
・ヒューム管　　・硬質塩化ビニル管（・ＶＰ　・ＶＵ）・ヒューム管　　・硬質塩化ビニル管（・ＶＰ　・ＶＵ）・ヒューム管　　・硬質塩化ビニル管（・ＶＰ　・ＶＵ）・ヒューム管　　・硬質塩化ビニル管（・ＶＰ　・ＶＵ）・ヒューム管　　・硬質塩化ビニル管（・ＶＰ　・ＶＵ）・ヒューム管　　・硬質塩化ビニル管（・ＶＰ　・ＶＵ）・ヒューム管　　・硬質塩化ビニル管（・ＶＰ　・ＶＵ）

・・・・・・・

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項

図　面　名図　面　名図　面　名図　面　名図　面　名図　面　名図　面　名

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

印印印印印印印数　山　　　茂数　山　　　茂数　山　　　茂数　山　　　茂数　山　　　茂数　山　　　茂数　山　　　茂

TEL　0949-25-2210TEL　0949-25-2210TEL　0949-25-2210TEL　0949-25-2210TEL　0949-25-2210TEL　0949-25-2210TEL　0949-25-2210直方市殿町7-1直方市殿町7-1直方市殿町7-1直方市殿町7-1直方市殿町7-1直方市殿町7-1直方市殿町7-1

一級建築士（大臣）第　144978　号一級建築士（大臣）第　144978　号一級建築士（大臣）第　144978　号一級建築士（大臣）第　144978　号一級建築士（大臣）第　144978　号一級建築士（大臣）第　144978　号一級建築士（大臣）第　144978　号

直方市建築都市課直方市建築都市課直方市建築都市課直方市建築都市課直方市建築都市課直方市建築都市課直方市建築都市課

建物名称建物名称建物名称建物名称建物名称建物名称建物名称 構造構造構造構造構造構造構造 階数階数階数階数階数階数階数 備考備考備考備考備考備考備考延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目

設備概要設備概要設備概要設備概要設備概要設備概要設備概要

工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目

建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外 工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別

衛生器具設備衛生器具設備衛生器具設備衛生器具設備衛生器具設備衛生器具設備衛生器具設備

給水設備給水設備給水設備給水設備給水設備給水設備給水設備

排水設備排水設備排水設備排水設備排水設備排水設備排水設備

給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備

消火設備消火設備消火設備消火設備消火設備消火設備消火設備

ガス設備ガス設備ガス設備ガス設備ガス設備ガス設備ガス設備

換気設備換気設備換気設備換気設備換気設備換気設備換気設備

暖房設備暖房設備暖房設備暖房設備暖房設備暖房設備暖房設備

冷房設備冷房設備冷房設備冷房設備冷房設備冷房設備冷房設備

排煙設備排煙設備排煙設備排煙設備排煙設備排煙設備排煙設備

一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式一式一式一式

衛衛衛衛衛衛衛

生生生生生生生

設設設設設設設

備備備備備備備

し尿浄化槽の形式し尿浄化槽の形式し尿浄化槽の形式し尿浄化槽の形式し尿浄化槽の形式し尿浄化槽の形式し尿浄化槽の形式

ガスの種別ガスの種別ガスの種別ガスの種別ガスの種別ガスの種別ガスの種別

消火設備の種別消火設備の種別消火設備の種別消火設備の種別消火設備の種別消火設備の種別消火設備の種別

給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備給湯設備

排水方式排水方式排水方式排水方式排水方式排水方式排水方式

上水道直結方式上水道直結方式上水道直結方式上水道直結方式上水道直結方式上水道直結方式上水道直結方式

圧力水槽方式圧力水槽方式圧力水槽方式圧力水槽方式圧力水槽方式圧力水槽方式圧力水槽方式

高架水槽方式高架水槽方式高架水槽方式高架水槽方式高架水槽方式高架水槽方式高架水槽方式

重力式重力式重力式重力式重力式重力式重力式

敷地外放流方法敷地外放流方法敷地外放流方法敷地外放流方法敷地外放流方法敷地外放流方法敷地外放流方法

ユニット形ユニット形ユニット形ユニット形ユニット形ユニット形ユニット形

合併合併合併合併合併合併合併

局所式局所式局所式局所式局所式局所式局所式

屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓

連結送水連結送水連結送水連結送水連結送水連結送水連結送水

都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス

給水塔方式給水塔方式給水塔方式給水塔方式給水塔方式給水塔方式給水塔方式

ポンプ回転数制御方式ポンプ回転数制御方式ポンプ回転数制御方式ポンプ回転数制御方式ポンプ回転数制御方式ポンプ回転数制御方式ポンプ回転数制御方式

畜圧タンク方式畜圧タンク方式畜圧タンク方式畜圧タンク方式畜圧タンク方式畜圧タンク方式畜圧タンク方式（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）

（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）（　市水　　井水　　中水）

ポンプアップ式ポンプアップ式ポンプアップ式ポンプアップ式ポンプアップ式ポンプアップ式ポンプアップ式

直放流直放流直放流直放流直放流直放流直放流 非直放流非直放流非直放流非直放流非直放流非直放流非直放流（　合流式　　分流式）（　合流式　　分流式）（　合流式　　分流式）（　合流式　　分流式）（　合流式　　分流式）（　合流式　　分流式）（　合流式　　分流式）

現場施工形現場施工形現場施工形現場施工形現場施工形現場施工形現場施工形

単独単独単独単独単独単独単独

中央式中央式中央式中央式中央式中央式中央式

（１号・２号）（１号・２号）（１号・２号）（１号・２号）（１号・２号）（１号・２号）（１号・２号） スプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラー 二酸化炭素消火二酸化炭素消火二酸化炭素消火二酸化炭素消火二酸化炭素消火二酸化炭素消火二酸化炭素消火

補助散水栓補助散水栓補助散水栓補助散水栓補助散水栓補助散水栓補助散水栓 風道消火風道消火風道消火風道消火風道消火風道消火風道消火 屋外消火屋外消火屋外消火屋外消火屋外消火屋外消火屋外消火 泡消火泡消火泡消火泡消火泡消火泡消火泡消火 粉末消火粉末消火粉末消火粉末消火粉末消火粉末消火粉末消火

液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．

１．１．１．１．１．１．１． 共通仕様共通仕様共通仕様共通仕様共通仕様共通仕様共通仕様

２．２．２．２．２．２．２． 特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様

（○印を付けたものを適用する）（○印を付けたものを適用する）（○印を付けたものを適用する）（○印を付けたものを適用する）（○印を付けたものを適用する）（○印を付けたものを適用する）（○印を付けたものを適用する）

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

章章章章章章章 特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項項目項目項目項目項目項目項目

１１１１１１１

一一一一一一一

般般般般般般般

共共共共共共共

通通通通通通通

事事事事事事事

項項項項項項項

２２２２２２２

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

５．５．５．５．５．５．５．

６．６．６．６．６．６．６．

７．７．７．７．７．７．７．

８．８．８．８．８．８．８．

９．９．９．９．９．９．９．

１３．１３．１３．１３．１３．１３．１３．

１４．１４．１４．１４．１４．１４．１４．

１５．１５．１５．１５．１５．１５．１５．

１６．１６．１６．１６．１６．１６．１６．

１７．１７．１７．１７．１７．１７．１７．

１８．１８．１８．１８．１８．１８．１８．

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

３．３．３．３．３．３．３．

５．５．５．５．５．５．５．

６．６．６．６．６．６．６．

７．７．７．７．７．７．７．

８．８．８．８．８．８．８．

９．９．９．９．９．９．９．

水栓柱水栓柱水栓柱水栓柱水栓柱水栓柱水栓柱

標示板標示板標示板標示板標示板標示板標示板

化粧棚化粧棚化粧棚化粧棚化粧棚化粧棚化粧棚

流し類流し類流し類流し類流し類流し類流し類

手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器手洗器

洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器

小便器小便器小便器小便器小便器小便器小便器

大便器大便器大便器大便器大便器大便器大便器

測定表測定表測定表測定表測定表測定表測定表

電線電線電線電線電線電線電線

水栓水栓水栓水栓水栓水栓水栓

タンク類タンク類タンク類タンク類タンク類タンク類タンク類

残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分

完成図等完成図等完成図等完成図等完成図等完成図等完成図等

発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理

容量等の表示容量等の表示容量等の表示容量等の表示容量等の表示容量等の表示容量等の表示

大便器洗浄弁大便器洗浄弁大便器洗浄弁大便器洗浄弁大便器洗浄弁大便器洗浄弁大便器洗浄弁

水石けん入水石けん入水石けん入水石けん入水石けん入水石けん入水石けん入

他工事との取合い他工事との取合い他工事との取合い他工事との取合い他工事との取合い他工事との取合い他工事との取合い

コンクリート強度コンクリート強度コンクリート強度コンクリート強度コンクリート強度コンクリート強度コンクリート強度

小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置

鏡鏡鏡鏡鏡鏡鏡

　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ヘ）天井改め口は次による。ヘ）天井改め口は次による。ヘ）天井改め口は次による。ヘ）天井改め口は次による。ヘ）天井改め口は次による。ヘ）天井改め口は次による。ヘ）天井改め口は次による。

下記の測定表を提出する。下記の測定表を提出する。下記の測定表を提出する。下記の測定表を提出する。下記の測定表を提出する。下記の測定表を提出する。下記の測定表を提出する。

・温度　　・湿度　　・風量　　　・騒音　　・振動　　・浄化槽放流水質・温度　　・湿度　　・風量　　　・騒音　　・振動　　・浄化槽放流水質・温度　　・湿度　　・風量　　　・騒音　　・振動　　・浄化槽放流水質・温度　　・湿度　　・風量　　　・騒音　　・振動　　・浄化槽放流水質・温度　　・湿度　　・風量　　　・騒音　　・振動　　・浄化槽放流水質・温度　　・湿度　　・風量　　　・騒音　　・振動　　・浄化槽放流水質・温度　　・湿度　　・風量　　　・騒音　　・振動　　・浄化槽放流水質

・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要

イ）無筋コンクリートの配合は、１：２：４とする。イ）無筋コンクリートの配合は、１：２：４とする。イ）無筋コンクリートの配合は、１：２：４とする。イ）無筋コンクリートの配合は、１：２：４とする。イ）無筋コンクリートの配合は、１：２：４とする。イ）無筋コンクリートの配合は、１：２：４とする。イ）無筋コンクリートの配合は、１：２：４とする。

