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１．一般事項 
１）業務概要：受注者は加古川市教育委員会が作成した本仕様書及び添付図面（以下、本書）をもと

に市立小中学校の教室に空調設備を設置する工事（付帯工事を含む）の実施設計を行

い、設計図書を作成する。その後、受注者は本書及び設計図書に基づき、現場施工を

行い、空調設備を使用可能な状態にした上で、それを発注者に賃貸するものとする。 

２）名  称：加古川市立小中学校空調設備導入事業 

３）場  所：加古川市加古川町木村 222 番地の 3 外 

４）期  間：（設置工事）着工の日から平成 32 年 6 月 30 日までとする。 

（賃貸借）平成 32 年 7 月 1 日から平成 45 年 6 月 30 日までとする。（13 年間） 

５）工事範囲：本書に示す範囲とする。 

６）設計仕様：後記「設計仕様」による。 

７）工事仕様：本書及び受注者が作成した設計図書に記載する事項の他、関係法令、条例、規則、要

綱を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本事業の要求仕様と照らし適宜

参考とすること。また、関係法令、条例、規則、要綱、基準、指針等は全て最新版を

参考とすることとし、設置工事期間中に改定等があった場合については市担当係員（以

下、係員）との協議による。 

・学校環境衛生基準［文部科学省］ 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）［国土交通省］ 

・建築工事標準図［国土交通省］ 

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）［国土交通省］ 

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）［国土交通省］ 

・建築設備設計基準［国土交通省］ 

・建築設備耐震設計・施工指針［独立行政法人建築研究所監修］ 

・官庁施設の総合耐震計画基準［国土交通省］ 

・建築工事監理指針［国土交通省］ 

・電気設備工事監理指針［国土交通省］ 

・機械設備工事監理指針［国土交通省］ 

・建築保全業務共通仕様書［国土交通省］ 

・工事写真の撮り方（建築編、建築設備工事編）［国土交通省監修］ 

・内線規程［社団法人 日本電気協会］ 

・高圧受電設備規程［社団法人 日本電気協会］ 

・高調波抑制対策技術指針［社団法人 日本電気協会］ 

・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針［環境省］ 

・建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル［環境省］ 

 

２．費用負担 
  １）発注者負担：空調設備に必要な電気、ガス等の光熱水費 

：工事、試運転、総合調整及び完成検査に必要な電気ガス等の光熱水費 

  ２）受注者負担：空調設備工事に関する申請に要する費用 

         ：受注者が発注者に賃貸する空調設備の瑕疵に対応するために必要な費用 

 

３．事業の基本的な考え方 

１）快適な室内環境の実現 

児童・生徒が快適に学習できる室内環境を提供するとともに、空調設備の運用においては、使

いやすさに十分な配慮をすること。主な燃料にガスを使用するなど、デマンド等のエネルギー

コスト抑制に起因する稼働制限の発生を回避すること。 

２）安全性の確保 

空調設備の設置にあたっては、学校運営に支障をきたさない計画とし、児童・生徒の安全性の

確保に十分な配慮をすること。 
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３）経済的な設備導入と維持管理 

空調設備にかかる初期費用（イニシャルコスト）および維持管理費用（ランニングコスト）に

ついては、適切な性能を維持しながら、その縮減が十分に図れるよう検討すること。 

４）環境への配慮 

地球温暖化防止などの環境共生に資する取り組みや、学校教育環境、周辺地域環境（景観も含

む）に対する影響を十分に検討すること。 

５）変化への配慮 

将来の学校改修や空調設備の移設等に備え、ゆとりや柔軟性、汎用性等の確保に努めること。 

６）地域への貢献 

市内に本店を有する事業者（以下「市内事業者」とする。）を活用する等、地域経済の活性化に

貢献する。 

 

