既設利用が困難な場合は協議すること。 

 ８．既設動力線の撤去 

   関連工事で設置する仮設足場により撤去を考えており、関連工事契約後、施工

調整し、工程に支障ないことが確認された後、協議により変更追加する。 

 ９．既存庁舎に対する影響 

（１）屋外機の重量が既存より重くなる場合は、監督職員と協議するものとする。 

 （２）屋外機の設置位置が既存と異なる場合は、監督職員と協議するものとする。 

 （３）施工に当たり、既存の庁舎壁面等に貫通孔を設ける必要がある場合は、監督職

員と協議するものとする。 

 

第８章 施工管理 

１．主任技術者等の資格 

   主任技術者の資格は、１級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士若

しくは同等以上の能力を有するものとする。 

なお、資格及び能力等を証明する資料は、監督職員に提出するものとする。 

２．施工管理 

施工管理及び品質管理については、機械設備標準仕様書、電気設備標準仕様書によ

るものとする。なお、これによらないものについては監督職員と協議するものとする。 

３．情報共有システムについて 



（１）本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率

化を図る情報共有システムを活用することができる。 

（２）情報共有システムの活用については、共通仕様書に示す情報共有システム活用

要領によるものとする。 

（３）情報共有システムに要する費用は計上していないため、活用する場合は事前に

監督職員と協議するものとする。 

 ４．工事写真における黒板情報の電子化について 

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報

の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るもので

ある。 

受注者は、「営繕工事写真撮影要領令和３年度版（最終改定令和３年３月 31 日国営

建技第 23 号）」（以下、営繕工事写真撮影要領という。）に基づき、工事契約後に監督

職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。 

黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、使用する機器・ソフトウェア、黒板情報

の電子的記入に関する取扱い、写真の納品等について、監督職員へ関係書類を提出す

るものとする。 

 

第９章 条件変更の補足説明 
１．施工条件の変更事項 

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、

あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、

次のとおりである。 

（１）既設構造物やケーブル等が施工の支障となり撤去・再設置が必要となった場合 

（２）工事着手前の確認により、施工上の収まり又は取り合い等の関係で施工範囲

等に変更が生じた場合 

（３）既設設備等の劣化が確認され、補修・更新する必要が生じた場合 

（４）室外機防雪フード設置、既設動力線撤去を変更追加した場合 

（５）敷地内の災害応急用ポンプ倉庫において、電気設備工事（３相 200V 電源）を変

更追加した場合 

（６）資材流通状況により、手配に時間を要するなど工期変更が必要となった場合 

（７）建設資材廃棄物等の処分が変更追加となった場合 

（８）機器仕様、数量等の変更が生じた場合 

（９）その他本特別仕様書に定めないもの 

 
第 10 章 その他 

１．電子納品 

工事で作成した書類及び撮影した写真等については、電子データを提出するものと

する。 

   ・工事関係図書の電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R） １部 

・工事関係図書の出力 １部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

２．週休２日による施工 



本施工にあたっては、週休２日に取り組むことを前提として、補正した材工共の単

価を使用した試行対象工事である。 

 週休２日の考え方は以下のとおりである。 

（１）「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認

められる状態をいう。 

（２）「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事

完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作の

みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があら

かじめ対象外とした内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀な

くされる期間など）は含まない。 

（３）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業

を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。 

（４）「４週８休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所

率」という。）が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。なお、

現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、

現場閉所日数に含めるものとする。 

なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休２日相当の確保

が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。 

３．週休２日制の促進 

（１）本工事は、週休２日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に

基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休２日制工事の促進に

おける履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行

う工事である。 

（２）発注者は、現場閉所状況が４週８休以上（現場閉所率28.5％（８日/２８ 日）

以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただ

し、工事成績評定の合計は100 点を超えないものとする。また、明らかに受注者

側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の

点数を10 点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりと

する。 

①他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施

した場合は、工事成績要領別紙５に示す「４．創意工夫」に、次の評価項目を追

加した上で最大２点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容

に応じて１点、２点で評価する。 

○監督職員用 

【働き方改革】 

□週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。 

□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。 

②現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）を達成した場合は、工事成績要

領別紙３－１に示す「２．施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の２つの評価項目を追



加し、両方で加点評価する。ただし、週休２日に満たない（休日率４週６休以上）

場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。 

○監督職員用 

□休日の確保を行った。 

□その他［理由：現場閉所により週休２日（４週８休以上）の確保を行った。 

○事業（務）所長用 

□工程管理に係る積極的な取組が見られた。 

□その他［理由：現場閉所により週休２日（４週８休以上）の確保に取り組んだ。

③現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）を達成したことに加え、対象期

間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙８に

示す「７．法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で１点を加点評価する。 

○事業（務）所長用 

□その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保を行ったととも

に全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。］ 

 