による。による。による。による。による。による。による。

　　つ１５０φ未満）　　つ１５０φ未満）　　つ１５０φ未満）　　つ１５０φ未満）　　つ１５０φ未満）　　つ１５０φ未満）　　つ１５０φ未満）

ロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、１８０　　　　　　とし、スランプ、供試体のロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、１８０　　　　　　とし、スランプ、供試体のロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、１８０　　　　　　とし、スランプ、供試体のロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、１８０　　　　　　とし、スランプ、供試体のロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、１８０　　　　　　とし、スランプ、供試体のロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、１８０　　　　　　とし、スランプ、供試体のロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、１８０　　　　　　とし、スランプ、供試体の

節水方式節水方式節水方式節水方式節水方式節水方式節水方式

・個別感知方式・個別感知方式・個別感知方式・個別感知方式・個別感知方式・個別感知方式・個別感知方式

・露出形　　・埋込形・露出形　　・埋込形・露出形　　・埋込形・露出形　　・埋込形・露出形　　・埋込形・露出形　　・埋込形・露出形　　・埋込形

・立形　　・横形・立形　　・横形・立形　　・横形・立形　　・横形・立形　　・横形・立形　　・横形・立形　　・横形
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水水水水水水水

設設設設設設設
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５５５５５５５

給給給給給給給

湯湯湯湯湯湯湯

設設設設設設設

備備備備備備備

６６６６６６６

消消消消消消消

火火火火火火火

設設設設設設設

備備備備備備備

７７７７７７７

ガガガガガガガ

ススススススス

設設設設設設設

備備備備備備備

２２２２２２２

ｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍ ｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍ２２２２２２２

（屋内地中）・鋳鉄管（　　　　型　　　　種）（屋内地中）・鋳鉄管（　　　　型　　　　種）（屋内地中）・鋳鉄管（　　　　型　　　　種）（屋内地中）・鋳鉄管（　　　　型　　　　種）（屋内地中）・鋳鉄管（　　　　型　　　　種）（屋内地中）・鋳鉄管（　　　　型　　　　種）（屋内地中）・鋳鉄管（　　　　型　　　　種）

・不要　　・要（・別途工事　　・本工事）・不要　　・要（・別途工事　　・本工事）・不要　　・要（・別途工事　　・本工事）・不要　　・要（・別途工事　　・本工事）・不要　　・要（・別途工事　　・本工事）・不要　　・要（・別途工事　　・本工事）・不要　　・要（・別途工事　　・本工事）

・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎

下記のものは、空気調和・暖房設備の該当項目を適用する。下記のものは、空気調和・暖房設備の該当項目を適用する。下記のものは、空気調和・暖房設備の該当項目を適用する。下記のものは、空気調和・暖房設備の該当項目を適用する。下記のものは、空気調和・暖房設備の該当項目を適用する。下記のものは、空気調和・暖房設備の該当項目を適用する。下記のものは、空気調和・暖房設備の該当項目を適用する。

・可とう継手及び点検桝を設置する。・可とう継手及び点検桝を設置する。・可とう継手及び点検桝を設置する。・可とう継手及び点検桝を設置する。・可とう継手及び点検桝を設置する。・可とう継手及び点検桝を設置する。・可とう継手及び点検桝を設置する。

機材機材機材機材機材機材機材

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真

電線管電線管電線管電線管電線管電線管電線管

揚水ポンプ基礎揚水ポンプ基礎揚水ポンプ基礎揚水ポンプ基礎揚水ポンプ基礎揚水ポンプ基礎揚水ポンプ基礎

建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管
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・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管

通気管通気管通気管通気管通気管通気管通気管

汚水管汚水管汚水管汚水管汚水管汚水管汚水管

雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管
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１０．１０．１０．１０．１０．１０．１０．

弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類

管接合管接合管接合管接合管接合管接合管接合

引込納付金等引込納付金等引込納付金等引込納付金等引込納付金等引込納付金等引込納付金等

管類管類管類管類管類管類管類

弁桝弁桝弁桝弁桝弁桝弁桝弁桝

弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類

量水器桝量水器桝量水器桝量水器桝量水器桝量水器桝量水器桝

量水器量水器量水器量水器量水器量水器量水器

ｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍ２２２２２２２

・排水用ライニング鋼管・排水用ライニング鋼管・排水用ライニング鋼管・排水用ライニング鋼管・排水用ライニング鋼管・排水用ライニング鋼管・排水用ライニング鋼管

管類管類管類管類管類管類管類

管類管類管類管類管類管類管類

溜桝ふた溜桝ふた溜桝ふた溜桝ふた溜桝ふた溜桝ふた溜桝ふた

管の埋設深さ管の埋設深さ管の埋設深さ管の埋設深さ管の埋設深さ管の埋設深さ管の埋設深さ

技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用

電気主任技術者電気主任技術者電気主任技術者電気主任技術者電気主任技術者電気主任技術者電気主任技術者

はつりはつりはつりはつりはつりはつりはつり
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８．８．８．８．８．８．８．

弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類

給湯ボイラー給湯ボイラー給湯ボイラー給湯ボイラー給湯ボイラー給湯ボイラー給湯ボイラー

排気筒及び煙突排気筒及び煙突排気筒及び煙突排気筒及び煙突排気筒及び煙突排気筒及び煙突排気筒及び煙突

保温保温保温保温保温保温保温

貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽

湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器

ＪＩＳ５ＪＩＳ５ＪＩＳ５ＪＩＳ５ＪＩＳ５ＪＩＳ５ＪＩＳ５ とする。ただし、特記部分はＪＩＳ１０とする。ただし、特記部分はＪＩＳ１０とする。ただし、特記部分はＪＩＳ１０とする。ただし、特記部分はＪＩＳ１０とする。ただし、特記部分はＪＩＳ１０とする。ただし、特記部分はＪＩＳ１０とする。ただし、特記部分はＪＩＳ１０ とする。とする。とする。とする。とする。とする。とする。

ＪＩＳＧ３１０１ＪＩＳＧ３１０１ＪＩＳＧ３１０１ＪＩＳＧ３１０１ＪＩＳＧ３１０１ＪＩＳＧ３１０１ＪＩＳＧ３１０１

・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要

ｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍ２２２２２２２

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

・１０・１０・１０・１０・１０・１０・１０ ｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍ （減圧弁付）（減圧弁付）（減圧弁付）（減圧弁付）（減圧弁付）（減圧弁付）（減圧弁付）

・屋内消火管　　　　　　（・要　　・不要）・屋内消火管　　　　　　（・要　　・不要）・屋内消火管　　　　　　（・要　　・不要）・屋内消火管　　　　　　（・要　　・不要）・屋内消火管　　　　　　（・要　　・不要）・屋内消火管　　　　　　（・要　　・不要）・屋内消火管　　　　　　（・要　　・不要）

ロ）消火配管の保温は次による。ロ）消火配管の保温は次による。ロ）消火配管の保温は次による。ロ）消火配管の保温は次による。ロ）消火配管の保温は次による。ロ）消火配管の保温は次による。ロ）消火配管の保温は次による。

イ）呼水槽の保温（・要　　・不要）イ）呼水槽の保温（・要　　・不要）イ）呼水槽の保温（・要　　・不要）イ）呼水槽の保温（・要　　・不要）イ）呼水槽の保温（・要　　・不要）イ）呼水槽の保温（・要　　・不要）イ）呼水槽の保温（・要　　・不要）

・　　　　　　　　　　　（・要　　・不要）・　　　　　　　　　　　（・要　　・不要）・　　　　　　　　　　　（・要　　・不要）・　　　　　　　　　　　（・要　　・不要）・　　　　　　　　　　　（・要　　・不要）・　　　　　　　　　　　（・要　　・不要）・　　　　　　　　　　　（・要　　・不要）

・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要
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消防設備士消防設備士消防設備士消防設備士消防設備士消防設備士消防設備士

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

５．５．５．５．５．５．５．

６．６．６．６．６．６．６．

７．７．７．７．７．７．７．

８．８．８．８．８．８．８．

９．９．９．９．９．９．９．

１０．１０．１０．１０．１０．１０．１０．
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管類管類管類管類管類管類管類

種類種類種類種類種類種類種類

液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス液化石油ガス

都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス

施工資格施工資格施工資格施工資格施工資格施工資格施工資格

絶縁継手絶縁継手絶縁継手絶縁継手絶縁継手絶縁継手絶縁継手

ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓

建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管建物導入部配管

２２２２２２２

イ）ガスメーターイ）ガスメーターイ）ガスメーターイ）ガスメーターイ）ガスメーターイ）ガスメーターイ）ガスメーター

連動スイッチ（・要　　・不要）連動スイッチ（・要　　・不要）連動スイッチ（・要　　・不要）連動スイッチ（・要　　・不要）連動スイッチ（・要　　・不要）連動スイッチ（・要　　・不要）連動スイッチ（・要　　・不要）

液化石油ガス設備士による施工とする。液化石油ガス設備士による施工とする。液化石油ガス設備士による施工とする。液化石油ガス設備士による施工とする。液化石油ガス設備士による施工とする。液化石油ガス設備士による施工とする。液化石油ガス設備士による施工とする。

国検品使用のこと。国検品使用のこと。国検品使用のこと。国検品使用のこと。国検品使用のこと。国検品使用のこと。国検品使用のこと。

・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要・要　　・不要
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（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）

空気調和設備空気調和設備空気調和設備空気調和設備空気調和設備空気調和設備空気調和設備

連結散水連結散水連結散水連結散水連結散水連結散水連結散水
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２１．２１．２１．２１．２１．２１．２１．

２２．２２．２２．２２．２２．２２．２２．

２３．２３．２３．２３．２３．２３．２３．

２４．２４．２４．２４．２４．２４．２４．

２５．２５．２５．２５．２５．２５．２５．

２６．２６．２６．２６．２６．２６．２６．

２７．２７．２７．２７．２７．２７．２７．

地震力地震力地震力地震力地震力地震力地震力

矢板矢板矢板矢板矢板矢板矢板

耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置

埋設標識テープ埋設標識テープ埋設標識テープ埋設標識テープ埋設標識テープ埋設標識テープ埋設標識テープ

吊り及び支持等吊り及び支持等吊り及び支持等吊り及び支持等吊り及び支持等吊り及び支持等吊り及び支持等

地中埋設標地中埋設標地中埋設標地中埋設標地中埋設標地中埋設標地中埋設標

・構内車両通路（・７５０㎜　　・　　　　㎜）・構内車両通路（・７５０㎜　　・　　　　㎜）・構内車両通路（・７５０㎜　　・　　　　㎜）・構内車両通路（・７５０㎜　　・　　　　㎜）・構内車両通路（・７５０㎜　　・　　　　㎜）・構内車両通路（・７５０㎜　　・　　　　㎜）・構内車両通路（・７５０㎜　　・　　　　㎜）