４．実施設計及び現場施工上の遵守事項 
  １）空調設備の設置に伴う、配管、配線、防護柵の取付、機器の設置、受変電設備の容量アップ、

既設構造物・配管の移設、空調設備の試運転・総合調整、学校への空調設備の取り扱い説明、

空調設備の初期設定、所轄官公庁などへの届出、電気主任技術者の立ち会い、空調ガス設備工

事など空調設備設置に関連する全ての経費は契約金額（賃貸借料）に含まれるものとする。 

  ２）入札に際し、敷地及び周辺を十分に調査のうえ応札すること。 

  ３）本工事の施工に当たっては、係員及び学校担当者と相互に協議するものとし、工事全体の円滑

な施工に努めなければならない。特に設計及び工程の連絡打ち合わせなどは常に協力的に対処

しなければならない。 

  ４）再利用可能な材料・構造・工法等を採用することにより、廃材の縮減、コストの削減、工期の

短縮等に努めること。 

  ５）受注者は、工事の施工に際して、関係法令を遵守し、特に建設廃棄物等の管理体制を整備のう

え、廃棄物の発生から処分に至る状況を常に把握して、適正処理の確保を図ること。 

  ６）受注者は、工事の着手に際し、事前に仮設計画書並びに施工計画書、実施工程表、施工図、承

諾図その他係員の指示するものを提出し、係員の承諾を得ること。また、工事の伴う関係法令

の届出等の手続きは受注者において遅滞なく行うこと。 

  ７）各設計図、仕様書等に明記なくとも、構造上、工法上、使用勝手上、施工上当然必要と思われ

るものについては、係員と協議の上、これを施工すること。 

  ８）工事内容、既設設備を充分に把握の上仮設対応等を行い学校運営に支障が無いよう施工するこ

と。 

  ９）工事車両の駐車位置、及びバッカン置場は、協議の上決定するものとし、状況によりカラーコ

ーン等で区画すること。資材搬入等で各棟の搬入口付近まで車両を乗り入れる場合は事前に協

議を行うこと。 

 １０）設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関等が発行す

る資料等の写しを係員に提出して、承諾を受ける。なお、標準仕様書に規定される製作図、試

験成績表等を含む。 

 １１）受注者は、工事の着手までに、自治会、近隣住民等に対しても同様の対策を講ずること。 

 １２）作業時間については、関係者と十分協議したうえで作業すること。 

 １３）受注者は、工事期間中、通行人、近隣住民、近隣建物への安全対策に十分配慮し、傷害、損害

のないよう万全の処置をとること。万一、本工事により第三者に損害等を与えた場合は、受注

者の責任において対処するものとする。このため工事着手前後に近隣家屋、構造物等の現況調

査（敷地内部、近隣の建物、公道、側溝等を日付入りで写真撮影等）を十分行い、後日トラブ

ルのおこらないよう配慮すること。受注者は、第三者に対する損害を賠償するため、請負業者

賠償責任保険に加入すること。 

 １４）受注者は、工事で使用する重機等は、低騒音型、低振動型を使用する等騒音防止に努めること。

また、粉塵対策として散水等を行い粉塵汚染防止に十分配慮すること。なお、万一、騒音、粉

塵等により第三者に損害等を与えた場合は、受注者の責任において対処するものとする。 
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 １５）工事現場内は常に整理清掃を行い、また、仮囲い等で現場を囲い、事故発生防止に努めるとと

もに、場外に資材等が飛散しないよう十分養生を行うこと。 

 １６）工事中に使用する危険物等は現場内に保管しないこと。保管が必要な場合は係員の承諾を得て、

厳重に保管できるよう対策を行い、盗難防止に努めること。 

 １７）工事に伴う建設廃棄物及び建設発生土は、最終処分地（埋立処分地）への搬出を最小限にとど

め、建設発生土の他事業への流用、建設廃棄物の分別化を行い、再資源化施設への搬出を原則

とし、再資源利用の促進を図ること。なお、処理にあたっては、事前に「建設廃棄物等処理計

画書」に関係書類（委託業者との建設廃棄物処理委託契約書、建設廃棄物収集・運搬業許可書、

建設廃棄物中間・埋立許可書等の写し、運搬経路、処分地の位置等）を添付し提出して承諾を

得ること。また、処理計画書で定めた内容を変更しようとする時は、「同変更処理計画書」を速

やかに提出し、承諾を得ること。工事完成時には、「同報告書」に関係書類（照合確認したマニ

フェストの写し及びその集計表）を添付し提出すること。 

 １８）既設機器撤去が必要な場合は、撤去前にフロン回収工程管理票を提出し、適正にフロンを回収

すること。(マニフェスト提出のこと) 

