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機械設備工事特配仕様書

工事名林　　　木庁舎内空事壕.熱源積更新工事

工手場所　　　亀LIJ市本丸JT　地内

建策{蔓　　　RC造　3階建

鹿工基準　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は､以下による

D　三重県公共工事共ii仕様書(最新版)

D Eil土交通省大臣官房官庁営溝部監tF
｢公共建集工事標準仕様書(穫妓設備工事筈)平成22年版｣
｢公共建策改書工事標準仕様書(様様設肯工事占)平成22年版｣
｢公共建築設億工事標準国(稔械設備工事笛)平成22年版J
｢格技設備工事監理指針平成22年版｣

d　国土交通省国土技術政策揺合研究所監tF
r建策設備耐BE設計･施工指針2005年版J

5　　一般事項　　　工事の詳柾目こついては､本設計図面､仕様書による他､上記各施工基準に
華果し､監督員指示の下に入念且つ誠実に施工すること｡
設計国事に定められた内容.現場の納まLJ　取LJ合い等の不明な点や施工上の田鼓･不都合､

図面上の誤記及び記載芳れ等に道Elする同額点及び疑点､設計軍書とおりに克行することで将
来不具合が発生しうると判断される場合については,その都度､監督鼻と協議すること｡なお設計
国事とおりの施行であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上､改善策を講じること｡
他工事との取L)合いについては予め当該工事関係者間において協議し､円,Yな工事進捗に努

めること｡なおヨ巷不足による意匠的な仕上がLJ不備や不具合が発生した埠合は監督員の指示
により手直し施行を行うこと｡

(l)提出国書

■　工事書類　　　　施工計酉書　　･ fT合記鐘　　　･材料搬入報告書

各l部ずつ　　　施工要領書　　･工程表　　　　･安全･訓鼓実施記鐘
息器明神図　　.工事日報　　　･品井確認書類
工事写真

I　工事完成国書･完成図(竣工図(製本2渉) ･施工固く製本2穿)
･書巻完成図(77イル等1部)
･保守にBAする溌明書(取扱説明書.保証書) 1群
･8器世8E試故成漢書1啓
･捷合7I重点定表(辞攻抵果･測定冶黒等) 1群
･官公署届出書類連､検査済証1部
･出来形推定書類1部

※　竣工図･集工図はCADにより作成すること｡
y　工事書類はCAL S電子納品マニュアル.デジタル写真管理情報基準(秦)に基づき､

工事完成国事は工事完成図手篭子納品要領(営鳶版)に基づき電子納品すること｡
工事書類　完成国事　之部　工事写真2捗

12I　哉器及び材料等

工事に使用する鞍器及び材料等については､予め使用携材届出書(メーカーリスト) ､
息器明神臥現品.カタEjグ､その他諸jt科を事前に届け出ること｡
乱　国苛に記載の品番は､参考品事として便宜上メーカー晶毒を使用しているので､
メーカー選定にあたっては､同等品以上の性能を有するものとする.また.国等による
環境guE]E.等の調達推進に関する法律(ダリ-ン熊入法)を考慮し､再生品などの
環境に唾しい(環境物品)の常連に努める｡
又､壬1枚器については､礁器据付要領･耐麓計井書もあわせて提出すること｡

13)官公署等への届出手携

工事に伴うEq係官公署への必要な諸手続きは､許負者が遅滞なく行い.これに要するヰ用も負担する｡
･消火器の投書届については.捷撮投首にて設正届を提出する必要がある場合､

消火器についても併せて届出を行うこと｡
･防火対象物使用国姶届については､書類の作成(格は設備図面の用意及び

捷技設備に甲する辞分の記述)を行うこと｡

(4)品賞管理

工事施工に醍して､看手前　施工途中･施工後の自主検査を実施すること.
チェックリスト等を作成し､管理を行うこと｡

t5)出来形管理

以下の項引こついて.出来形管理の対象として管理を行うこと｡

1)各種鞍器裾付
･耐震栽度(設計標準震度　7ンカー種類･アンカーサイズの確認)

基礎寸法
･水平､垂直等

2)配管.タクト工事
支持間隔
触れ止め支持同隔

31屋外排水工事
･排水勾配
･研の深さ

4)水栓､リモコンスイッチ類の取付高さ

(6)製品確認

発注者､受注者において仕様を決定し､製作するような規格品ではない製品については､試
襲･検査等を行う横器が整備された施設内において､監督員等が製品の確認をものとする.