（３）監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が４週６休以上（現場閉所率

21.4％（６日/28 日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するも

のとする。 

４．熱中症対策に係る費用の計上 

次の熱中症対策を実施する場合については、受発注者間で必要な設置期間等を協議

の上、設計変更により対応することとする。 

（１）遮光ネット（足場に設置するものに限る） 

（２）ドライミスト 

（３）暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置 

５．新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響に対する 
対応について 

新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に

影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者から工期延

長の請求があった場合には、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。

また、同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置

を行うものとする。 
６．法定外の労災保険の付保 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

第 11 章 定めなき事項 

この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応

じて監督職員と協議するものとする。 



別紙１

工　　　　種 種　　　　　目 規　　　　　格 単　位 数　量 備　　　考

Ⅰ．空気調和設備交換 機械設備工事（改修）

１．直接仮設費

内部足場 脚立足場　 1.0

養生 1.0

整理清掃後片付け 式 1.0

２．空調設備機器費 グリーン購入法調達基準適合商品　2015年省エネ基準値クリア商品
（東庁舎2階事務室）

（１）空調室外機
ビル用マルチエアコン空調機 形式：ビル用マルチエアコン

ACP-2 （ 室外機 ） 冷房能力：45.0kW、暖房能力：50.0kW程度 台 1.0 東庁舎屋上へ設置
300H

室外機用平架台 溶融亜鉛メッキ 1.0 東庁舎屋上へ設置

防振架台 1.0 東庁舎屋上へ設置

（２）空調室内機
ビル用マルチエアコン空調機 天井埋込形・４方向吹出し

ACP-2-1 （ 室内機 ） 冷房能力：9.0kW、暖房能力：10.0kW程度 台 6.0 東庁舎2階事務室へ設置

空調パネル 風向個別制御 6.0 東庁舎2階事務室へ設置

リモコン 個 6.0 東庁舎2階事務室へ設置

機器配送費 式 1.0 空調室内機・室外機

（３）冷媒配管材料費

被覆冷媒配管 9.52φ 式 1.0

被覆冷媒配管 12.7φ 1.0

被覆冷媒配管（保温厚20mm） 15.88φ 1.0

被覆冷媒配管（保温厚20mm） 28.5φ 1.0

ACドレンパイプ 25A 式 1.0

スライドブロック 1000L、1組 1.0

冷媒ガス R-410A、10kg 式 1.0

消耗雑材費 式 1.0
３．撤去・設置費
（東庁舎2階事務室）

（１）既設設備撤去

既設機撤去作業 現場内仮置場 式 1.0

フロンガス回収及び破壊処理費 式 1.0 処分費

空調機処分費 廃プラ（空調パネル等） 1.0

現場発生材積込・運搬・計量・集積 式 1.0 敷地内へ移動

（２）新設設備設置

搬入据付費 1.0
ラフテレーンクレーン4.9t吊級

室外機搬入用重機作業費 撤去時含む 式 1.0

配管設置 式 1.0

保温配線設置 式 1.0

真空引・ガスチャージ費 式 1.0

試運転調整費 気密試験含む 1.0

運搬費等経費 式 1.0

消耗雑材費 1.0

式

式

式

ｍ３

個

式

式

式

式

工　　事　　数　　量　　表

式

式

個

式



工　　　　種 種　　　　　目 規　　　　　格 単　位 数　量 備　　　考

４．産業廃棄物処理

積込・運搬（廃プラ） 1.0

処理費（廃プラ） 1.0

Ⅱ．電源設備改修 電気設備工事（改修）

１．直接仮設費

外部足場 脚立足場 1.0
クサビ式　900　1.8m×12.17m

外部足場 手摺先行式　期間1ヶ月以内 昇降階段、2段手摺、巾木、施工費含む 1.0

仮設材、機材運搬 式 1.0

養生 1.0

整理清掃後片付け 式 1.0

２．電源設備改修工事
（西庁舎１階電気室）

（１）電源設備改修
材

ネジナシ電線管 E39mm 式 1.0
材

厚鋼電線管 GP36mm 1.0
材

金属製可とう電線管 38mmビニル被覆、付属品含む 1.0
材

ネジナシ用ノーマルベンド E39　B型　ビス有り 式 1.0
材

厚鋼用防水ネジナシカップリング G36 式 1.0
材

厚鋼用ノーマルベンド G36 式 1.0
厚鋼用　防水ユニバーサル 材
（LL・LB) G36 式 1.0

材
厚鋼用　防水ネジナシボックスコン G36 式 1.0

材
金属製可とう管用　ユニオンカップリング 38mm　薄鋼用　防水型 式 1.0

材
配管支持材 式 1.0

材
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電熱 EM-IE　38sq 式 1.0

消耗雑材料 式 1.0 上記材料に係る消耗雑材料

運搬費 式 1.0 上記材料に係る運搬費

設置費 式 1.0 上記材料に係る労務費
材工共

屋内キュービクル改造 MCB３P75A⇒125A交換 面 1.0
材工共

動力盤　P-2改造 ELB3P60A⇒３P100A100mA交換 面 1.0

Ⅲ．立会費

電気主任技術者立会費 PAS操作等 式 1.0

式

ｍ３

式

式

式

式

ｍ３