 １９）場内で残材を焼却することは、厳禁する。 

 ２０）今回設置する室外機から発生する運転音が騒音規制法の規制基準を満足することを設置前後に

確認すること。万一、規制基準を満足しない場合は、発注者と協議すること。 

 ２１）今回設置する室外機から発生する運転音が学校環境衛生基準（文科省告示第 60 号）で定める騒

音レベル以下であることを設置前後に確認すること。万一、基準値を満足しない場合は、発注

者と協議すること。 

 ２２）空調設備の設置工事中の火災保険については、受注者の責任で処理すること。 

 ２３）今回設置する空調設備については、新品のものを設置すること。 

 ２４）工事が完了したときは、発注者が完成検査を行う。完成検査に合格しないときは、直ちに、手

直し、補強又は再設置等の措置を講じること。なお空調設備の引き渡しについては、完成検査

の合格後に行う。 

 ２５）完成引継ぎの際は各種予備品、鍵類、取扱説明書、備品等一式を整理し、施設管理者に取扱説

明を行うこと。 

 ２６）空調設備設置に際して、児童・生徒・職員の安全に十分配慮するとともに、日常の学校生活に

支障をきたさぬよう、係員及び学校担当者の指示に従うこと。 

 ２７）空調設備設置前に係員及び学校担当者と室内機、室外機の設置場所・資材置き場・設置スケジ

ュール・安全対策・学校行事予定・使用トイレ・鍵の管理・近隣対策について十分打ち合わせ

ること。 

 ２８）日常の作業実施に当たっては、学校担当者に開始、終了の報告をすること。 

 ２９）工事着手後は 1 週間毎に、係員及び学校担当者に週間工程表と工事進捗状況報告書（施工写真

共）を提出すること。 

 ３０）学校休業日の作業については事前に係員及び学校担当者と協議の上、実施すること。その際、

警備会社に連絡を取り、保守業務及び機械警備の解除について協議すること。なお経費は受注

者負担とする。 

 ３１）工事期間中は工事関係者以外が作業エリアに進入出来ないように対策すること。 

 ３２）室内工事の実施工程については階毎の工事の標準とする。 

 ３３）躯体スラブへのアンカーボルトの設置等、大きな作業音が発生する工事については休日等、授

業に支障をきたさない時間に行うこと。 

 ３４）実施設計・現場施工に際して、仮設設備が救助袋等緊急避難設備の障害にならないことを確認

すること。 

 ３５）既存構造物の形状変更は必要最低限に止めること。 

 ３６）既存設備等の保守・点検の障害にならないよう実施設計・現場施工すること。 

 ３７）今回工事の空調設備、配管が校章などの景観上の障害にならないように配慮すること。 

 ３８）校庭に重機等工事車両を乗り入れる場合は十分な養生を実施すること。 

 ３９）設置期間中に発生した既存構造物・設備などの汚れ及び破損・物損は受注者の責任において原
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状復旧すること。 