(　適用する　　　　　　ロ　適用しない　　¥製造工場内にてRB-1.ACll　外秩･寸法等の簡易検査とする｡

(7)耐震安全性の分類

構造体( )頬　　建築非構造部材( )類　　建築設備(乙)類

は】機器の地葺力(主要堆器)

機器名

雷雲賢　　　許漂葦重要糾‡　笠等琵莞　冊
水稽類

蓋霊芝‡主　　計欝薫割‖ i　提議漂芸il呂i

その他監督員が指示するもの

(9)発生材の処理等

･引渡しを要するもの　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

上記以外の引き渡しを要するものについては別途､監督且が指示する｡

特別管理産業廃棄物　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

処理方法　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

･発B:者へ引き渡すものについてはr現場発生晶)書Jを提出すること｡また再利用を図る

ものについても77書を作成し､監督員へ提出すること｡

･引宜しを要しないものは､全て構外に洗出し､建設工事に係る資材の再資源化等に

Bqする法律､資源の有効な利用の促進に関する法律､廃棄物の処理及びff梓に用する
法律､その他関係法令によるほか. r建設iI産物適正処理推進要ZfI｣に従い適切処理し､
監督員に報告する｡ (マ二71スrA､ B2､ D票を提示し､ E票は写しを提出すること｡ )

(10l Z気保安技術者

丁　適用する　　　　　□　適用しない

1111施行条件

本庁舎業務に支I!のない日時.時間に工事を行うこと｡

112)東成工期

建薫物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで.関連工事を含めた各工事が支持の
ない状賃まで完了している｡

■　指定なし　　　　　　　　□　指定あり(　　時　一　　　時)

(13I仮設工事　　　　構内既存の施設

lI　庁舎便所　　　　□　利用できる　　　　　■　利用できない

2)工事用水　　　　■　利用できるt有dt)　□　利用できない

3)工事用電力　　　■　利用できる(青dt)　□　利用できない

※　本工事で新規受電または茂設電気El路に捷漬し通電した時から工事に起因する
電力料金は本工事に含まれる｡

114)三重県産業廃棄物税

本工事には産業廃薫物税相当分が計上されていないため.請負書が課税対象となった場合
には完成年度の翌年度の4月1日から8月3 1日までの軌こ別に定める様式に産業廃棄物税
納付I証明書を漆付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる｡なお､この期
間を遇えて請求することはできない.また､産業廃棄物処理集計表(マニフェストの歓iの集
計)を遇えて請求することはできない｡

(15)事故の東生時

工事の鹿工中に事故が発生した場合には､直ちに監督員へ通報するとともに､所定の様式
によL)事故発生報告書を監督員が指示する期Elまでに監管見へ提出すること｡
なお､事故発生後の措jEについて､監督員と協茸を行うとともに,当該事故に係る状況最臥

讃茸,横証等に協力すること｡

(161 BE投との取合い.養生

本工事施工に伴う､既存設備の軽散な加工･改造は.本工事とする｡
また.工事施工に際し､既存部分を汚損･破損等しないよう養生を行うこと｡なお汚損.破損
等した場合は.苛能･仕上げ共.既設にならい復旧すること.

117)県内企業捷先便用

本工事に於いて､下請け契F]を掃括する場合には.当該契約の相手方を三重県内に本店(建
設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること｡

日8)不当介入を受けた場合の措置

暴力団且等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措モ要iiI第2集第1項第10号)
を受けた場合の措tについて

1)受注書は暴力団鼻等(三重県公共工事等暴力団等排除措■要綱第2条第1項第8号)
による不当介入を受けた場合は､断固としてこれを拒否するとともに.不当介入があった時
点で速やかに警察に通報を行うとともに､捜査上必要な協力を行うこと｡

2I 1)によLJ等蕪に通報を行うとともに.連至上必要な協力を行った場合には､速やかに発注者
に報告すること｡発注者への報告は文書で行うこと｡

3)受注者は暴力団員等によLJ不当介入を受けたことから工程に選れが生じる等の被害が生
じた場合には､発注書と協aLを行うこと｡

(19)主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

1)現場施工に着手するまでの期同

請負契約の掃括後､現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設tE.資撫材の
搬入､又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については､主任技術者又は監理
技術者の工事現場への専任を要しないQ　なお.現場施工に着手する日については.許負
実的締結後.監督員とのfT合せにおいて定める.