貯湯式ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器

平屋平屋平屋平屋平屋平屋平屋ＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣＲＣ

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

し尿浄化槽設備し尿浄化槽設備し尿浄化槽設備し尿浄化槽設備し尿浄化槽設備し尿浄化槽設備し尿浄化槽設備・・・・・・・

・・・・・・・ プール循環濾過設備プール循環濾過設備プール循環濾過設備プール循環濾過設備プール循環濾過設備プール循環濾過設備プール循環濾過設備

一式一式一式一式一式一式一式新設新設新設新設新設新設新設

一式一式一式一式一式一式一式

・・・・・・・

係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。

係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。係員の指示による。

（浄化槽）（浄化槽）（浄化槽）（浄化槽）（浄化槽）（浄化槽）（浄化槽）

温温温温温温温

）） ）） ）） ）

つつつつつつつ 管管管管管管管

類類類類類類類ぶぶぶぶぶぶぶ

にににににににししししししし

たたたたたたた

いいいいいいいももももももも

てててててててののののののの

はははははははををををををを

○○○○○○○適適適適適適適

印印印印印印印用用用用用用用

ををををををを

塗塗塗塗塗塗塗

つつつつつつつ

りりりりりりり

すすすすすすす

るるるるるるる

（（ （（ （（ （

屋　内屋　内屋　内屋　内屋　内屋　内屋　内 屋　外屋　外屋　外屋　外屋　外屋　外屋　外

（平成１３年版）による。（平成１３年版）による。（平成１３年版）による。（平成１３年版）による。（平成１３年版）による。（平成１３年版）による。（平成１３年版）による。

４．４．４．４．４．４．４．

１３．１３．１３．１３．１３．１３．１３．

１４．１４．１４．１４．１４．１４．１４．

１０．１０．１０．１０．１０．１０．１０．

１１．１１．１１．１１．１１．１１．１１．

１２．１２．１２．１２．１２．１２．１２．

DD DD DD D
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0
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全面石粉埋戻し全面石粉埋戻し全面石粉埋戻し全面石粉埋戻し全面石粉埋戻し全面石粉埋戻し全面石粉埋戻し

500500500500500500500

路盤材路盤材路盤材路盤材路盤材路盤材路盤材
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現
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衛衛衛衛衛衛衛

生生生生生生生

器器器器器器器

具具具具具具具

設設設設設設設

備備備備備備備

・国土交通省形　　・その他・国土交通省形　　・その他・国土交通省形　　・その他・国土交通省形　　・その他・国土交通省形　　・その他・国土交通省形　　・その他・国土交通省形　　・その他

１０．１０．１０．１０．１０．１０．１０．

１１．１１．１１．１１．１１．１１．１１．

１２．１２．１２．１２．１２．１２．１２．

（・印を付けたものを本工事とし、・を付けたものを既存設備とする）（・印を付けたものを本工事とし、・を付けたものを既存設備とする）（・印を付けたものを本工事とし、・を付けたものを既存設備とする）（・印を付けたものを本工事とし、・を付けたものを既存設備とする）（・印を付けたものを本工事とし、・を付けたものを既存設備とする）（・印を付けたものを本工事とし、・を付けたものを既存設備とする）（・印を付けたものを本工事とし、・を付けたものを既存設備とする）

２．２．２．２．２．２．２． 建物概要建物概要建物概要建物概要建物概要建物概要建物概要

Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．

１．１．１．１．１．１．１． 工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要

の種別の種別の種別の種別の種別の種別の種別
防火対象物防火対象物防火対象物防火対象物防火対象物防火対象物防火対象物

仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書

給水方式給水方式給水方式給水方式給水方式給水方式給水方式

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書

（平成１３年版）、機械設備工事標準図（平成１３年版）による他、同建築工事・電気設備工事共通仕様書（平成１３年版）、機械設備工事標準図（平成１３年版）による他、同建築工事・電気設備工事共通仕様書（平成１３年版）、機械設備工事標準図（平成１３年版）による他、同建築工事・電気設備工事共通仕様書（平成１３年版）、機械設備工事標準図（平成１３年版）による他、同建築工事・電気設備工事共通仕様書（平成１３年版）、機械設備工事標準図（平成１３年版）による他、同建築工事・電気設備工事共通仕様書（平成１３年版）、機械設備工事標準図（平成１３年版）による他、同建築工事・電気設備工事共通仕様書（平成１３年版）、機械設備工事標準図（平成１３年版）による他、同建築工事・電気設備工事共通仕様書

　　章および項目は番号に○印のついたものを適用する。　　章および項目は番号に○印のついたものを適用する。　　章および項目は番号に○印のついたものを適用する。　　章および項目は番号に○印のついたものを適用する。　　章および項目は番号に○印のついたものを適用する。　　章および項目は番号に○印のついたものを適用する。　　章および項目は番号に○印のついたものを適用する。

・・・・・・・
　　特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。　　特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。　　特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。　　特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。　　特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。　　特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。　　特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。

　　図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。　　図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。　　図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。　　図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。　　図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。　　図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。　　図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。

監理技術者（建設業法）監理技術者（建設業法）監理技術者（建設業法）監理技術者（建設業法）監理技術者（建設業法）監理技術者（建設業法）監理技術者（建設業法）

主任技術者（建設業法）主任技術者（建設業法）主任技術者（建設業法）主任技術者（建設業法）主任技術者（建設業法）主任技術者（建設業法）主任技術者（建設業法）

イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上とする。イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上とする。イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上とする。イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上とする。イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上とする。イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上とする。イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上とする。

工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様

工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他

・無　　・有（産業廃棄物マニフェストシステムによる。　　　　　　　　　　　　　）・無　　・有（産業廃棄物マニフェストシステムによる。　　　　　　　　　　　　　）・無　　・有（産業廃棄物マニフェストシステムによる。　　　　　　　　　　　　　）・無　　・有（産業廃棄物マニフェストシステムによる。　　　　　　　　　　　　　）・無　　・有（産業廃棄物マニフェストシステムによる。　　　　　　　　　　　　　）・無　　・有（産業廃棄物マニフェストシステムによる。　　　　　　　　　　　　　）・無　　・有（産業廃棄物マニフェストシステムによる。　　　　　　　　　　　　　）

・有（・配管施工　　・熱絶縁施工）　　・無・有（・配管施工　　・熱絶縁施工）　　・無・有（・配管施工　　・熱絶縁施工）　　・無・有（・配管施工　　・熱絶縁施工）　　・無・有（・配管施工　　・熱絶縁施工）　　・無・有（・配管施工　　・熱絶縁施工）　　・無・有（・配管施工　　・熱絶縁施工）　　・無

イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。

ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。

特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。

イ）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管は次による。イ）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管は次による。イ）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管は次による。イ）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管は次による。イ）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管は次による。イ）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管は次による。イ）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管は次による。

・別途工事　　・本工事（二次側）・別途工事　　・本工事（二次側）・別途工事　　・本工事（二次側）・別途工事　　・本工事（二次側）・別途工事　　・本工事（二次側）・別途工事　　・本工事（二次側）・別途工事　　・本工事（二次側）

・別途工事　　・本工事（一次側）・別途工事　　・本工事（一次側）・別途工事　　・本工事（一次側）・別途工事　　・本工事（一次側）・別途工事　　・本工事（一次側）・別途工事　　・本工事（一次側）・別途工事　　・本工事（一次側）

・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事

・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事

ホ）天井及び壁面に取付ける吹出口、吸込口及び消火栓箱等の下地組み並びにボード類のホ）天井及び壁面に取付ける吹出口、吸込口及び消火栓箱等の下地組み並びにボード類のホ）天井及び壁面に取付ける吹出口、吸込口及び消火栓箱等の下地組み並びにボード類のホ）天井及び壁面に取付ける吹出口、吸込口及び消火栓箱等の下地組み並びにボード類のホ）天井及び壁面に取付ける吹出口、吸込口及び消火栓箱等の下地組み並びにボード類のホ）天井及び壁面に取付ける吹出口、吸込口及び消火栓箱等の下地組み並びにボード類のホ）天井及び壁面に取付ける吹出口、吸込口及び消火栓箱等の下地組み並びにボード類の

　　切込み及び補強は次による。　　切込み及び補強は次による。　　切込み及び補強は次による。　　切込み及び補強は次による。　　切込み及び補強は次による。　　切込み及び補強は次による。　　切込み及び補強は次による。

・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事

・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事・別途工事　　・本工事

ト）機器のコンクリート基礎は次による。ト）機器のコンクリート基礎は次による。ト）機器のコンクリート基礎は次による。ト）機器のコンクリート基礎は次による。ト）機器のコンクリート基礎は次による。ト）機器のコンクリート基礎は次による。ト）機器のコンクリート基礎は次による。

ｂ）屋内設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｂ）屋内設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｂ）屋内設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｂ）屋内設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｂ）屋内設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｂ）屋内設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｂ）屋内設置のもの　　・別途工事　　・本工事

ａ）屋上設置のもの　　・別途工事　　・本工事ａ）屋上設置のもの　　・別途工事　　・本工事ａ）屋上設置のもの　　・別途工事　　・本工事ａ）屋上設置のもの　　・別途工事　　・本工事ａ）屋上設置のもの　　・別途工事　　・本工事ａ）屋上設置のもの　　・別途工事　　・本工事ａ）屋上設置のもの　　・別途工事　　・本工事

ｃ）屋外設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｃ）屋外設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｃ）屋外設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｃ）屋外設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｃ）屋外設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｃ）屋外設置のもの　　・別途工事　　・本工事ｃ）屋外設置のもの　　・別途工事　　・本工事

チ）上記イ）～ト）に必要な位置及び大きさ等は、他工事の施工に支障をきたさない時期チ）上記イ）～ト）に必要な位置及び大きさ等は、他工事の施工に支障をきたさない時期チ）上記イ）～ト）に必要な位置及び大きさ等は、他工事の施工に支障をきたさない時期チ）上記イ）～ト）に必要な位置及び大きさ等は、他工事の施工に支障をきたさない時期チ）上記イ）～ト）に必要な位置及び大きさ等は、他工事の施工に支障をきたさない時期チ）上記イ）～ト）に必要な位置及び大きさ等は、他工事の施工に支障をきたさない時期チ）上記イ）～ト）に必要な位置及び大きさ等は、他工事の施工に支障をきたさない時期

　　までに明示し、監督員と打合せる。　　までに明示し、監督員と打合せる。　　までに明示し、監督員と打合せる。　　までに明示し、監督員と打合せる。　　までに明示し、監督員と打合せる。　　までに明示し、監督員と打合せる。　　までに明示し、監督員と打合せる。

