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仕様書および図面

業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構 関西センター（以下「発注
者」）が実施する「JICA 関西 低層階ファンコイルユニット更新工事（仮称）
設計・監理業務」に関する業務の内容を示す。本件受注者は、本業務仕様書及
び「独立行政法人 国際協力機構（JICA）建物等 設計・工事監理業務委託実施
要領」（以下、実施要領）に基づき本件業務を実施する。
１．業務名称 JICA 関西

低層階ファンコイルユニット更新工事に係る

設計・監理業務
２．業務の実施期間（予定）
(1)設計業務
2019 年 10 月末から 2019 年 12 月下旬
(2)発注支援業務
2020 年 1 月上旬から 2020 年 2 月下旬
(3)工事監理業務
2020 年 3 月上旬から 2020 年 3 月下旬
※外務省より 2019 年度補助金交付決定の 2020 年度への繰越が承認された場合
には本契約の終了時期を 2021 年 3 月下旬まで延長する予定。
３．施設概要
（1）対象建物
（2）工事場所
（3）対象設備
（4）敷地面積
（5）建物概要

関西センター
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 5-2
空調設備
5,800.00 ㎡
下表による。（●印は工事の対象となる棟を示す）
表

建物概要

建物名

関西センター

俊後年

2001

建築面積㎡

2,683.77

延床面積㎡

9,668.22

構造

鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

規模

地上 13 階
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下表による。（●印は工事の対象となる設備を示す）
表 設備概要