21検査終了後の期間

検査完成後､検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を陰(8 )
事務手続後片付け等のみが残っている期間については.主任技術者又は監理
技術者の工事現場への専任を要しない｡なお.検査が終了したElは､発注者が
工事の完成を確認した旨､請負者に通知したEIとする.

120)その他

l)使用機械

低等音型､低振動型の建設機械の任用に努めること.

21測定機器の校正記号

工事で使用する測定格器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない｡
測定に先立ち使用する測定横器の損査済証(写し)又は校正記号(写し)を監督員に
提示すること｡

共通事項

l)配管途中､空所にはフランジ捷続箇所を設章し､取LJ外しを容易にする｡

21系統が分かるように､必要箇所(格技圭､ PS内等)に文字書き.矢印記入･バルブ札取付を行うb

31機器･モ菅･支持金物において､異種金属が捷Alする缶分には､絶簿処理を行う｡

41工事に使用するit技､車両等については,排出ガス対策型建設機械指定要領
に基づき指定された沸出ガス対策型建設機械を使用しなければならない｡
ただし､これによりさい場合は,監督鼻と協ますることができるものとする｡

5)屋外様器設茸基革のアンカーボルトは､構造体鉄筋よLJ取L)出す､
もしくはあと施工アンカ-工法の類とする｡使用7ンカーについては､
捷器仕様書､耐貢クラス等を確認すること｡また.王J稚器にあと施工アンカー
工法を採用する場合､ケミカルアンカ-を使用し施工すること｡

6)横器.配管の耐震措モ及び機器､ダクトの防長･清音については.篠準仕様書
､標準臥施工監理指針及び蓮華詮や耐某設計･施工指針に基づき十分考丘する｡

7)冷水及び冷温水菅の支持材には.合成樹脂載支持受けを使用する｡

8)屋外産出及び多湿箇所(トレンチビット等)の配管架台は､ SUS又はSS溶融亜鉛
メッキ仕上げとする｡

9)工事に使用する格技､車両等については､排出ガス対策型建設機械指定要領
に基づき指定された排出ガス対策型建設穂積を使用しなければならない.
ただし.これにより無い場合は､監督員と協議することができるものとする｡

工事種目

M　空調稚苗設備工事　　　　　　　　　　　　(21空調配管設備工手

13)ダクト設備工事　　　　　　　　　　　　　(41給水設備工事

は】油設肯工事

工事格誓

(1)空31機器設備工事

書蒜≡巳.Ea裏芸だ諸賢毒苧蓬鮎戸芳墨k票苧7李Fe毒孟k葉苧7kjFe茎,i){警/霊宝7一誌詣iする｡
各様器の捷入･毛付､試運転iFl並を含める｡
議場設書の既設パッケージエアコン湿度温度センサーは撤去し理湿度センサーを新設うえ.
エ7コン付属品として操作リモコンを新設する｡配線は既設を利用する｡
煙道の材JEはSUS304-3 2rnとする｡
且設煙道の解体の胃.保温材に7スベスト含有について調査(本工事)を行うこと｡

(2)空iFl配管設備工事

本工事は図示の如(各棟器廼L)の配管を坂主し､新設機器設tに伴い各配管を新設する.
屋上の配管架台等は頃詮架台をケレン塗装のうえ再利用する.