・場内敷均し　　　・構外搬出適切処理・場内敷均し　　　・構外搬出適切処理・場内敷均し　　　・構外搬出適切処理・場内敷均し　　　・構外搬出適切処理・場内敷均し　　　・構外搬出適切処理・場内敷均し　　　・構外搬出適切処理・場内敷均し　　　・構外搬出適切処理

・要（・共通仕様書による　　・図示による）　　・不要・要（・共通仕様書による　　・図示による）　　・不要・要（・共通仕様書による　　・図示による）　　・不要・要（・共通仕様書による　　・図示による）　　・不要・要（・共通仕様書による　　・図示による）　　・不要・要（・共通仕様書による　　・図示による）　　・不要・要（・共通仕様書による　　・図示による）　　・不要

地階、１階にあっては０．４Ｇ、屋上（ペントハウスを含む）にあっては１．０Ｇ、　　　地階、１階にあっては０．４Ｇ、屋上（ペントハウスを含む）にあっては１．０Ｇ、　　　地階、１階にあっては０．４Ｇ、屋上（ペントハウスを含む）にあっては１．０Ｇ、　　　地階、１階にあっては０．４Ｇ、屋上（ペントハウスを含む）にあっては１．０Ｇ、　　　地階、１階にあっては０．４Ｇ、屋上（ペントハウスを含む）にあっては１．０Ｇ、　　　地階、１階にあっては０．４Ｇ、屋上（ペントハウスを含む）にあっては１．０Ｇ、　　　地階、１階にあっては０．４Ｇ、屋上（ペントハウスを含む）にあっては１．０Ｇ、　　　

中間階にあっては０．６Ｇとする。中間階にあっては０．６Ｇとする。中間階にあっては０．６Ｇとする。中間階にあっては０．６Ｇとする。中間階にあっては０．６Ｇとする。中間階にあっては０．６Ｇとする。中間階にあっては０．６Ｇとする。

共通仕様書及び標準図に記載されていない事項は、建築設備耐震設計施工指針（国土共通仕様書及び標準図に記載されていない事項は、建築設備耐震設計施工指針（国土共通仕様書及び標準図に記載されていない事項は、建築設備耐震設計施工指針（国土共通仕様書及び標準図に記載されていない事項は、建築設備耐震設計施工指針（国土共通仕様書及び標準図に記載されていない事項は、建築設備耐震設計施工指針（国土共通仕様書及び標準図に記載されていない事項は、建築設備耐震設計施工指針（国土共通仕様書及び標準図に記載されていない事項は、建築設備耐震設計施工指針（国土

交通省住宅局建築指導可監修）による。交通省住宅局建築指導可監修）による。交通省住宅局建築指導可監修）による。交通省住宅局建築指導可監修）による。交通省住宅局建築指導可監修）による。交通省住宅局建築指導可監修）による。交通省住宅局建築指導可監修）による。

埋設深さは掘さく深さの１／２（幅は１５０㎜以上）とし、色については次による（図３参照）埋設深さは掘さく深さの１／２（幅は１５０㎜以上）とし、色については次による（図３参照）埋設深さは掘さく深さの１／２（幅は１５０㎜以上）とし、色については次による（図３参照）埋設深さは掘さく深さの１／２（幅は１５０㎜以上）とし、色については次による（図３参照）埋設深さは掘さく深さの１／２（幅は１５０㎜以上）とし、色については次による（図３参照）埋設深さは掘さく深さの１／２（幅は１５０㎜以上）とし、色については次による（図３参照）埋設深さは掘さく深さの１／２（幅は１５０㎜以上）とし、色については次による（図３参照）

　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（若草色）　　油（黄）　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（若草色）　　油（黄）　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（若草色）　　油（黄）　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（若草色）　　油（黄）　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（若草色）　　油（黄）　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（若草色）　　油（黄）　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（若草色）　　油（黄）

　　その他については、係員の指示による。　　その他については、係員の指示による。　　その他については、係員の指示による。　　その他については、係員の指示による。　　その他については、係員の指示による。　　その他については、係員の指示による。　　その他については、係員の指示による。

ライニング鋼管の継手ライニング鋼管の継手ライニング鋼管の継手ライニング鋼管の継手ライニング鋼管の継手ライニング鋼管の継手ライニング鋼管の継手

地中埋設及びコン地中埋設及びコン地中埋設及びコン地中埋設及びコン地中埋設及びコン地中埋設及びコン地中埋設及びコン

クリート内の防食クリート内の防食クリート内の防食クリート内の防食クリート内の防食クリート内の防食クリート内の防食

防火区画を貫通する配管防火区画を貫通する配管防火区画を貫通する配管防火区画を貫通する配管防火区画を貫通する配管防火区画を貫通する配管防火区画を貫通する配管

ポンプ電動機の極数ポンプ電動機の極数ポンプ電動機の極数ポンプ電動機の極数ポンプ電動機の極数ポンプ電動機の極数ポンプ電動機の極数

呼び径８０以下は、ねじ接合、１００以上はフランジ接合（工場加工管）とする。呼び径８０以下は、ねじ接合、１００以上はフランジ接合（工場加工管）とする。呼び径８０以下は、ねじ接合、１００以上はフランジ接合（工場加工管）とする。呼び径８０以下は、ねじ接合、１００以上はフランジ接合（工場加工管）とする。呼び径８０以下は、ねじ接合、１００以上はフランジ接合（工場加工管）とする。呼び径８０以下は、ねじ接合、１００以上はフランジ接合（工場加工管）とする。呼び径８０以下は、ねじ接合、１００以上はフランジ接合（工場加工管）とする。

コンクリート内の防食は、防食用ビニールテープ巻（１／２重ね１回巻）とする。コンクリート内の防食は、防食用ビニールテープ巻（１／２重ね１回巻）とする。コンクリート内の防食は、防食用ビニールテープ巻（１／２重ね１回巻）とする。コンクリート内の防食は、防食用ビニールテープ巻（１／２重ね１回巻）とする。コンクリート内の防食は、防食用ビニールテープ巻（１／２重ね１回巻）とする。コンクリート内の防食は、防食用ビニールテープ巻（１／２重ね１回巻）とする。コンクリート内の防食は、防食用ビニールテープ巻（１／２重ね１回巻）とする。

地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ１／２地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ１／２地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ１／２地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ１／２地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ１／２地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ１／２地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ１／２

重ね１回巻を行う。さらに防食用ビニールテープ１／２重ね１回巻きを行う。継手はペ重ね１回巻を行う。さらに防食用ビニールテープ１／２重ね１回巻きを行う。継手はペ重ね１回巻を行う。さらに防食用ビニールテープ１／２重ね１回巻きを行う。継手はペ重ね１回巻を行う。さらに防食用ビニールテープ１／２重ね１回巻きを行う。継手はペ重ね１回巻を行う。さらに防食用ビニールテープ１／２重ね１回巻きを行う。継手はペ重ね１回巻を行う。さらに防食用ビニールテープ１／２重ね１回巻きを行う。継手はペ重ね１回巻を行う。さらに防食用ビニールテープ１／２重ね１回巻きを行う。継手はペ

トロラタム系防食シートにより包み、防食用ビニール粘着テープをまく。トロラタム系防食シートにより包み、防食用ビニール粘着テープをまく。トロラタム系防食シートにより包み、防食用ビニール粘着テープをまく。トロラタム系防食シートにより包み、防食用ビニール粘着テープをまく。トロラタム系防食シートにより包み、防食用ビニール粘着テープをまく。トロラタム系防食シートにより包み、防食用ビニール粘着テープをまく。トロラタム系防食シートにより包み、防食用ビニール粘着テープをまく。

「建築基準法施工令第１１２条第１５項に規定する耐火構造等の防火区画」を貫通する「建築基準法施工令第１１２条第１５項に規定する耐火構造等の防火区画」を貫通する「建築基準法施工令第１１２条第１５項に規定する耐火構造等の防火区画」を貫通する「建築基準法施工令第１１２条第１５項に規定する耐火構造等の防火区画」を貫通する「建築基準法施工令第１１２条第１５項に規定する耐火構造等の防火区画」を貫通する「建築基準法施工令第１１２条第１５項に規定する耐火構造等の防火区画」を貫通する「建築基準法施工令第１１２条第１５項に規定する耐火構造等の防火区画」を貫通する

国土交通省告示第三千百八十三号に該当しない硬質塩化ビニル管は、その貫通する部分からそれぞれ国土交通省告示第三千百八十三号に該当しない硬質塩化ビニル管は、その貫通する部分からそれぞれ国土交通省告示第三千百八十三号に該当しない硬質塩化ビニル管は、その貫通する部分からそれぞれ国土交通省告示第三千百八十三号に該当しない硬質塩化ビニル管は、その貫通する部分からそれぞれ国土交通省告示第三千百八十三号に該当しない硬質塩化ビニル管は、その貫通する部分からそれぞれ国土交通省告示第三千百八十三号に該当しない硬質塩化ビニル管は、その貫通する部分からそれぞれ国土交通省告示第三千百八十三号に該当しない硬質塩化ビニル管は、その貫通する部分からそれぞれ

両側に１ｍ以内の距離にある部分は繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管とする。両側に１ｍ以内の距離にある部分は繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管とする。両側に１ｍ以内の距離にある部分は繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管とする。両側に１ｍ以内の距離にある部分は繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管とする。両側に１ｍ以内の距離にある部分は繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管とする。両側に１ｍ以内の距離にある部分は繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管とする。両側に１ｍ以内の距離にある部分は繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管とする。

・揚水ポンプ　　　極　　・冷温水ポンプ　　　極　　・冷却水ポンプ　　　極・揚水ポンプ　　　極　　・冷温水ポンプ　　　極　　・冷却水ポンプ　　　極・揚水ポンプ　　　極　　・冷温水ポンプ　　　極　　・冷却水ポンプ　　　極・揚水ポンプ　　　極　　・冷温水ポンプ　　　極　　・冷却水ポンプ　　　極・揚水ポンプ　　　極　　・冷温水ポンプ　　　極　　・冷却水ポンプ　　　極・揚水ポンプ　　　極　　・冷温水ポンプ　　　極　　・冷却水ポンプ　　　極・揚水ポンプ　　　極　　・冷温水ポンプ　　　極　　・冷却水ポンプ　　　極

・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　極　　・小型給水ポンプユニット　　　極・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　極　　・小型給水ポンプユニット　　　極・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　極　　・小型給水ポンプユニット　　　極・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　極　　・小型給水ポンプユニット　　　極・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　極　　・小型給水ポンプユニット　　　極・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　極　　・小型給水ポンプユニット　　　極・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　極　　・小型給水ポンプユニット　　　極