 ４０）外壁部にアンカー等を打設する場合は、防水のためアンカー孔及びアンカー廻りにコーキング

（変性シリコン）を行うこと。また、配管支持金物等の廻りも同様に行うこと。 

 ４１）外部仮設足場は枠組み本足場（手すり先行工法）を使用し、手すり・中さん・幅木を設置し、

メッシュシート等で養生すること。 

 ４２）空調電気設備工事を施工する場合、危険がある場合は学校の業務に支障をきたさない様に停電

作業を原則とする。 

 ４３）変圧器取替等、受変電設備に関する工事をする場合は、電気主任技術者の立ち会いのもとに行

うものとする。電気主任技術者の立ち会い費用は、受注者の負担とする。 

 ４４）受変電設備の改修に起因して、賃貸借期間中に学校施設内にトラブルが発生した場合修理に係

る費用及び原因究明に係る費用を受注者が負担するものとする。また、回復後、原因及び是正

内容などを記した報告書を係員及び学校へ提出すること。 

 ４５）その他、疑義のある場合は、事前に係員の指示を受けること。 

 ４６）今後の外壁改修、内部改修の際に機器、配管の取り外しが最低限となるように計画・施工する

こと。 

 

５．空調設置予定箇所について 
  原則として地上置きとし、各校舎廊下側に、可能な限り分散させずに配置すること。ただし、既

設障害物、メンテナンススペース、冷媒配管延長などを考慮のうえ、設置が困難である場合はこの

限りではない。 

 