(3)ダクト設備工事

本工事は図示の如く各空気調和機に接続するBE設サプライチャンパーを撤去し､新設機器没書に伴い､
新設する｡消音内張りを施し.チャンバー本体には化も塗装を行う｡
3階空調思量のレタン消音チャン/(- (防音壁)はAC-Klの搬出､ AC-1の搬入のため
一時取外したうえで､ 48器設狂後に現状手島とする｡

(4I　給水設肯工事

本工事は図示の如く冷却塔補拾水､パッケージエ7コン加湿冶水管を撤去し､
新設横器設置に伴い各定管を新設する｡

151油設肯工事

本工事は図示の如く冷温水格更新に伴い茂設給油管を魚去し､給油菅を土間に埋設する｡
既設埋設醤油管は埋設故事とし.土間コンクリート内にてプラグ止めとする｡
新設給油管は返油管を設tするため､既設オイルサ-ツビスタンクに2OAタッビングを設定する改修を施す
臥管轄消防署への届出も含め本工事とする｡

次その他

･煙道改軌こおける既設保温材にアスベストが含まれいることが判明した場合は監督員と相談のうえ

適切に処理を施す｡ (別途工事)

･原則､境域圭以外の屋内に鞘しては土日､祝Elの作業となることを考慮し､工事計画をたてること｡

･中rpl期(1 0月1 8-1 1月30日)の施工とする. (詳細は協議によL)決定)

設　計　監　理　　　一枝建築士事務所童韓　三重県知事　ト1568

マ　ツ　ダ　設　計
514-OO64　三重県淫市長同町800-90
TEL 059-228-6590　FAX 059-228-6590

本庁舎内空調機･熱源機更新工事

機械設備工事特記仕様書1
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YSP規格品 

角管#手外面含む ��

50A150A 劍,u�8ｸｬy�H薰� 絹管#手F冷媒用 ��

▲J-r=-1=一一一----ー=~j- l保温厚(rnーl28130l 剪� 

可とう推手 ��

l冶水.消火.排水管l～150AI200A～l 剳ﾙ ��(ｸy]帝))(�撮� 

;A.詩≡lt-J=.> 剪� 

保温阜(一ll 劍+ｸ,ﾉ�ﾉ]冉｢� 

溝菅 ��剪�
保温材 �� 

鉛管1_5n以下 ��刄c 
.芳しソ 刄|ンプ 早 �� 

鋳鉄管 ��#3B�� 

電動株 幽耳.ﾘ��� 

冷凄鞍 �6�8ｪH4�8g鶉H6r� /-ツ 

耐火二月菅 斗t ��� 

床下一暗渠t='ツト内保温筒鉄線lポリエチレンフィルムL着色7ルミガラスクロス 刹�C ヨg和様 �� 

基準外径9.52rrw以下吊り間隔1.5巾以下¥液管,ガス管共吊L)の場合は �隍�偬�ｸ孳9ｹ59Eｦﾈ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ987H4(8ｸ8�ﾇ7W8ﾗﾉL(覃�2��� 

基準外径12.70M以J=剛閥2.0m以下兼菅の外径を基準とする. ��� 

(2)ダクト工事 ��凭(ｷ�82�冷却塔 ��肪振 冉��Xﾝ篷f��Y�Y'R� 

短形ダクト■亜鉛鉄板JISG3302tSCCC､SGCCAl老金付着718以上 ��#3CR�冕ｩ'R���
ダクト ��I59L"�JlS規格品 

ステンレスiR坂 幡ﾅ8ｴｸｦ儼��

自動制aI 俾�:��xﾎH5ﾈ5�8�� 

丸ダク ���� Jマ7r=pPEI � 

改訂日改訂記号改訂内容印設計.Et理一級建築士事務所登鐘=圭県知事1-1568管理建築士承認設 剌` ��ｹ�ﾒ�本庁舎内空調機ー熱源機更新工事2013No. 