・鋼材．ボルトナットの屋外又は多湿ケ所使用の物は溶融亜鉛メッキ（２種３５）又は・鋼材．ボルトナットの屋外又は多湿ケ所使用の物は溶融亜鉛メッキ（２種３５）又は・鋼材．ボルトナットの屋外又は多湿ケ所使用の物は溶融亜鉛メッキ（２種３５）又は・鋼材．ボルトナットの屋外又は多湿ケ所使用の物は溶融亜鉛メッキ（２種３５）又は・鋼材．ボルトナットの屋外又は多湿ケ所使用の物は溶融亜鉛メッキ（２種３５）又は・鋼材．ボルトナットの屋外又は多湿ケ所使用の物は溶融亜鉛メッキ（２種３５）又は・鋼材．ボルトナットの屋外又は多湿ケ所使用の物は溶融亜鉛メッキ（２種３５）又は

掘削深さ（　　㎜以上）の掘削には矢板を使用すること。掘削深さ（　　㎜以上）の掘削には矢板を使用すること。掘削深さ（　　㎜以上）の掘削には矢板を使用すること。掘削深さ（　　㎜以上）の掘削には矢板を使用すること。掘削深さ（　　㎜以上）の掘削には矢板を使用すること。掘削深さ（　　㎜以上）の掘削には矢板を使用すること。掘削深さ（　　㎜以上）の掘削には矢板を使用すること。

　ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）とする。　ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）とする。　ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）とする。　ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）とする。　ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）とする。　ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）とする。　ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）とする。

・洋風大便器（・節水型　　・一般型　　・身体障害者用）・洋風大便器（・節水型　　・一般型　　・身体障害者用）・洋風大便器（・節水型　　・一般型　　・身体障害者用）・洋風大便器（・節水型　　・一般型　　・身体障害者用）・洋風大便器（・節水型　　・一般型　　・身体障害者用）・洋風大便器（・節水型　　・一般型　　・身体障害者用）・洋風大便器（・節水型　　・一般型　　・身体障害者用）

・集合感知方式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・集合感知方式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・集合感知方式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・集合感知方式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・集合感知方式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・集合感知方式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・集合感知方式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）

・タイムスイッチ式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・タイムスイッチ式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・タイムスイッチ式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・タイムスイッチ式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・タイムスイッチ式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・タイムスイッチ式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）・タイムスイッチ式（・自動サイホン式　　・電磁サイホン式　　・電磁洗浄弁）

バキュームブレーカを取付ける。（・節水型　　・一般型　　・低圧型）バキュームブレーカを取付ける。（・節水型　　・一般型　　・低圧型）バキュームブレーカを取付ける。（・節水型　　・一般型　　・低圧型）バキュームブレーカを取付ける。（・節水型　　・一般型　　・低圧型）バキュームブレーカを取付ける。（・節水型　　・一般型　　・低圧型）バキュームブレーカを取付ける。（・節水型　　・一般型　　・低圧型）バキュームブレーカを取付ける。（・節水型　　・一般型　　・低圧型）

・節水コマ付　　・普通コマ付・節水コマ付　　・普通コマ付・節水コマ付　　・普通コマ付・節水コマ付　　・普通コマ付・節水コマ付　　・普通コマ付・節水コマ付　　・普通コマ付・節水コマ付　　・普通コマ付

・普通形　　・盗難防止用形　　・耐食形　　・盗難防止用耐食形　　・身体障害者用・普通形　　・盗難防止用形　　・耐食形　　・盗難防止用耐食形　　・身体障害者用・普通形　　・盗難防止用形　　・耐食形　　・盗難防止用耐食形　　・身体障害者用・普通形　　・盗難防止用形　　・耐食形　　・盗難防止用耐食形　　・身体障害者用・普通形　　・盗難防止用形　　・耐食形　　・盗難防止用耐食形　　・身体障害者用・普通形　　・盗難防止用形　　・耐食形　　・盗難防止用耐食形　　・身体障害者用・普通形　　・盗難防止用形　　・耐食形　　・盗難防止用耐食形　　・身体障害者用

大便器は１組に１個、小便器は２組に１個とする。（・陶器製　　・アクリル製）大便器は１組に１個、小便器は２組に１個とする。（・陶器製　　・アクリル製）大便器は１組に１個、小便器は２組に１個とする。（・陶器製　　・アクリル製）大便器は１組に１個、小便器は２組に１個とする。（・陶器製　　・アクリル製）大便器は１組に１個、小便器は２組に１個とする。（・陶器製　　・アクリル製）大便器は１組に１個、小便器は２組に１個とする。（・陶器製　　・アクリル製）大便器は１組に１個、小便器は２組に１個とする。（・陶器製　　・アクリル製）

ミガキ水栓柱　６０×６０×９００ミガキ水栓柱　６０×６０×９００ミガキ水栓柱　６０×６０×９００ミガキ水栓柱　６０×６０×９００ミガキ水栓柱　６０×６０×９００ミガキ水栓柱　６０×６０×９００ミガキ水栓柱　６０×６０×９００

イ）・鋼管　　・ステンレス鋼管　　・被覆断熱銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管イ）・鋼管　　・ステンレス鋼管　　・被覆断熱銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管イ）・鋼管　　・ステンレス鋼管　　・被覆断熱銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管イ）・鋼管　　・ステンレス鋼管　　・被覆断熱銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管イ）・鋼管　　・ステンレス鋼管　　・被覆断熱銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管イ）・鋼管　　・ステンレス鋼管　　・被覆断熱銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管イ）・鋼管　　・ステンレス鋼管　　・被覆断熱銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管

・保温付被覆銅管　　・保温付ステンレス鋼管・保温付被覆銅管　　・保温付ステンレス鋼管・保温付被覆銅管　　・保温付ステンレス鋼管・保温付被覆銅管　　・保温付ステンレス鋼管・保温付被覆銅管　　・保温付ステンレス鋼管・保温付被覆銅管　　・保温付ステンレス鋼管・保温付被覆銅管　　・保温付ステンレス鋼管

ロ）鋼管使用の場合はＭ管とし、電触防止継手を取付ける。ロ）鋼管使用の場合はＭ管とし、電触防止継手を取付ける。ロ）鋼管使用の場合はＭ管とし、電触防止継手を取付ける。ロ）鋼管使用の場合はＭ管とし、電触防止継手を取付ける。ロ）鋼管使用の場合はＭ管とし、電触防止継手を取付ける。ロ）鋼管使用の場合はＭ管とし、電触防止継手を取付ける。ロ）鋼管使用の場合はＭ管とし、電触防止継手を取付ける。

オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。

プレッシャーコントロール（・取りつける　　・取りつけない）プレッシャーコントロール（・取りつける　　・取りつけない）プレッシャーコントロール（・取りつける　　・取りつけない）プレッシャーコントロール（・取りつける　　・取りつけない）プレッシャーコントロール（・取りつける　　・取りつけない）プレッシャーコントロール（・取りつける　　・取りつけない）プレッシャーコントロール（・取りつける　　・取りつけない）

ＪＩＳＧ４３０５ＪＩＳＧ４３０５ＪＩＳＧ４３０５ＪＩＳＧ４３０５ＪＩＳＧ４３０５ＪＩＳＧ４３０５ＪＩＳＧ４３０５排気筒は、　　　　　　　による　　　　　（厚さ　　　㎜以上）、煙突は　　　　　　　排気筒は、　　　　　　　による　　　　　（厚さ　　　㎜以上）、煙突は　　　　　　　排気筒は、　　　　　　　による　　　　　（厚さ　　　㎜以上）、煙突は　　　　　　　排気筒は、　　　　　　　による　　　　　（厚さ　　　㎜以上）、煙突は　　　　　　　排気筒は、　　　　　　　による　　　　　（厚さ　　　㎜以上）、煙突は　　　　　　　排気筒は、　　　　　　　による　　　　　（厚さ　　　㎜以上）、煙突は　　　　　　　排気筒は、　　　　　　　による　　　　　（厚さ　　　㎜以上）、煙突は　　　　　　　０．５０．５０．５０．５０．５０．５０．５ＳＵＳ３０４ＳＵＳ３０４ＳＵＳ３０４ＳＵＳ３０４ＳＵＳ３０４ＳＵＳ３０４ＳＵＳ３０４

２．３２．３２．３２．３２．３２．３２．３による鋼板製（厚さ　　　㎜以上）とし、保温材はロックウール　　　　　　　とする。による鋼板製（厚さ　　　㎜以上）とし、保温材はロックウール　　　　　　　とする。による鋼板製（厚さ　　　㎜以上）とし、保温材はロックウール　　　　　　　とする。による鋼板製（厚さ　　　㎜以上）とし、保温材はロックウール　　　　　　　とする。による鋼板製（厚さ　　　㎜以上）とし、保温材はロックウール　　　　　　　とする。による鋼板製（厚さ　　　㎜以上）とし、保温材はロックウール　　　　　　　とする。による鋼板製（厚さ　　　㎜以上）とし、保温材はロックウール　　　　　　　とする。ＪＩＳＡ９５０５ＪＩＳＡ９５０５ＪＩＳＡ９５０５ＪＩＳＡ９５０５ＪＩＳＡ９５０５ＪＩＳＡ９５０５ＪＩＳＡ９５０５

イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）

ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）

・ステンレスクラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製・ステンレスクラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製・ステンレスクラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製・ステンレスクラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製・ステンレスクラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製・ステンレスクラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製・ステンレスクラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製

・瞬間式　　・貯湯式　　・ガス　　・灯油　　・電気・瞬間式　　・貯湯式　　・ガス　　・灯油　　・電気・瞬間式　　・貯湯式　　・ガス　　・灯油　　・電気・瞬間式　　・貯湯式　　・ガス　　・灯油　　・電気・瞬間式　　・貯湯式　　・ガス　　・灯油　　・電気・瞬間式　　・貯湯式　　・ガス　　・灯油　　・電気・瞬間式　　・貯湯式　　・ガス　　・灯油　　・電気