冷房用熱源設備
（地域冷暖房利用）

●共用部冷房用空調設備
①エアハンドリングユニット【6 台・電気】

暖房用熱源設備
（地域冷暖房利用）

高圧受電

●共用部暖房用設備

非常用発電機設備

①エアハンドリングユニット【6 台・電気】（1

ディーゼルエンジン（200kVA）

（1 台はパッシブソーラー（※現在は停止中）） 台はパッシブソーラー（※現在は停止中））
②●ファンコイルユニット【152 台・電気】

②●ファンコイルユニット【152 台・電気】

1 階から 4 階の 123 台を対象とする。

1 階から 4 階の 123 台を対象とする。

③パッケージエアコン【1 組・電気】

③パッケージエアコン【1 組・電気】（仮眠室）

（仮眠室）

受変電設備

オイルサービスタンク（軽油
600L）

④マルチパッケージエアコン【2 組・電気】

④マルチパッケージエアコン【2 組・電気】

（中央管理室・フロント事務室）

（中央管理室・フロント事務室）

宿泊室冷房用空調機

宿泊室暖房用空調設備

給水設備
受水槽【30m3】＋ポンプ＋高置

ファンコイルユニット【100 台・電気】

ファンコイルユニット【100 台・電気】
水槽【6m3】

共用部給湯設備
①温水ボイラー 【中央給湯方式・都市ガス】
②パッシブソーラー（※現在は停止中）

宿泊室給湯設備

排水設備

①温水ボイラー
【中央給湯方式・都市ガス】
下水道利用

【中央給湯方式・太陽熱利用】
③電気温水器 【局所給湯方式・電気】

②パッシブソーラー（※現在は停止中）
【中央給湯方式・太陽熱】

ガス設備

消火設備

排煙設備
機械排煙（図書資料室）

都市ガス

屋内消火栓・連結送水・スプリンクラー
自然排煙

水槽類

中央監視設備

エレベータ設備

①受水槽【30m3・市水用・FRP 製】
②高置水槽【6m3・市水用・FRP 製】
③貯湯槽【2.2m3×2 台・給湯用・ステンレス製】
④太陽熱集熱槽

3 台（ロープ式 2 台・ダムウェ
中央監視装置（BAS）

【3.2m3・給湯用・ステンレス製 ※現在停止中】

ータ 1 台）

⑤雨水槽【10m3・雨水用・ピット】
⑥中水槽
【20m3・便所洗浄水用（雨水処理水）・ピット】
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４．工事概要
(1)工事件名
JICA 関西 低層階ファンコイルユニット更新工事
(2)工期
2020 年 3 月上旬から 2021 年 3 月下旬
(3)工事内容
本施設の空調機器（ファンコイルユニット）について、設置より 18 年が経
過しており、一般的な耐用年数（20 年程度）を考慮し早期の更新が必要であ
る。故障時には各室の冷暖房が停止し、特に夏期・冬期では施設運用に大きな
影響が生じるため、予防保全を考慮しての更新が重要となる。
本工事にて対象とする 1-4 階の各室（主に事務室・会議室・食堂・図書資料
室・展示室・廊下）ではファンコイルユニット（天井設置型）が設置されてい
るが、各室を一斉に休止することは困難であるため、各室を分割して順次休止
とし、居ながら工事（夜間工事または土日工事）を行う必要がある。
上記の問題を考慮し、具体的には以下の工事条件および工事内容を設定し、
工事を実施するものとする（参考図：別紙 1 工事概略図）。
［工事内容］
1) 1 階から 4 階各室のファンコイルユニットの撤去・新設
・ファンコイルユニットの撤去・新設
（1 階 54 台・2 階 29 台・3 階 20 台・4 階 20 台）
※熱負荷・風量・静圧計算を改めて実施し、新設の機器能力・型式および
ダクトサイズ・ダクト経路の見直しを行う（1 階事務室・所長室などで暑
い・寒いとの意見が挙がっている） 。
※点検口が不足している場合は増設する（1 階図書資料室などで点検が行い
にくいとの意見が挙がっている）。
※冷温水管は原則として既設利用とするが、機器廻りの冷温水管など必要に
応じて更新とする。また今後の維持管理を考慮し、必要に応じて冷温水管
の系統別にバルブの新設を適宜行うこと。
※ドレン管は既設利用とするが、必要に応じて更新とする。
2)電気設備工事
・1）に伴う電気設備工事(電源設備等)
※機器の電源配線は既設利用とするが、必要に応じて更新とする。
3)自動制御設備工事
・1）に伴う自動制御設備工事
※機器の個別リモコン・中央監視に関する制御線は既設利用とするが、必要
に応じて更新とする。
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（4）添付資料
「別紙 1 工事概略図」による。
５．業務内容
設計業務、発注支援業務、及び工事監理業務の内容は、下記 5.1、5.2 及び
5.3 によるほか「実施要領」による。
5.1 設計業務
(1)基本業務
基本業務とは、発注者の要望、現行システム、設備機器の状況、搬入・
搬出経路、工事実施可能期間等をヒアリング及び現地調査等により正確に
把握し、イニシャルコスト、ランニングコストを念頭に最適な方法で設
計・提案するための業務とし、業務内容の詳細は下記による。
(2)更新工事の検討・計画
①発注者との打合せ
②関係者からの情報収集・ヒアリング
③現場実態調査
(3)図面等の作成
①実施設計図の作成(各設備工事、付帯工事が発生する場合は必要図面
を作成する。工事発注範囲が変更になった場合にはその旨反映する。)
②概略工程表の作成(予め限定された工事期間と区分がある場合は反
映する。)
③特記仕様書の作成(公共建築改修工事標準仕様書：最新版を準用)
④積算数量調書の作成（工事発注範囲が変更になった場合にはその旨
反映する。)
⑤工事費内訳明細書の作成（工事発注範囲が変更になった場合にはそ
の旨反映する。)
⑥建築基準法及び関係法令等を遵守した設計図書の作成と、関係行政
庁等への事前協議
⑦既存設備等の廃棄・撤去範囲の指定及び撤去計画の策定
(4) 設計意図を施工請負者（以下、請負者）に正確に伝えるための業務（工
事施工段階で実施）
①対象工事の請負者に対する必要な指示、承諾又は協議の処理
②図面等の作成及び請負者への交付
(5)留意事項
①工事実施期間中も施設は利用されるため、各室を分割して順次休止と
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し、居ながら工事（夜間工事または土日工事）により停止範囲および
期間が最小限となるように工事を計画する。仮設設備の設置（空調設
備停止に伴う仮設冷房および暖房の設置）を行う場合は本工事に含む
ものとする。
②設備機器の電源は、既設分電盤より分岐する事とし、電気容量の確認
を行う。また、中央監視設備にて現状の運転状況確認（運転状態の監
視、警報の受信）を行い、適切な運転制御が行われていない場合は別
途協議とする。
③次の各項について、設計図書（特記仕様書等）に明記する。
ｱ) 壁や床に、はつり工事等を行う場合には、埋設物調査を行い、事
前に埋設物がない事を確かめてから工事を行う事とする。
ｲ) 騒音、振動、粉じん等の発生が予想される作業は、事前に工事担
当職員と協議の上業務に支障がない時間帯に行うこと（工程表に
反映すること）。その際は騒音規制法及び振動規制法を遵守するこ
と。
ｳ) 総合調整は、総合運転試験、風量調節、室内外空気の温湿度の測
定、室内気流及びじんあいの測定、騒音の確認を行う。
ｴ) 更新機器の耐震措置を十分に行う（「参考 1 耐震に係る仕様」に
よる）。
ｵ) 機器はメンテナンスが可能な位置に設置する。
ｶ) 壁に大きな開口を設ける場合は、開口補強内容を記載する。
ｷ) 機器や部材の選定の際には環境に配慮したものを選定する。また
運用の際に省エネ効果の高いものとする。
④現場事務所は屋外、マイクロバス車庫、客室等に仮設すること。
⑤別件として「JICA 関西シーリング打替工事」
（2019 年 8 月～2020 年 2
月予定）が同時期に進行するため、工事時期が重なる場合は適宜調整
を行うものとする。
⑥本工事範囲については概略であり、図面および現地の確認、工事予算
額と積算額の比較の上で詳細に決定すること。
（6）添付資料
参考 1 「耐震に係る仕様」
5.2 発注支援業務
①工事入札に係る現場説明会への立会(発注者側として同席し技術的観
点からの説明を行う)
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②質問回答書案作成(入札説明書及び現場説明会における説明事項に対
して入札参予定者から提出された質問書に対し、技術的観点から回答
書案を作成する)
③低入札価格調書実施支援(発注者が定める調査基準価格を下回る入札
がなされた場合、当該入札によって契約内容に適合した履行がなされ
るかについて、入札者に対する必要な項目の調査を技術的観点から行
う)
④その他入札会への技術的支援等
⑤工事施工者の選定及び契約方式の決定に協力し、工事施工者が提出し
た工事費内訳明細書の内容をチェックすることで、適正価格であるか
を精査する。
5.3 工事監理業務
業務内容の詳細は下記による。
(1) 請負者が提出する施工図及び納入図等を設計図書と照合・確認のうえ承
諾する 業務（変更・是正指示業務を含む）
①施工図及び納入図等の調査・検討
②材料の調査・検査
③積算書の検証
(2) 材料・製品（工場特注材料・特注機器含む）の確認及び報告
①特注品の製造が設計図書及び請負契約に合致しているかの確認
②提出が必要な見本品の指示および承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理・立会い及び工事の確認・報告
①工事の立会い及び作業工程の管理
②工事が設計図書及び請負契約書に合致しているかの確認
③工事完了検査及び契約条件が遂行されたかの確認
④工事関連諸機関等との折衝・調整及び発注者への協力
(4) 設計変更時における設計図書及び工事積算書の作成（設計変更の必要が
生じた場合、発注者の指示に従った設計図書及び工事積算書の作成を行う）
(5) 発注者への報告及び必要な事項に関する協力（工事内容の変更、一時中
止、取止め等の必要があると認められる場合、当該措置を必要とする理由
を発注者へ報告し、また、その他必要と認める事項に関して速やかに協力
する）
(6) 工事監理業務完了手続き
①契約成果物の引渡し立会い
②業務完了通知書の提出
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(7) その他業務
①完成検査に対する立会い
６．貸与品
関連する設計図書一式
７．その他与条件
設計・施工条件は下記による。
(1) 本工事は施設利用中の工事（居ながら工事）であるため、施設利用者等
の安全に十分配慮すること。また、作業の振動・騒音、作業員・資材・建
設機器等の動線などに留意し、施設利用に支障が生じないよう十分に配慮
する。
(2) 実施工程表については、
「参考 2
議の上作成すること。