６．設計に関する一般事項 
１）設計に際し、貸与する基準、既設建物図面等は設計完了時に返却すること。 

２）作成した資料、データ等の著作権は加古川市に移すものとする。 

３）実施設計完了後、係員及び学校担当者に設計図書の承認を得た上で、実施設計図面に基づく現

場施工に取り掛かること。 

４）既設建物図面等を参考にして、現況施設を調査する。必要に応じて、地盤の試掘調査を行うこ

と。 

５）作成する主な実施設計図面は以下の通りとする。 

・表紙・図面リスト 

・全体配置図 

・機器表 

・系統図 

・各階平面図 

・平面詳細図 

・室外機周り詳細図 

・立面図 

・建具改修詳細図 

・部分詳細図 

・電気設備図 

・その他施工上必要な図面 

６）設計図書（実施設計完了時に発注者に提出する図書） 

・実施設計図面（A3 二つ折り製本 4 部、CAD データ。データ提出の際、JW-CAD で読み込み

可能な状態とする。） 

・電圧降下計算書、負荷容量計算書 

・その他計算書 

・打合せ議事録 
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７．設計仕様 

１）設計概要 

市立小中学校の普通教室等に空調（冷暖房、換気）設備を導入するための工事一式の設計であ

る。 

２）使用機器・材料 

ア．使用機器メーカーは加古川市メーカーリストによるものとし、これに記載されていないメー

カーを採用する場合は係員との協議による。 

イ．ケーブル及び電線はエコ仕様とする。 

ウ．屋外支持金物はＳＵＳ製とする。 

エ．その他、使用材料は下記のとおりとする。 

・冷媒管   ：冷媒用被覆銅管 

・ドレン管（屋内）  ：空調ドレン用結露防止層付塩化ビニル管 

・ドレン管（屋外）  ：空調ドレン用塩化ビニル管 

・配管化粧カバー（屋内） ：合成樹脂製化粧カバー 

・配管化粧カバー（屋外） ：ＳＵＳラッキング 

・電源ケーブル  ：ＥＭ－ＣＥ、ＥＭ－ＣＥＴ、ＥＭ－ＥＥＦ 

・屋内外連絡線  ：ＥＭ－ＣＥＥＳ 

・リモコン線  ：ＥＭ－ＣＥＥＳ 

・屋外露出電線管  ：ＧＰ管 

・埋設電線管  ：ＦＥＰ管（難燃性） 

・分電盤（屋内）  ：鋼板製（国交省仕様） 

・分電盤（屋外）  ：ＳＵＳ製（国交省仕様） 

・プルボックス（屋内） ：鋼板製（国交省仕様） 

・プルボックス（屋外） ：ＳＵＳ製（国交省仕様） 

３）冷暖房設備 

ア．普通教室（65 ㎡程度）における室内機の冷房能力の合計は 14.0kW 以上とする。ただし、最

上階に位置する等で熱負荷の大きい教室においては、本基準以上の能力の機器を選定するこ

と。 

イ．室内機は天井吊型とし、普通教室については各教室に 2 台設置する。 

ウ．給食室については天井吊型スポットクーラーとし、冷房能力の合計は 28.0kW 以上とする。

室内機を 2 台以上設置し、同時に送風可能な場所は 4 箇所以上とすること。 

エ．室内機の設置個所は室内機からの吹き出しが、既設照明や既設構造物等に阻害されない箇所

とする。 

オ．各教室に個別リモコンを設置することとし、リモコンはワイヤードリモコンとする。 

カ．室外機はマルチ型を標準とするが、これにより難い場合は係員との協議による。 

キ．室外機周辺にメッシュフェンス（H1800 以上）を設け、フェンス入口に南京錠を設けること。

また、運動場付近に設置する場合は、防球用に上部にもフェンスを設置すること。 

ク．室外機の周囲の必要なメンテナンススペースについては、メーカーの技術資料に記載のスペ

ースを確保すること。 

ケ．室外機の基礎はコンクリート基礎（配筋 D13@200 ダブル）とし、H=200 ㎜以上とする。根

入れ深さは H100mm 以上とする。砕石は t100mm、捨コンは t50mm を標準とする。 

コ．コンクリート部に室外機基礎を設置する場合は、滑り止めのためアンカーボルトを施工する

こと。 

サ．アスファルト部に室外機基礎を設置する場合は、アスファルトを撤去のうえ室外機基礎を設

置すること。 

シ．室外機の設置については防振ゴム、SUS 製ボルト・ダブルナットにて固定すること。 

ス．室外機(防振架台)取付の基礎アンカーボルトはケミカルアンカーを使用し、引抜試験を実施す

ること。 

   セ．明姫幹線（国道２５０号）以南の学校については耐塩害仕様とすること。 
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   ソ．室内機はスラブ躯体よりアンカーボルトにて設置すること。 