屋内消火栓のホース掛屋内消火栓のホース掛屋内消火栓のホース掛屋内消火栓のホース掛屋内消火栓のホース掛屋内消火栓のホース掛屋内消火栓のホース掛

消火ポンプの基礎消火ポンプの基礎消火ポンプの基礎消火ポンプの基礎消火ポンプの基礎消火ポンプの基礎消火ポンプの基礎

消火ポンプ付属品消火ポンプ付属品消火ポンプ付属品消火ポンプ付属品消火ポンプ付属品消火ポンプ付属品消火ポンプ付属品

フード弁・呼水槽及びフード弁・呼水槽及びフード弁・呼水槽及びフード弁・呼水槽及びフード弁・呼水槽及びフード弁・呼水槽及びフード弁・呼水槽及び

サクションカバーサクションカバーサクションカバーサクションカバーサクションカバーサクションカバーサクションカバー

屋内消火栓弁屋内消火栓弁屋内消火栓弁屋内消火栓弁屋内消火栓弁屋内消火栓弁屋内消火栓弁

保温保温保温保温保温保温保温

管類管類管類管類管類管類管類

・くし形　　・かご形・くし形　　・かご形・くし形　　・かご形・くし形　　・かご形・くし形　　・かご形・くし形　　・かご形・くし形　　・かご形

・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎・標準基礎　　・防振基礎

・瞬間流量計（配管共）　　・逃し配管（弁共）・瞬間流量計（配管共）　　・逃し配管（弁共）・瞬間流量計（配管共）　　・逃し配管（弁共）・瞬間流量計（配管共）　　・逃し配管（弁共）・瞬間流量計（配管共）　　・逃し配管（弁共）・瞬間流量計（配管共）　　・逃し配管（弁共）・瞬間流量計（配管共）　　・逃し配管（弁共）

イ）・配管用炭素鋼鋼管（白）（屋内）　　・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（白）（屋外）イ）・配管用炭素鋼鋼管（白）（屋内）　　・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（白）（屋外）イ）・配管用炭素鋼鋼管（白）（屋内）　　・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（白）（屋外）イ）・配管用炭素鋼鋼管（白）（屋内）　　・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（白）（屋外）イ）・配管用炭素鋼鋼管（白）（屋内）　　・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（白）（屋外）イ）・配管用炭素鋼鋼管（白）（屋内）　　・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（白）（屋外）イ）・配管用炭素鋼鋼管（白）（屋内）　　・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（白）（屋外）

ロ）二酸化炭素消火用管は、圧力配管用炭素鋼鋼管スケジュール８０以上とする。ロ）二酸化炭素消火用管は、圧力配管用炭素鋼鋼管スケジュール８０以上とする。ロ）二酸化炭素消火用管は、圧力配管用炭素鋼鋼管スケジュール８０以上とする。ロ）二酸化炭素消火用管は、圧力配管用炭素鋼鋼管スケジュール８０以上とする。ロ）二酸化炭素消火用管は、圧力配管用炭素鋼鋼管スケジュール８０以上とする。ロ）二酸化炭素消火用管は、圧力配管用炭素鋼鋼管スケジュール８０以上とする。ロ）二酸化炭素消火用管は、圧力配管用炭素鋼鋼管スケジュール８０以上とする。

・コンクリート製　　　　　　　・鋳鉄製格子蓋・コンクリート製　　　　　　　・鋳鉄製格子蓋・コンクリート製　　　　　　　・鋳鉄製格子蓋・コンクリート製　　　　　　　・鋳鉄製格子蓋・コンクリート製　　　　　　　・鋳鉄製格子蓋・コンクリート製　　　　　　　・鋳鉄製格子蓋・コンクリート製　　　　　　　・鋳鉄製格子蓋

・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）

・ビニル製伸縮継手・ビニル製伸縮継手・ビニル製伸縮継手・ビニル製伸縮継手・ビニル製伸縮継手・ビニル製伸縮継手・ビニル製伸縮継手

・排水流し下のビニール製排水管には差込（ＶＶ）ソケットを使用すること。・排水流し下のビニール製排水管には差込（ＶＶ）ソケットを使用すること。・排水流し下のビニール製排水管には差込（ＶＶ）ソケットを使用すること。・排水流し下のビニール製排水管には差込（ＶＶ）ソケットを使用すること。・排水流し下のビニール製排水管には差込（ＶＶ）ソケットを使用すること。・排水流し下のビニール製排水管には差込（ＶＶ）ソケットを使用すること。・排水流し下のビニール製排水管には差込（ＶＶ）ソケットを使用すること。

・日本阻集器工業会の認定を受けたものとする。・日本阻集器工業会の認定を受けたものとする。・日本阻集器工業会の認定を受けたものとする。・日本阻集器工業会の認定を受けたものとする。・日本阻集器工業会の認定を受けたものとする。・日本阻集器工業会の認定を受けたものとする。・日本阻集器工業会の認定を受けたものとする。グリーストラップグリーストラップグリーストラップグリーストラップグリーストラップグリーストラップグリーストラップ

差込ソケット（ＶＶ）差込ソケット（ＶＶ）差込ソケット（ＶＶ）差込ソケット（ＶＶ）差込ソケット（ＶＶ）差込ソケット（ＶＶ）差込ソケット（ＶＶ）

伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手

・コンクリート製　　　　　　　・レジコン蓋・コンクリート製　　　　　　　・レジコン蓋・コンクリート製　　　　　　　・レジコン蓋・コンクリート製　　　　　　　・レジコン蓋・コンクリート製　　　　　　　・レジコン蓋・コンクリート製　　　　　　　・レジコン蓋・コンクリート製　　　　　　　・レジコン蓋

洗面器及び手洗器に直結する排水管は鉛管とし寸法は器具トラップよりワンサイズアップ洗面器及び手洗器に直結する排水管は鉛管とし寸法は器具トラップよりワンサイズアップ洗面器及び手洗器に直結する排水管は鉛管とし寸法は器具トラップよりワンサイズアップ洗面器及び手洗器に直結する排水管は鉛管とし寸法は器具トラップよりワンサイズアップ洗面器及び手洗器に直結する排水管は鉛管とし寸法は器具トラップよりワンサイズアップ洗面器及び手洗器に直結する排水管は鉛管とし寸法は器具トラップよりワンサイズアップ洗面器及び手洗器に直結する排水管は鉛管とし寸法は器具トラップよりワンサイズアップ

とする。ＢＬ型流しの床上露出部分の配管はビニル管（ＶＰ）でもよい。とする。ＢＬ型流しの床上露出部分の配管はビニル管（ＶＰ）でもよい。とする。ＢＬ型流しの床上露出部分の配管はビニル管（ＶＰ）でもよい。とする。ＢＬ型流しの床上露出部分の配管はビニル管（ＶＰ）でもよい。とする。ＢＬ型流しの床上露出部分の配管はビニル管（ＶＰ）でもよい。とする。ＢＬ型流しの床上露出部分の配管はビニル管（ＶＰ）でもよい。とする。ＢＬ型流しの床上露出部分の配管はビニル管（ＶＰ）でもよい。

排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は４５゜２回曲りとする。排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は４５゜２回曲りとする。排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は４５゜２回曲りとする。排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は４５゜２回曲りとする。排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は４５゜２回曲りとする。排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は４５゜２回曲りとする。排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は４５゜２回曲りとする。

・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）・ＭＨＤ形（安全荷重５ｔ）　　・ＭＨＢ形（安全荷重０．５ｔ）　　・ＭＨＡ形（安全荷重１．５ｔ）

床上掃除口直下の曲管床上掃除口直下の曲管床上掃除口直下の曲管床上掃除口直下の曲管床上掃除口直下の曲管床上掃除口直下の曲管床上掃除口直下の曲管

インバート桝ふたインバート桝ふたインバート桝ふたインバート桝ふたインバート桝ふたインバート桝ふたインバート桝ふた

洗面器等の排水管洗面器等の排水管洗面器等の排水管洗面器等の排水管洗面器等の排水管洗面器等の排水管洗面器等の排水管

特記以外ＪＩＳ５　　　　　　とする。特記以外ＪＩＳ５　　　　　　とする。特記以外ＪＩＳ５　　　　　　とする。特記以外ＪＩＳ５　　　　　　とする。特記以外ＪＩＳ５　　　　　　とする。特記以外ＪＩＳ５　　　　　　とする。特記以外ＪＩＳ５　　　　　　とする。

・ヒューム管（・ソケット接合　　・カラー接合）・ヒューム管（・ソケット接合　　・カラー接合）・ヒューム管（・ソケット接合　　・カラー接合）・ヒューム管（・ソケット接合　　・カラー接合）・ヒューム管（・ソケット接合　　・カラー接合）・ヒューム管（・ソケット接合　　・カラー接合）・ヒューム管（・ソケット接合　　・カラー接合）

　　　　　・スクリュー形接合）　　　　　・スクリュー形接合）　　　　　・スクリュー形接合）　　　　　・スクリュー形接合）　　　　　・スクリュー形接合）　　　　　・スクリュー形接合）　　　　　・スクリュー形接合）

・鋳鉄管（・ゴム接合　　・コーキング接合　　・メカニカル接合・鋳鉄管（・ゴム接合　　・コーキング接合　　・メカニカル接合・鋳鉄管（・ゴム接合　　・コーキング接合　　・メカニカル接合・鋳鉄管（・ゴム接合　　・コーキング接合　　・メカニカル接合・鋳鉄管（・ゴム接合　　・コーキング接合　　・メカニカル接合・鋳鉄管（・ゴム接合　　・コーキング接合　　・メカニカル接合・鋳鉄管（・ゴム接合　　・コーキング接合　　・メカニカル接合

・鋼管（・ねじ込み式　　・可とう継手　　・ＭＤ継手）・鋼管（・ねじ込み式　　・可とう継手　　・ＭＤ継手）・鋼管（・ねじ込み式　　・可とう継手　　・ＭＤ継手）・鋼管（・ねじ込み式　　・可とう継手　　・ＭＤ継手）・鋼管（・ねじ込み式　　・可とう継手　　・ＭＤ継手）・鋼管（・ねじ込み式　　・可とう継手　　・ＭＤ継手）・鋼管（・ねじ込み式　　・可とう継手　　・ＭＤ継手）

・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管

・雑排水用鋳鉄管　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・雑排水用鋳鉄管　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・雑排水用鋳鉄管　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・雑排水用鋳鉄管　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・雑排水用鋳鉄管　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・雑排水用鋳鉄管　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・雑排水用鋳鉄管　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・排水用ライニング鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・排水用ライニング鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・排水用ライニング鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・排水用ライニング鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・排水用ライニング鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・排水用ライニング鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・排水用ライニング鋼管

・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・ポリ粉体鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・ポリ粉体鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・ポリ粉体鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・ポリ粉体鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・ポリ粉体鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・ポリ粉体鋼管・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管　　・ポリ粉体鋼管