工事予定表」を参考とし、発注者と協

８．管理技術者(業務責任者)の配置
「実施要領」5.1 管理技術者等の配置と資格を適用する。
管理技術者は 1 名を配置し非常駐とする。
９．管理技術者（業務責任者）の資格
「実施要領」5.1 管理技術者等の配置と資格を適用する。
管理技術者は設備設計一級建築士又は建築設備士とする。
１０．主任技術者及び担当技術者
「実施要領」5.1 管理技術者等の配置と資格を適用する。
下記の部門にて主任技術者および担当技術者を 1 名ずつ配置する。主任技術
者は担当技術者を兼務してもよい。
・機械設備担当
１１．主任技術者及び担当技術者の資格
「実施要領」5.1 管理技術者等の配置と資格を適用する。
主任技術者（機械設備担当）は建築設備士、一級管工事施工管理技士又は技
術士（衛生工学部門、建設部門に係る者に限る）とする。
１２．成果物
「実施要領」2.4.1 提出図書の種類部数による。
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(1)設計業務完了時
①業務完了届 1 部
②設計図書(実施設計図、計算書等)
白図製本 1 部（見開き A3 版）
電子データ(CD-R)1 枚(PDF 及び DWG 形式)
③特記仕様書
白図製本(設計図に合本して製本する)
電子データ(CD-R)1 枚(PDF 及び DWG 形式)
④概略工事工程表 1 部(A3 版)
⑤積算数量調書 1 部(A4 版)
電子データ(CD-R)1 枚(PDF もしくは EXCEL 形式)
⑥工事費内訳明細書 1 部(A4 版)
見積書、見積比較検討資料、採用単価表を含む
電子データ(CDR)1 枚(PDF もしくは EXCEL 形式)
(2)発注支援業務完了時
①業務完了届 1 部
②発注支援業務報告書 1 部(A4 版)
発注支援業務報告書には 4.2 発注支援業務の項目について記載する。
(3)工事監理業務完了時
①業務完了届 1 部
②工事監理報告書 1 部(A4 版)
工事監理報告書(日報・月報)を作成し提出する。
当該月の報告書を翌月に、工事請負者が作成する工事報告書と併せて
提出する。なお、工事監理報告書には以下の項目を記載する。
ⅰ)工事監理作業の報告
工事の進捗、打ち合わせ記録簿、各種会議開催状況、各種届
出書、設
計変更事項、場内立会い検査を含む
ⅱ)機器承諾図の進捗管理
ⅲ)施工図の進捗管理
ⅳ)施工計画書の進捗管理
別紙１ 工事概略図
参考 1 耐震に係る仕様
参考 2 工事予定表
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