   タ．室内機の振れ止め対策として４面に斜め材を設置すること。 

   チ．室外機のアンカーボルトは耐震計算の上、選定すること。 

   ツ．空調稼働に関する条件は以下の通りとする。 

（ア）使用期間 

冷房期間：6 月～9 月 

暖房期間：12 月～3 月 

稼働時間：8 時～16 時（8 時間） 

稼働日：基本的に土、日、祝日は稼働しない。 

（イ）基本設定温度 

冷房：28℃、暖房：17℃ 

ト．冷媒管のろう付及び溶接作業は酸化スケール防止のため、管内窒素ガス置換を行うこと。 

ナ．冷媒管については窒素ガスブローにてフラッシングを行うこと。 

ニ．各室内機の吊下げ荷重試験を行うこと。 

ヌ．屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付けること。 

ネ．室外機に系統名を表示すること。 

４）換気設備 

ア．普通教室及び普通教室より小さい教室については１台、普通教室より大きい教室については

２台、外気導入用の窓付換気扇を設置する。 

イ．換気扇設置箇所については、既設窓ガラスの一部の必要最低限の範囲をアルミパネル t3 以上

に取り替えること。 

ウ．換気扇方式は第 3 種換気とし、各教室に給気ガラリを設けること。 

エ．換気扇は 24 時間機能付（速調付）、格子付とする。 

５）配管設備 

ア．冷媒配管は各階の廊下天井下露出配管とする。 

イ．室外機から冷媒配管最遠部までの距離が最短となるよう設計すること。 

ウ．冷媒配管の配管径の選定及び距離・高低差の許容値については、メーカーの技術資料による。 

エ．各教室に導入する枝管については、教室の手前で露出配管とし、アルミパネル貫通後、露出

配管にて室内機に接続させる。 

オ．冷媒配管は冷媒用被覆銅管とし、保温厚はメーカー標準とする。 

カ．室内機ドレン配管については室内機より露出配管にて配管し、立て管に接続し、地上部分の

既設側溝に排水する。 

キ．室内機ドレン配管については室内機 1 台ではφ25、室内機 2 台ではφ40 とし、立て管につい

てはφ50 とする。 

ク．室内機電源線及び計装線については冷媒管に共巻とする。 

ケ．リモコンまでの配管はメタルモール A 型とし、A 型モールスイッチ BOX 仕様とする。 

コ．教室内の冷媒配管及びドレン配管については露出配管とし、保温施工を施すこと。 

サ．屋外配管支持金物については、SUS 製とする。 

シ．配管貫通箇所については、既設窓ガラスの一部の必要最低限の範囲をアルミパネル t3 以上に

取り替えること。 

６）監視・制御設備 

ア．職員室または事務室に集中リモコンを設置する。詳細な設置箇所については担当係員および

学校担当者との協議による。 

イ．電気空調の場合は、デマンド抑制制御可能な機器とする。これに付随するソフトインストー

ル、受変電設備の改修工事及び集中リモコンまでの電力量パルス信号線の配線工事も今回工

事に含む。 

７）外構工事、改修工事 

ア．室外機設備場所の既設構造物、植栽等は今回工事にて撤去すること。移設が必要な場合の費

用は受注者負担とする。主なものは下記のとおり。 
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   ・加古川小学校 運動場防球フェンス一部撤去 