・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

ｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍ

・その他の部分　ＪＩＳ（・５　　　　　　　　　・１０　　　　　　）・その他の部分　ＪＩＳ（・５　　　　　　　　　・１０　　　　　　）・その他の部分　ＪＩＳ（・５　　　　　　　　　・１０　　　　　　）・その他の部分　ＪＩＳ（・５　　　　　　　　　・１０　　　　　　）・その他の部分　ＪＩＳ（・５　　　　　　　　　・１０　　　　　　）・その他の部分　ＪＩＳ（・５　　　　　　　　　・１０　　　　　　）・その他の部分　ＪＩＳ（・５　　　　　　　　　・１０　　　　　　）

イ）防振継手　　ロ）可とう継手　　ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）イ）防振継手　　ロ）可とう継手　　ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）イ）防振継手　　ロ）可とう継手　　ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）イ）防振継手　　ロ）可とう継手　　ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）イ）防振継手　　ロ）可とう継手　　ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）イ）防振継手　　ロ）可とう継手　　ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）イ）防振継手　　ロ）可とう継手　　ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）

　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）

　　　　　　・硬質塩ビ内外面ライニング鋼管（ＶＤＫ）　　　　　　・硬質塩ビ内外面ライニング鋼管（ＶＤＫ）　　　　　　・硬質塩ビ内外面ライニング鋼管（ＶＤＫ）　　　　　　・硬質塩ビ内外面ライニング鋼管（ＶＤＫ）　　　　　　・硬質塩ビ内外面ライニング鋼管（ＶＤＫ）　　　　　　・硬質塩ビ内外面ライニング鋼管（ＶＤＫ）　　　　　　・硬質塩ビ内外面ライニング鋼管（ＶＤＫ）

・屋内　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・　　　　　）・屋内　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・　　　　　）・屋内　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・　　　　　）・屋内　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・　　　　　）・屋内　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・　　　　　）・屋内　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・　　　　　）・屋内　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・　　　　　）

・屋外　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・ＨＩＶＰ　）・屋外　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・ＨＩＶＰ　）・屋外　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・ＨＩＶＰ　）・屋外　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・ＨＩＶＰ　）・屋外　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・ＨＩＶＰ　）・屋外　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・ＨＩＶＰ　）・屋外　　　・ライニング鋼管（・ＶＢＫ　　・ＨＩＶＰ　）

・一般敷地（・３００㎜　　・４５０㎜）　　・一般敷地（・３００㎜　　・４５０㎜）　　・一般敷地（・３００㎜　　・４５０㎜）　　・一般敷地（・３００㎜　　・４５０㎜）　　・一般敷地（・３００㎜　　・４５０㎜）　　・一般敷地（・３００㎜　　・４５０㎜）　　・一般敷地（・３００㎜　　・４５０㎜）　　

他の設備項目の適用他の設備項目の適用他の設備項目の適用他の設備項目の適用他の設備項目の適用他の設備項目の適用他の設備項目の適用

２２２２２２２

・水道直結部分　ＪＩＳ（・１０　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）・水道直結部分　ＪＩＳ（・１０　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）・水道直結部分　ＪＩＳ（・１０　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）・水道直結部分　ＪＩＳ（・１０　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）・水道直結部分　ＪＩＳ（・１０　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）・水道直結部分　ＪＩＳ（・１０　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）・水道直結部分　ＪＩＳ（・１０　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）

・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁と・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁と・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁と・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁と・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁と・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁と・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁と

　し、（管端防食継手の規定）に準じた管端コアを備えたものとする。　し、（管端防食継手の規定）に準じた管端コアを備えたものとする。　し、（管端防食継手の規定）に準じた管端コアを備えたものとする。　し、（管端防食継手の規定）に準じた管端コアを備えたものとする。　し、（管端防食継手の規定）に準じた管端コアを備えたものとする。　し、（管端防食継手の規定）に準じた管端コアを備えたものとする。　し、（管端防食継手の規定）に準じた管端コアを備えたものとする。

・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。

・国土交通省型・国土交通省型・国土交通省型・国土交通省型・国土交通省型・国土交通省型・国土交通省型

・水道事業者指定品（・貸与品　　・買取り）・水道事業者指定品（・貸与品　　・買取り）・水道事業者指定品（・貸与品　　・買取り）・水道事業者指定品（・貸与品　　・買取り）・水道事業者指定品（・貸与品　　・買取り）・水道事業者指定品（・貸与品　　・買取り）・水道事業者指定品（・貸与品　　・買取り）

・子メーター（・貸与品　　・買取り）・子メーター（・貸与品　　・買取り）・子メーター（・貸与品　　・買取り）・子メーター（・貸与品　　・買取り）・子メーター（・貸与品　　・買取り）・子メーター（・貸与品　　・買取り）・子メーター（・貸与品　　・買取り）

・親メーター（・貸与品　　・買取り）　　・既設量水器移設・親メーター（・貸与品　　・買取り）　　・既設量水器移設・親メーター（・貸与品　　・買取り）　　・既設量水器移設・親メーター（・貸与品　　・買取り）　　・既設量水器移設・親メーター（・貸与品　　・買取り）　　・既設量水器移設・親メーター（・貸与品　　・買取り）　　・既設量水器移設・親メーター（・貸与品　　・買取り）　　・既設量水器移設

　　　　　　・水道用硬質塩化ビニル管　　　　　　・水道用硬質塩化ビニル管　　　　　　・水道用硬質塩化ビニル管　　　　　　・水道用硬質塩化ビニル管　　　　　　・水道用硬質塩化ビニル管　　　　　　・水道用硬質塩化ビニル管　　　　　　・水道用硬質塩化ビニル管

保温種別保温種別保温種別保温種別保温種別保温種別保温種別

区別区別区別区別区別区別区別

給湯給湯給湯給湯給湯給湯給湯消火消火消火消火消火消火消火排水排水排水排水排水排水排水

管管管管管管管 管管管管管管管 管管管管管管管

給水給水給水給水給水給水給水

管管管管管管管

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所

給給給給給給給
屋内露出屋内露出屋内露出屋内露出屋内露出屋内露出屋内露出 綿布綿布綿布綿布綿布綿布綿布

保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒
２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線 原紙原紙原紙原紙原紙原紙原紙３．３．３．３．３．３．３． ４．４．４．４．４．４．４．１．１．１．１．１．１．１． 塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装５．５．５．５．５．５．５．

排排排排排排排

水水水水水水水
機械室・倉庫機械室・倉庫機械室・倉庫機械室・倉庫機械室・倉庫機械室・倉庫機械室・倉庫

保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒
２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線 原紙原紙原紙原紙原紙原紙原紙３．３．３．３．３．３．３． ４．４．４．４．４．４．４．１．１．１．１．１．１．１．

クロスクロスクロスクロスクロスクロスクロス

衛衛衛衛衛衛衛

生生生生生生生
保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒

２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線 ３．３．３．３．３．３．３．１．１．１．１．１．１．１．
クロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスプールピット内空隙壁中プールピット内空隙壁中プールピット内空隙壁中プールピット内空隙壁中プールピット内空隙壁中プールピット内空隙壁中プールピット内空隙壁中

アスファルトアスファルトアスファルトアスファルトアスファルトアスファルトアスファルト
設設設設設設設 床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内

保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒
２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線 ３．３．３．３．３．３．３． ４．４．４．４．４．４．４．１．１．１．１．１．１．１． 防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布

フィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
５．５．５．５．５．５．５．

プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー

備備備備備備備

）） ）） ）） ） 保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒
２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線 ３．３．３．３．３．３．３． ４．４．４．４．４．４．４．１．１．１．１．１．１．１． 防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布防水麻布

フィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
５．５．５．５．５．５．５．

アスファルトアスファルトアスファルトアスファルトアスファルトアスファルトアスファルト

プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー　コンクリート内　コンクリート内　コンクリート内　コンクリート内　コンクリート内　コンクリート内　コンクリート内

管管管管管管管

類類類類類類類
屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所 ２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線 ３．３．３．３．３．３．３． ４．４．４．４．４．４．４．１．１．１．１．１．１．１．

鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管フィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム

（（ （（ （（ （ 屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所屋外露出・多湿箇所 ２．粘着テープ２．粘着テープ２．粘着テープ２．粘着テープ２．粘着テープ２．粘着テープ２．粘着テープ ３．３．３．３．３．３．３． ４．４．４．４．４．４．４．１．１．１．１．１．１．１．
鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管フィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム

多湿箇所多湿箇所多湿箇所多湿箇所多湿箇所多湿箇所多湿箇所 ２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線２．鉄線 ３．３．３．３．３．３．３． ４．４．４．４．４．４．４．１．１．１．１．１．１．１．
鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管フィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒

　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール

フォーム保温筒フォーム保温筒フォーム保温筒フォーム保温筒フォーム保温筒フォーム保温筒フォーム保温筒

ポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレン

保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒保温筒

　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール

　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール

ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

アルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラス

Ｐ－1Ｐ－1Ｐ－1Ｐ－1Ｐ－1Ｐ－1Ｐ－1

植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）

直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1

既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッター既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッター既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッター既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッター既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッター既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッター既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッター

　　圧縮強度試験成績書を提出すること。　　圧縮強度試験成績書を提出すること。　　圧縮強度試験成績書を提出すること。　　圧縮強度試験成績書を提出すること。　　圧縮強度試験成績書を提出すること。　　圧縮強度試験成績書を提出すること。　　圧縮強度試験成績書を提出すること。

建物内汚水と雑排水建物内汚水と雑排水建物内汚水と雑排水建物内汚水と雑排水建物内汚水と雑排水建物内汚水と雑排水建物内汚水と雑排水 ・・・・・・・（　分流　　合流）（　分流　　合流）（　分流　　合流）（　分流　　合流）（　分流　　合流）（　分流　　合流）（　分流　　合流）・・・・・・・

放流水質放流水質放流水質放流水質放流水質放流水質放流水質 ＢＯＤ　　　ｍｇ／㍑ＢＯＤ　　　ｍｇ／㍑ＢＯＤ　　　ｍｇ／㍑ＢＯＤ　　　ｍｇ／㍑ＢＯＤ　　　ｍｇ／㍑ＢＯＤ　　　ｍｇ／㍑ＢＯＤ　　　ｍｇ／㍑ 小規模合併処理小規模合併処理小規模合併処理小規模合併処理小規模合併処理小規模合併処理小規模合併処理

植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）植木桜づつみ公園整備工事（管理棟機械設備工事）

直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1直方市大字植木4137－1

（十五）項（十五）項（十五）項（十五）項（十五）項（十五）項（十五）項管理棟建屋管理棟建屋管理棟建屋管理棟建屋管理棟建屋管理棟建屋管理棟建屋

ニ）外壁に取付けるガラリは次による。ニ）外壁に取付けるガラリは次による。ニ）外壁に取付けるガラリは次による。ニ）外壁に取付けるガラリは次による。ニ）外壁に取付けるガラリは次による。ニ）外壁に取付けるガラリは次による。ニ）外壁に取付けるガラリは次による。