ヽヽtt=Jl,三 剪�

一法埋菓± � 剞}面名 I機械設備工事特記仕様書2;喝JR 

TEL‥059-228-6590FAX=059-228-6590松田恭一l 



亀山幼稚園

亀山商工会館

l付近-図d



積器仕様(新設) 

記号 冖ﾈ��#i 俶Ivﾂ�電気容JE 剩�l 

t■ 偬�ﾒ�6I|ﾘ�｢�

RB-1 ��1基 ��34)/200Y/帥Hz 免��d��H馼ﾖﾂ�� 

灯油焚き 剪�

【特記仕様】 剪�

Cト1 凭(ｷ�82�1基 冉��X愡�B� 填��耳決屬�設aE士長所:屋上 

P-1 ��1 ��3¢200V �8d���� 

P-: ��1 ��34)200V ��Vｵ�� 

AC-1 ��1 ��3¢200V �� 

【特配仕様】 劍夊�7H�､�ﾍｴ��

禎器仕様【租去I 

配号 冖ﾈ��数i 俶Ivﾂ�電気零i 剩�l 

約-K1 ��1 ��3くわ200V ��2�4ｵd��標準基礎 

CT-Kl 凭(ｷ�82�1 ���.�zh尨ﾅ��3¢200V ��撮準基礎 

設書場所:屋上 

P-Kl ��ー ��3¢200V �3�ｷd��標準基礎 

P-kご ��1 ��3¢208V ��Vｷ�"�標準基礎 

AC-Kl ��1 傴���5�4�6xﾆ��3¢200V ��gE準基礎 

屋上(室外機) 

設　計･監JZ　　　一級建築士事務所登録　三重県知手　ト1568

マ　ツ　ダ　設　計
514-0064　三重県津市長同FT800-90
TEL 059-228-6598　FAX O59-228-6590

本庁舎内空調機･熱源機更新工事

図面名　空調設備

(新設) . (撤去)機器仕様



L模様圭棟i

改訂内容

配管系統図



改訂内容



⑥

改訂内容



【 决 � ��ﾆﾂ�� 梯��ｵ7BwT｢�

r � 鳴� 秒� 凵z//｢//｢ 禎����ﾄ��

ー｢LL~-T ll 凭L~~㌣~L一 二一 �2-D≡試 劔】 千 上 

】F ｣⊥ 凵z ��監査事務室 

rlEj頂亮志壷EV I 男子便所 劔劍抦檍ｶ8�ｹ��
I--.1F≡≡≡ヲ冒≡≡芋二二一 劔剩U��ﾔ｢�

日■ノ■ノl■/『1li【 1当∃起』∃∃トロ7 劔劍檠F��○ ��

金蔓呈 

湯沸圭Flf 1 劔剪�

…還-lDN �-tip" � ����

対不要芦己 處r�ﾏｸ,ﾘﾈｩhH-�(�4h����Rbﾖ�ｳRR�ｬyyﾘ�)$(ﾖ2�儖ｨﾆH肘nﾉ]ｨｸ靜4R�g"�ｶ8�ｩZ�?ﾂ���8醜ｺhｶ8檍ﾅﾂ�∵ 剞ｳ副議長室 

｢7iG,,;,I � ����� F】 ��

L=q=jiiiiiiiiiiiiiiiiiiii幸≡====≡≡≡≡==≡ 劔 ��ITIl � 

上76025,760 决】 5.76015.768喜 凵� ��
0設置を示す 

】40320/l 

①④④④S,⑥①④ 

｣三野面図　S=.,200 i

記号 凭)GﾙGｨｬx5H485��
瀬菅 �4ｸ5握r�

@ 鼎�"縒�¢25_4 

@ ����R纈�¢28.6 

(p ����偵��¢31.8 

(既設) 3階機械室　平面図　1/200

｢卜
09L■山　　　　　　　　09L L山

①　　　④　　　⑥

亘)　　(亘　　　④

冷媒配管サイズ

設　計　監　理　　　一級建築士事務所萱草　三重県知事1-1568

マ　ツ　ダ　設　計
514-0064　三重県津市長同町800-98
TEL 059-228-5590　FAX O53-228-65g8

本庁舎内空調機･熱源機更新工事

図面名　空調設備

3階平面図



llirlF]E 劔劍ﾖ8､��ｮ��(愡�H�ｨﾝy�ﾒ亥�ﾖﾂ�����

鳥Eg:Lt5;X;io#X王×5本臓`メ-力一品' 

l �� �� 殆"�l】】 ll】】 llll ｣｣｣｣ 95 〇十 ::::～:: 壁 ｣｣｣｣ ｢｢｢｢ l】】l l】】l l】ll ll【l lll ｣｣｣｣ l250E..350E250i 既設基礎寸法) 