   ・別府小学校  記念碑移設 

   ・志方西小学校 記念碑、掲示板等移設 

   ・氷丘中学校  石棺等移設 

イ．土間コンクリートを復旧するときは周囲に差筋アンカーD10@200 を行うこと。 

ウ．原則として土間コンクリートは t150、アスファルトは t50 とし、その下の砕石は t150 とする。 

エ．コンクリートの配合は Fc21-15-20 とする。 

オ．工事に伴い内装を撤去したところは現況復旧を行うこと。 

カ．天井点検口を設置した部分は、開口補強を行うこと。 

８）電気設備工事 

ア．室外機電源は原則、キュービクルから取り出すこと。予備 MCB が無い場合は増設すること。

また、盤面に増設スペースが無い場合はキュービクル側面に分電盤を設置すること。 

イ．前項によらず、既設を含めた負荷を考慮し、係員と協議のうえ、既設分電盤一次側幹線より

分岐することができることとする。 

ウ．空調設備の整備により、変圧器容量が不足すると想定される場合は、十分な容量の変圧器に

交換または増設すること。また、それに伴いキュービクル内に変圧器の設置することが困難

な場合は、キュービクルを更新すること。 

エ．変圧器、コンデンサ、照明器具の撤去が必要な場合はＰＣＢの有無を確認を行うこと。製造

年等により含有を否定できない場合は含有判定試験を行うこと。含有判定試験の結果が出る

までの期間は絶縁油を抜き取らずに機器は構内で一時保管しておくこと。含有判定試験の結

果、PCB 含有量が規定値以上の場合は、保管方法について係員の指示に従うこと。 

オ．配管経路は、最短ルートとし、原則新設構内地中管路を新設する。既設構内地中管路を利用

できる場合は利用可とする。 

カ．埋設電線管の上下各 100mm は保護砂にて埋め戻し、中間層に埋設標識シート（２倍長）を

敷設すること。 

キ．校舎間をまたぐ電源配線の場合、原則として新設地中管路とする。その際、既設の管路に空

きがある場合は、使用可とする。 

ク．室外機置き場の近くには外壁などを利用して手元開閉器盤を設置する。（主幹：MCB、室外機

用分岐：ELB、室内機用分岐：ELB） 

ケ．屋外手元開閉器盤、プルボックスは SUS 製、防水型とする。屋外配管は厚綱電線管とし、指

定色塗装を行う。（エッチングプライマー１回、ポリウレタン２回塗り） 

コ．既設分電盤を使用する場合は、通常時の幹線負荷電流を測定し、幹線の許容電流値を越えな

いようにする。（負荷電流を測定し、負荷容量計算書を提出する。） 

サ．換気扇の電源は、原則として最寄りの照明器具より分岐するものとし、PL 付スイッチは換気

扇１台に１個とし照明スイッチの横に設置する。 

シ．アース線は緑色とする。 

９）都市ガス設備 

ア．以下に示す事項以外はガス事業者の仕様による。 

イ．配管ルートについては、学校の景観、使用上の障害にならないように配慮すること。 

ウ．本支管から室外機までの配管については埋設配管の場合は、PE 管とし、露出配管の場合は

SGP 管とする。 

エ．露出配管の支持金物は SUS 製とする。 

オ．露出配管に指定色塗装を施すものとし、塗装仕様は標準仕様書による。 

カ．埋設配管施工に伴う、掘削工事における復旧は原状復旧とするが、舗装地盤の場合は復旧後、

地盤沈下がないよう、仮復旧と本復旧の 2 回舗装復旧を行うこと。 

キ．空調設備用ガスメーターを設置する場合において、係員との協議によりガスメーター付近に

フェンスを設置すること。 

１０）LP ガス設備 

ア．LP ガス設備は、原則、ボンベハウスを設置することとし、室外機との間に適正な離隔距離を
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保つこと。 

イ．その他については、９）都市ガス設備に準ずる。 

１１）仮設工事 

ア．仮囲いはフェンスバリケード H1800 にて行うこと。軽微な作業についてはカラーコーンとコ

ーンバー等にて行うこと。 

イ．大型車両の通行時は交通誘導員または作業員を配置し、児童・生徒・職員の安全に努めるこ

と。 

ウ．内部作業時は床等の養生を適切に行い、その日の作業の終了時に清掃すること。 

エ．わだち等ができた場合は整地を行うこと。 

 

８．定期点検・保守について 

１）保守期間は 156 ヶ月（最初の 12 ヶ月はメーカー保証） 

２）メンテナンスは、メーカー、ガス供給会社等が提供する保守契約制度に準ずる内容とする。詳

細は別紙「メンテナンス内容」を参照のこと。 

３）迅速な突発トラブル対応が可能な維持管理体制が整っており、定期点検を実施し、点検報告書

を提出すること。 

４）遠隔監視装置により現地および遠隔の端末から室外機・室内機ごとの運転時間・設定温度等の

運転状況を監視でき、日報・月報を帳票出力できる遠隔監視システムを備えること。 

５）遠隔監視時の通信に要する費用は保守料に含むものとする。 

６）フロン定期点検に該当する空調設備を 1 回以上/3 年、専門家による定期点検を実施し、点検報

告書を提出すること。 

 

９．ライフサイクルコストの算定 

１）費用の算定にあたっては、以下に記載する単価にて計算すること。 

＜単価表＞ 

・電気料金 

・ガス料金 

・燃料調整費（2017 年 11 月～2018 年 10 月平均） 

２）費用の内訳は次の通り区分して提示すること。 

・リース料金（すべての初期費用、保守費用、定期点検費用、フロン点検費用、保険料等） 

・ランニングコストはすべての学校について、13 年分の光熱費（キュービクル点検費用を含む）

を下記の空調環境条件で算定し、提示すること。 

 

 

 夏季 冬季 

運用室内温度 28 20 

標準提供時期等 月 提供日数 負荷率 月 提供日数 負荷率 

 6 月 20 日 35% 12 月 15 日 45% 

 7 月 15 日 70% 1 月 17 日 60% 

 8 月 1 日 80% 2 月 20 日 60% 

 9 月 20 日 50% 3 月 15 日 35% 

 合計 56 日  合計 70 日  

標準提供時間 8:00～16:00（8 時間／日） 

 

１０．その他 

１）請負者は、本賃貸借期間が満了した翌日をもって物件を加古川市に無償で譲渡する。 

２）本賃貸借期間満了までに契約の解除または一部を変更しようとする場合は、加古川市は当該部

分に対する残りの賃借料を支払い、請負者は物件を加古川市に譲渡する。 
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(別紙) 

