
 

 

 

 
 
 

仕様書 
 

1 ⼯事名称     ⼤阪市⻄区社会福祉協議会空調機更新外改修⼯事 

2  ⼯事場所  ⼤阪市⻄区新町 4-5-1⻄区役所合同庁舎６階 

3 完了期限   令和 3 年 8⽉ 31⽇ までに据付調整、検査、検収を完了するものとする。 

⼯事⽇は、事前に本会担当職員その他関係者との⽇程調整を⾏うものとす

る。また、完了まで本会の運営に⽀障のないよう配慮すること。 

4 ⼯事⽬的     既設空調機経年劣化に伴う機器の更新並びに消防設備に関する間仕切改修とする。 

5 ⼯事概要 

① 対象⼯事範囲 

(1) 機器に関する仕様 

ア ビル⽤マルチエアコンのうち、リプレース⽤機器であること。 

イ 既存のビル⽤マルチエアコンと同等もしくは、それ以上の冷暖房能⼒を有する

こと。（添付別紙機器⼀覧表参考  1 参照） 

ウ 既存設備と同等の冷房・暖房・除湿・⾵量調節・⾵向調節の機能を有する 

こと。 

 

(2）機器の設置に関する仕様 

   ア 室内機取り付け部付近室内機交換後も天井の美観を損ねないよう施⼯すること。 

   イ その他 

必要な⼯事を安全かつ適切に施⼯するとともに⼯事範囲及びその周辺を養⽣版、 

ビニールシート等の適切な⽅法で騒⾳、振動等にも配慮し養⽣、施⼯ すること。 

 

②  参考既存機器【ビルマルチエアコン】 

※室名標記は原設計による 
 

室外機 

ACP-6-1 冷房能⼒56.0KW、暖房能⼒63.0KW  屋上 

室内機 

A ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

B ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

C ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

D ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

E ⼊浴ｻｰﾋﾞｽ室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 4.5kw 暖房能⼒ 5kw 



 

 

 

F ⼊浴ｻｰﾋﾞｽ室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 4.5kw 暖房能⼒ 5kw 

G 訪問看護室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 4.5kw 暖房能⼒ 5kw 

H 訪問看護室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 4.5kw 暖房能⼒ 5kw 

I 廊下 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

J 廊下 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

K 廊下 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

 

室外機 

ACP-6-2 冷房能⼒45.0KW、暖房能⼒50.0KW  屋上 

室内機 

A ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾟﾛｰ 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 8kw 暖房能⼒ 9kw 

B ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾟﾛｰ 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 8kw 暖房能⼒ 9kw 

C 会議室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

D 会議室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

E 会議室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

F 会議室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

 

室外機 

ACP-6-3 冷房能⼒56.0KW、暖房能⼒63.0KW  屋上 

室内機 

A デイルーム 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

B デイルーム 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

C デイルーム 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

D デイルーム 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 7.1kw 暖房能⼒ 8.5kw 

E 廊下 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

F 廊下 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

G デイルーム 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

H 洗濯室 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 4.5kw 暖房能⼒ 5kw 

I 洗濯室 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 4.5kw 暖房能⼒ 5kw 



 

 

 

室外機 

ACP-6-4 冷房能⼒56.0KW、暖房能⼒63.0KW  屋上 

室内機 

A 事務室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 11.2kw 暖房能⼒ 12.5kw 

B 事務室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 11.2kw 暖房能⼒ 12.5kw 

C 事務室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 11.2kw 暖房能⼒ 12.5kw 

D 会議室 天井埋込カセット形 4⽅向 冷房能⼒ 4.5kw 暖房能⼒ 5kw 

E 相談室 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

F 廊下 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

G EV ﾎｰﾙ 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

H 廊下 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

I 厨房員控室 天井埋込カセット形ダブルフロー 冷房能⼒ 3.6kw 暖房能⼒ 4kw 

 

室外機 

ACP-6-5 冷房能⼒12.5KW、暖房能⼒14.0KW  屋上 

室内機 

A 厨房 天井埋込カセット形  ビルトイン 冷房能⼒ 12.5kw 暖房能⼒ 14kw 

 

 

鋼製間仕切壁 上部撤去新設 W1200x2 W900ｘ6 



 
 
 
 
 
 

③ 準備⼯事 

【外部】 

ガス回収充填・配管等撤去復旧・気密試験・試運転調整等は受注者負担とする。 

 

6  ⼯事上の注意事項 

(1)  事故または騒⾳等の防⽌ 

⼯事の際、⼈や器物にかかわる事故または騒⾳等の防⽌に最⼤限注意し、本会が 必

要と認め指⽰した場合には、隣接建物、道路その他に対し適切な養⽣管理や措 

置を⾏うこと。万⼀、⼈や器物などに被害損傷を与えた場合は、発注者に報告のう 

え、速やかに適 切な措置を⾏い、その責任はすべて受注者が負担すること。 

(2）官公署その他への⼿続き    

業務の施⼯に必要な官公署その他への⼿続きは、遅滞なく⾏うこと。諸⼿続きに

要する費⽤は、すべて受注者の負担とする。 

(3）守秘義務        

受注者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

(4）現場作業員     

現場作業員は、会社名⼊り腕章または⽒名を記載した名札等を必ず着⽤するこ

と。もしくは、本⼈の確認ができるものを速やかに提⽰することができるよう

にすること。 

(5）軽微な事項に対する費⽤負担   

 仕様書等に記載されていない事項であっても、発注者が当然必要と認める軽微な

事項については、その材料及び作業に要する⼀切の費⽤を受注者が負担するこ

と。 

(6）事前調査    

受注者は、詳細に事前調査を⾏った後、施設管理者と⼗分な打合せを⾏い、施設

等の設備や近隣に⽀障をきたさないように配慮すること。 

(7）現場内の整頓 

    受注者は、現場内を常に整頓し、他に⽀障を与えないようにすること。 

(8）作業の開始及び終了   

 受注者は、作業開始及び終了時に必ず施設管理者に連絡を⾏うこと。 

(9）その他 

本⼯事⽤電⼒、⽤⽔は業務に⽀障のない範囲で認める。 本⼯事に必要な資材・⼯具類は

すべて受注者で準備すること。 本⼯事で⽣じた廃材は、受注者が適切に処分すること。 

作業上の質疑については予め本会担当者と協議を⾏ない、その指⽰に従うこと。  

・図⾯及び特記仕様書に記載されていない事項は、⺠間（七会）連合協定⼯事請負契約約款 

による。 

冷媒配管の外装別はステンレス鋼板、整形⽤グラスウール保温筒とする。 

・騒⾳振動作業は本会と協議のうえ、⾏うこと。 

施⼯完了後、既設配管損傷の有無を調べる気密試験を⾏い結果報告すること。 

その際の気密試験圧⼒はメー⼒⼀指定圧⼒（配管再利⽤時による）とすること。 

重機使⽤は本会休館⽇に⾏うものとし、担当者との協議のうえ作業⽇を決定するこ
と。 

 



 

 

7  提出を要する書類 

作業完了報告書 1 部 フ⼝ン排出⾏程管理票、気密試験結果報告書、試運転データ⼀報告

書、 図⾯修正、施⼯写真等は不備のないよう⼗分確認すること。 

 

8 検査、試運転、受渡 

・機器試運転を⾏い担当者の検査終了後、作業完了報告書の提出をもって受渡しとする。 

・是正事項が発⽣した場合は速やかに対応すること。 