…on二一::〒I ④一一｣+ 冤 l｢-ド ＼ �'鉗鉗鉗縱���x���8�x�8�7��sﾘ�r�ﾈ�ｦﾂ��ｸ耳ｮ簫ﾘﾘｸ�r��bｸ��ﾟ"�凵ｧ…千二 l__ トT L】 

iFrtL, ≡…≡買Ejj≡藍二 ･膜穴埋め- ⑨F~丁竺~⊥ ④-75.760冥∃ 劍ﾉ厭ｲ��ｵ�ｨ耳�ｵ�����)?�?�ﾒﾒﾙ�#ﾒﾘｹ�?�?���?�?��ご��｢�隧U6ﾂ�D貳ﾆﾆﾆﾂ�ﾃﾖﾇ��ﾆﾆﾆﾂ�ｳｲﾂﾉeH��ｺx���ﾅ3ｷT｢�vhｮﾂ����｢��ﾂ�定ﾟ��ﾆﾆﾂ������ﾂ�｢粐褻��自?｢��綴h��ﾂ�ﾔRﾒﾒﾒﾖﾄVﾂ�ﾒ����ｸｮﾊ5��ｲ�bｲ�x宙�宙+��

屋上既設AC一日室外機)撤去平面図1/200 

･聞一一∃-# ㌧㌢ …HKl】甘 &4i5,760去5.76忘扶配管叫 

･去/,勇,:5;毒U:,'記号芸登記書芸 

′′′′ F改設工事要領l◎….7¢25-4 

1_空調室外機.周辺配管､付属品の新設をおこなう.屋上平面図S-1/200⑧引5.9¢28-6 

l2_既設基削再利用のため防,k捕…す.F⑥-I.3.-8 劔剿ﾈ悠�ｸ�ｨ4ｸ5握vﾂ�ﾄr綿純R纖?｣#R絅R�

改訂日改訂記号改訂絹印設計.監!?一級gt;事務所%;,.=重県華三三:=6083監%T,8!202_8,_0",o忘……承認設計製囲図面至等≡≡源機更新工事:実,021.3.rO'M-9 



(撤去)屋上詳細図1/180 宙淤�ﾒ���8�ｨﾝy�ﾓ������

④④④ 5,7605,760 ��t8t2�R縱c�Rﾃsc��

【l【 ①1¶ー-I-千一▼--i-J 牝fﾂ�t8耳�ﾒﾒﾒﾒﾙ�rﾒﾒﾘ�爾�

EJrznpd_:≡_切l_L.<≡喜崇.(,a:!iv芸票pB-Dv.2,×2 免ﾂsv儿Ｙ��ﾂﾆ6ｵBﾒ�ｸ�3�ﾗ#sXﾆDd｢綺e�謦ﾅ�"�

E芋茎乱補給水管SGP-VAGV32×2 撤去工事要親 ≡E,僻主菜≡≡章薫萱妻纂施す. 豫u4u�一鳴�淤�ﾘﾔ磯iwi|ﾂ��9o�~(ｷ��鉄､�ﾜr踐樋｣ﾓｸ�ﾘﾘx.ﾘ+儿ﾘ.�+�,i$俯ｨﾅﾈ�ｮﾉj���運h��9�8ｮﾈ�������隧�9�H*ｳｸ蔕�.�+�,b��

(撤去)3階空調機皇詳細図1′100 宙淤�ﾒ�8､ｸｿ9+(ｴ���ｨﾝy�ﾖﾂ���

①④①④ 5,7605.760 ��t8t�t2�Rﾃsc�Rﾃsc��

千億千丁】嚢 �:)iｸ-ﾈt�ﾘﾘﾂ�x坪��fh��5ｳC���綸C�ﾔ�ﾂ��
lllGV28撤去×3H⊥∧√⊥-時-､ 

SAタクト 1100×300 撤去工事要議 俐�2ﾙ�ｸｴﾙ,ｨﾏｸ,ﾘﾈｩhH-�(�2粢6���没ﾄﾆ��5�ｸ靫磯iwi|ﾂ�

記号細配管サイズ一一空約､周辺配管､付属品の新設をおこなう. 