 ガス方式 電気方式 

メーカー保証の範囲 
○保証期間 1 年間 
○空調機本体の故障・不具合に関する対応（部品交換費用・出張費用を含
む） 

本
体
保
守 

期間 
設置後 2 年目～13 年目 
※ガスの場合は運転時間 30,000 時間まで 

内容 故障修理・遠隔監視・フロン点検・定期点検 

修理対応の 

部品代及び出張費 
込（保守費に含む） 

遠隔監視サービス 

込（保守費に含む）  
※原則、取り付けること。また、市役所等遠隔の端末から運転状況を監視・
操作でき、日報・月報を帳票出力できること。ただし家庭用ルームエアコ
ンに関しては除外 
項目：室内外機運転時間、室内機稼働時間、室内機設定温度、室内機運転
モード、気温 

フロン漏えい点検 
込（保守費に含む） 
フロンガス抑制法に基づく定期点検 

定期点検 
2 回/13 年（本体保守費（年間）に含む） 
実施時期：5 年目、10 年目 

主な点検項目 

○点検項目 

【エンジン関連】 
・エンジンオイル点検・補充・交換

・エアフィルター点検・交換 

・点火プラグ点検・交換 
・オイルフィルター点検・交換 
・バルブクリアランス点検・調整 

【冷媒関連】 
・コンプレッサーベルト点検・交換

・冷媒漏れ点検 

【冷却水関連】 
・冷却水点検・補充・交換 
・冷却水ホース点検・交換 

【燃料ガス関連】 
・燃料ガスホース点検・交換 
【ドレン関連】 

・ドレンフィルター点検・交換/充
慎石の交換・点検 
【外観関連】 

・室外機本体のサビ、熱交換器の詰

まり等外観の確認 
※対象範囲は室外機・室内機・標準

リモコン（オプション品、フィルタ

ー洗浄、熱交換コイル洗浄、オーバ

ーホール等は別途） 

※メーカー・ガス供給会社が提供す

る保守契約制度に準ずる内容とす

る。 
※上記以外の費用については発注
者の負担とする。 

○点検項目 

基本的に、ガス方式の保守契約内容

に準ずる。 
おもな項目は以下の通り。 

【電装部品関連】 
・絶縁抵抗測定 
・動作点検 

【冷媒関連】 
・冷媒漏れ点検 
【外観関連】 

・室外機本体のサビ、熱交換器の詰

まり等外観の確認 
 
 
 

※ガス方式の場合は、ガス供給会社が供給する燃料もしくは、ガス供給会社が指定する燃料を使用した場合の保守費をさす。 



空調設置教室数 
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普通教室 特別教室等 給食・配膳室 計 

加古川小学校 29 9 4 42

氷丘小学校 25 8 2 35

神野小学校 12 9 4 25

野口小学校 31 8 4 43

平岡小学校 21 8 4 33

尾上小学校 27 8 4 39

別府小学校 14 6 4 24

八幡小学校 9 7 4 20

平荘小学校 8 7 4 19

上荘小学校 8 7 4 19

東神吉小学校 7 5 4 16

西神吉小学校 15 8 4 27

川西小学校 10 4 2 16

陵北小学校 11 7 4 22

平岡南小学校 25 7 4 36

浜の宮小学校 23 8 2 33

鳩里小学校 29 11 4 44

平岡東小学校 21 11 3 35

野口北小学校 23 7 4 34

志方小学校 9 9 1 19

志方東小学校 7 6 1 14

志方西小学校 7 7 3 17

氷丘南小学校 25 9 4 38

平岡北小学校 24 8 4 36

野口南小学校 25 11 4 40

東神吉南小学校 18 8 4 30

若宮小学校 16 9 4 29

別府西小学校 23 8 4 35

          

加古川中学校 29 9 0 38

中部中学校 23 10 0 33

浜の宮中学校 26 8 0 34

両荘中学校 7 6 0 13

平岡中学校 24 11 0 35

氷丘中学校 24 9 0 33

神吉中学校 23 10 0 33

山手中学校 13 7 0 20

志方中学校 7 8 1 16

平岡南中学校 16 9 0 25

別府中学校 17 8 0 25

陵南中学校 13 13 0 26

          

計 724 328 99 1151