l冷媒配管サイズF2J木台撤去あとの床面は必引こ応じ補修すること⊃ ��8ｬx4ｸ5握s"陷ｹ�H,ﾙ�綺?ｨ+���ｾｹ�ﾈ,侘Y.�+x.�+�,b��
記号瀬菅トガス管[3.配管を触去した後は不要配管であつてもP止め処置を-ら ��Fﾃ"繆��#RﾓC2驃)Gﾘｬx,ﾉ$xﾈｩ^(�8,ﾙTｹwh,��+if�顏栄�/�邵+x+�,b��

G)lO15.9l¢25-414.施工時は屋内外床聖天井等仕上面に養生を施すこと○ �v�R纔��#ふcB韈ｸﾔ磯�,ﾘ夐>�､��}ｹ5h鯖9俶D｣ﾙlｨ,冽ｹ�h/�邵+x+�,b���-����偵���3�繧�b����

改訂日改訂記号鮒内容印ぎ設計.監旨~旗Bt;事務所音量県議1-1568計≡≡≡≡≡承認設計型図図面至芸器機欄更新工事年月日"0■M-,0 

I甘=03喜書_?完莞 俎)>ｨﾗ�ﾖﾖ�ﾃふ�#�"ﾓヲﾓ�cS��$�X葈ｵｨﾇﾃH��謦��i�ﾒ停�5�ｸ笘ｴ�ｮﾘ覈vﾈ手悊�



(撤去)機械室棟　詳細図　1/100 (改設)機械室棟　詳細図　1/100

撤去-｣Kl周り配管･付属品

FJ1501SUS).CV150.EH150×2

不要冷ま水配管七去(機械室内I

搬去P-K2月LJtE曹･付属品

FJ2081SUSJ, CV200, EN200

不要冷却水配管瀬去(格技室内l

冷却水管SGP ��

25AGV25×4 

20ANV20 

1　枚境室内､の空軍熱費積送･配管の地主処分をおこなう｡

2　埋設配管は現状維持とする｡

3　配管を坂主した故は不要配管であってもP止め処iLを鹿す8

4　既設不要基礎はk去し土間補修を施す｡

等篭/`洲 l 
｣=:二二｣ 二 卜Å 傲ﾒ�i 劔冩ｹ�ｸ,ﾘﾋｸ�9_ｦ､R�

辛 ��/哩 
5tI �� 滅ｹ?��｢■ 1｣ ��

Tf7= 

E㊤㊤＼: 

改設P-1周LJ配管･付JZ品

FJIOOtj　ム) ×2,CVIOO.8YIOOx2

ト　L'ン配管

改設FL2周LJ配管･付属品

FJIOO(3'▲) ×2.CVIOO,BV川0

ト●レン配管

冷却水管SGP ��

油菅SGPL黒) ��

1　壕捷呈内､の空31熱源機器･配管の新設をおこなう｡

2　埋設配管は現状維持とする｡

3　新設基竜は面取りを施し､既設利用晋分は補修する｡

4　既設不要基礎は鞭去し土間補修を鹿す｡

5　機器廻り計器類は公共工事標準図による

6　油配管継手は蕃接とする｡

･.宇土=L3---:lpi≡ 既捌棚細＼ 劍��ｦﾉ:｢�ﾂ�鮑��薰�ﾂ�幸亮2tOaxB6"R) 

l一三::-_｣ 几≡ 頂ｺ��8�ﾃ�в�=��剩r水31 埋没 

∃麺 巴�｢�6x�ﾈ*�,ﾘﾚ��"ﾂ�

l 空讃同種圭 L � ��ll Jl ._.～ 
a 

杏 �"�2�gq 二割 汎苗#����d｣#����

煙道改設図　1/108　　i

※煙道にはt　ぱい建頚度測定口を2か所以上設けること｡

設　計　監　理　　　一級建築士事務所萱草　三重県知手1-1568

マ　ツ　ダ　設　計
514-0064　三重県津市長同町800-90
TEL O5g　223一6590　FAX O591228-6590

本庁舎内空調機･熱源機更新工事

図面名　空調設備

穫械棟　詳細図



項目 �<�ｴﾈ馼ﾘ��･c�靫磯h･Iwb�

･完成書類 検査時の電源確保 ��電気設備工事 

(1)電気設備 

m建物七要 劔�� 

】 倡ｸﾔ���ﾈ��

項目 �<�ｴﾈ馼ﾘ�� � ��

1.施工基準 2.-般事項 ･提出書類 ･施工計画等 ･工事使用材料等 ��

とする. 

r電気設肯工事監理指針平成22年鹿｣′ 勍特定管理 �� 

産業廃棄物 ��可とうモ巌管 

･諸手続 ��フロアダクト 

各付属品 

･消防提出書類 ･既設との取合い ��ケ-プル圧著等子 

ものとする, ��

芋負者は､別紙工事書類-生麦に掲げる書類を必要に応じて善宜.監督員に提出するものとする. また､-隻に掲げられていない書類であつても監督員の指示により提出するものとする.工事書類 勍養生 ･援設設備の調査 �.�+�,b�� 

〔;主記〕 ｢ 

･製品確認 3.耐票基準 ��

事耐震安全性の分類 

主要嶺器､重量積器､3Kg超過吊器具等についてはBl定方法､吊方法等の詳細図を作成し充 剪�

なお､これらの書類の作成に際し､施工上密接に関連する工事との納まり等について十分横討す 劔 

ること. l 劔 

V.工事種目 

工事種目工事種別 
!屋内F屋外(屋上) 

Af^ti芸7:bifr88=*t7=rj芸T<bShiii芸芸警使用に努め'みえ.グリ-ンl 】 剴d気設備-式t-式 r l l l】 

改訂日改訂記号改訂内容印設計. 劍ｬIyﾘ耳曁ﾉｩ'ｨ齎駟k��6��｣ﾘ�ﾊy&ﾘ馼6s�Sc握yyﾘﾉｩ'ｨ齎�9Di�ﾒ�剏v製図No 

､ヽ～-n壬E]エp 

-■ー『■- 剪ﾙ�ｩ��揄7��剞}面名 

.甘=03宣言-2f8害荒㌘PA苧:mop,8-0202-89-06590諾芸等芸ご電気設備工事特記仕様書)編尺 



改修後ll 劔冤 l 免ﾂ�X��ﾌ緬9)Zb�弍��ﾖﾆﾂ��｢���播b�ﾂ粐ｲ�兔ﾉZb�

①! 

①N- 0 0 @ ㊨ 鳴�劔 潰鉅���ﾔﾂﾒ簫ﾒﾒﾘ耳耳耳蒔"ﾒﾒ�剪�潰�����鉗����ｲ���

_/_/-+-= 刧�" 旧】 ① 湯沸?,"_.,1 劔__/I一一---一丁一一 
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l lcv5ー5.一.… 劔鳴�

l 免ﾂ�

i 剴瀦ｦ呈√ 剩X��"&ﾆﾂ"�ﾂ�ﾂ�1ー'｣｢~~ lpT22.E...(5"I :cv.22.E.4.鰍と 劔∈Ⅲll川 i 冤 I 

二 �B�ﾙ_9$"�劔剿総cl ①』 劔傍聴者8t- i 刮v≡喜 
FDN 

1不二. 管理者達呈 劔茸P __I_｣ 亶ﾈ�������剪�

ll ll __ー竺___⊥ ��A5,76015,76015.7601 0①①① 

lt3u-1)既設】 

転読H lJ 儘ｸ爾�I 剪�
1;二;≡≡≡≡≡≡芸警……､(…≡ -コ 剴｣8��5u｢�7cR絣簽D2�6ﾆﾄ��ｸ俉ﾙfﾙe綴Sﾓ�ｧ闔｢ﾙ?��u2ﾓ�xﾚ����ﾂ�ﾂ���兀Уﾄ#2ﾃC���ﾈ･��/�9�����ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾂ�����CVT22°E14○ 〒~仁一1 225′125A l】 ｣__｣ tS-2ー新設 屋外設置､防水型 

- 

】 l ��冤 l 槌ﾂ�db� 
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