ロ）別途工事の盤類への渡り配線の接続は次による。ロ）別途工事の盤類への渡り配線の接続は次による。ロ）別途工事の盤類への渡り配線の接続は次による。ロ）別途工事の盤類への渡り配線の接続は次による。ロ）別途工事の盤類への渡り配線の接続は次による。ロ）別途工事の盤類への渡り配線の接続は次による。ロ）別途工事の盤類への渡り配線の接続は次による。

ハ）補強を必要とするコンクリート壁、床及び梁等における設備機器（盤類、風道、消火栓ハ）補強を必要とするコンクリート壁、床及び梁等における設備機器（盤類、風道、消火栓ハ）補強を必要とするコンクリート壁、床及び梁等における設備機器（盤類、風道、消火栓ハ）補強を必要とするコンクリート壁、床及び梁等における設備機器（盤類、風道、消火栓ハ）補強を必要とするコンクリート壁、床及び梁等における設備機器（盤類、風道、消火栓ハ）補強を必要とするコンクリート壁、床及び梁等における設備機器（盤類、風道、消火栓ハ）補強を必要とするコンクリート壁、床及び梁等における設備機器（盤類、風道、消火栓

　　箱、配管、吹出口、吸込口、換気扇、大便器等）の箱入れ及び貫通スリーブは次による。　　箱、配管、吹出口、吸込口、換気扇、大便器等）の箱入れ及び貫通スリーブは次による。　　箱、配管、吹出口、吸込口、換気扇、大便器等）の箱入れ及び貫通スリーブは次による。　　箱、配管、吹出口、吸込口、換気扇、大便器等）の箱入れ及び貫通スリーブは次による。　　箱、配管、吹出口、吸込口、換気扇、大便器等）の箱入れ及び貫通スリーブは次による。　　箱、配管、吹出口、吸込口、換気扇、大便器等）の箱入れ及び貫通スリーブは次による。　　箱、配管、吹出口、吸込口、換気扇、大便器等）の箱入れ及び貫通スリーブは次による。

　　ただし、補強は別途建築工事とする。（補強を要しないものは、梁成の１／１０以下か　　ただし、補強は別途建築工事とする。（補強を要しないものは、梁成の１／１０以下か　　ただし、補強は別途建築工事とする。（補強を要しないものは、梁成の１／１０以下か　　ただし、補強は別途建築工事とする。（補強を要しないものは、梁成の１／１０以下か　　ただし、補強は別途建築工事とする。（補強を要しないものは、梁成の１／１０以下か　　ただし、補強は別途建築工事とする。（補強を要しないものは、梁成の１／１０以下か　　ただし、補強は別途建築工事とする。（補強を要しないものは、梁成の１／１０以下か

ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。

ハ）電動機の周波数は、６０Ｈ　とする。ハ）電動機の周波数は、６０Ｈ　とする。ハ）電動機の周波数は、６０Ｈ　とする。ハ）電動機の周波数は、６０Ｈ　とする。ハ）電動機の周波数は、６０Ｈ　とする。ハ）電動機の周波数は、６０Ｈ　とする。ハ）電動機の周波数は、６０Ｈ　とする。ＺＺＺＺＺＺＺ

この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続

などの費用は、すべて請負者の負担とする。などの費用は、すべて請負者の負担とする。などの費用は、すべて請負者の負担とする。などの費用は、すべて請負者の負担とする。などの費用は、すべて請負者の負担とする。などの費用は、すべて請負者の負担とする。などの費用は、すべて請負者の負担とする。

この工事に使用する機材は、係員の承諾を受ける。この工事に使用する機材は、係員の承諾を受ける。この工事に使用する機材は、係員の承諾を受ける。この工事に使用する機材は、係員の承諾を受ける。この工事に使用する機材は、係員の承諾を受ける。この工事に使用する機材は、係員の承諾を受ける。この工事に使用する機材は、係員の承諾を受ける。

・和風大便器（・節水型　　・一般型）　　・耐火カバー　　・和風簡易水洗便器・和風大便器（・節水型　　・一般型）　　・耐火カバー　　・和風簡易水洗便器・和風大便器（・節水型　　・一般型）　　・耐火カバー　　・和風簡易水洗便器・和風大便器（・節水型　　・一般型）　　・耐火カバー　　・和風簡易水洗便器・和風大便器（・節水型　　・一般型）　　・耐火カバー　　・和風簡易水洗便器・和風大便器（・節水型　　・一般型）　　・耐火カバー　　・和風簡易水洗便器・和風大便器（・節水型　　・一般型）　　・耐火カバー　　・和風簡易水洗便器

・壁掛小便器・壁掛小便器・壁掛小便器・壁掛小便器・壁掛小便器・壁掛小便器・壁掛小便器

・ストール小便器（・固定式トラップ　　・着脱式トラップ）・ストール小便器（・固定式トラップ　　・着脱式トラップ）・ストール小便器（・固定式トラップ　　・着脱式トラップ）・ストール小便器（・固定式トラップ　　・着脱式トラップ）・ストール小便器（・固定式トラップ　　・着脱式トラップ）・ストール小便器（・固定式トラップ　　・着脱式トラップ）・ストール小便器（・固定式トラップ　　・着脱式トラップ）

・壁掛ストール小便器・壁掛ストール小便器・壁掛ストール小便器・壁掛ストール小便器・壁掛ストール小便器・壁掛ストール小便器・壁掛ストール小便器

２２２２２２２
ｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍｋｇｆ／ｃｍ

ガス湯沸器の付属品ガス湯沸器の付属品ガス湯沸器の付属品ガス湯沸器の付属品ガス湯沸器の付属品ガス湯沸器の付属品ガス湯沸器の付属品

工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲

ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器

・都市ガス　発熱量　　　Ｋ・都市ガス　発熱量　　　Ｋ・都市ガス　発熱量　　　Ｋ・都市ガス　発熱量　　　Ｋ・都市ガス　発熱量　　　Ｋ・都市ガス　発熱量　　　Ｋ・都市ガス　発熱量　　　Ｋ ｃａｌ／ｍｃａｌ／ｍｃａｌ／ｍｃａｌ／ｍｃａｌ／ｍｃａｌ／ｍｃａｌ／ｍ３３３３３３３ ・液化石油ガス・液化石油ガス・液化石油ガス・液化石油ガス・液化石油ガス・液化石油ガス・液化石油ガス

・ガス供給事業者のガス供給規定による　　・配管用炭素鋼鋼管（白）（・屋内　　・屋外）・ガス供給事業者のガス供給規定による　　・配管用炭素鋼鋼管（白）（・屋内　　・屋外）・ガス供給事業者のガス供給規定による　　・配管用炭素鋼鋼管（白）（・屋内　　・屋外）・ガス供給事業者のガス供給規定による　　・配管用炭素鋼鋼管（白）（・屋内　　・屋外）・ガス供給事業者のガス供給規定による　　・配管用炭素鋼鋼管（白）（・屋内　　・屋外）・ガス供給事業者のガス供給規定による　　・配管用炭素鋼鋼管（白）（・屋内　　・屋外）・ガス供給事業者のガス供給規定による　　・配管用炭素鋼鋼管（白）（・屋内　　・屋外）

・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（・屋内　　・屋外）　　・ポリエチレン被覆鋼管・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（・屋内　　・屋外）　　・ポリエチレン被覆鋼管・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（・屋内　　・屋外）　　・ポリエチレン被覆鋼管・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（・屋内　　・屋外）　　・ポリエチレン被覆鋼管・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（・屋内　　・屋外）　　・ポリエチレン被覆鋼管・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（・屋内　　・屋外）　　・ポリエチレン被覆鋼管・硬質塩ビ外面ライニング鋼管（・屋内　　・屋外）　　・ポリエチレン被覆鋼管

・ポリエチレン管ＪＩＳＫ６７７４・ポリエチレン管ＪＩＳＫ６７７４・ポリエチレン管ＪＩＳＫ６７７４・ポリエチレン管ＪＩＳＫ６７７４・ポリエチレン管ＪＩＳＫ６７７４・ポリエチレン管ＪＩＳＫ６７７４・ポリエチレン管ＪＩＳＫ６７７４

　　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。　　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。　　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。　　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。　　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。　　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。　　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）

ロ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　・本工事）ロ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　・本工事）ロ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　・本工事）ロ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　・本工事）ロ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　・本工事）ロ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　・本工事）ロ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　・本工事）

ハ）ボンベ置場のコンクリート基礎（・別途工事　　・本工事）ハ）ボンベ置場のコンクリート基礎（・別途工事　　・本工事）ハ）ボンベ置場のコンクリート基礎（・別途工事　　・本工事）ハ）ボンベ置場のコンクリート基礎（・別途工事　　・本工事）ハ）ボンベ置場のコンクリート基礎（・別途工事　　・本工事）ハ）ボンベ置場のコンクリート基礎（・別途工事　　・本工事）ハ）ボンベ置場のコンクリート基礎（・別途工事　　・本工事）

・本工事　　・別途ガス供給事業者責任施工・本工事　　・別途ガス供給事業者責任施工・本工事　　・別途ガス供給事業者責任施工・本工事　　・別途ガス供給事業者責任施工・本工事　　・別途ガス供給事業者責任施工・本工事　　・別途ガス供給事業者責任施工・本工事　　・別途ガス供給事業者責任施工

・単体型　　・外部警報装置付　　・防湿型　　※ガス漏れ警報器工事は、別途電気工事・単体型　　・外部警報装置付　　・防湿型　　※ガス漏れ警報器工事は、別途電気工事・単体型　　・外部警報装置付　　・防湿型　　※ガス漏れ警報器工事は、別途電気工事・単体型　　・外部警報装置付　　・防湿型　　※ガス漏れ警報器工事は、別途電気工事・単体型　　・外部警報装置付　　・防湿型　　※ガス漏れ警報器工事は、別途電気工事・単体型　　・外部警報装置付　　・防湿型　　※ガス漏れ警報器工事は、別途電気工事・単体型　　・外部警報装置付　　・防湿型　　※ガス漏れ警報器工事は、別途電気工事

・可とう継手及び点検用桝を設置する。　　・スライドジョイント・可とう継手及び点検用桝を設置する。　　・スライドジョイント・可とう継手及び点検用桝を設置する。　　・スライドジョイント・可とう継手及び点検用桝を設置する。　　・スライドジョイント・可とう継手及び点検用桝を設置する。　　・スライドジョイント・可とう継手及び点検用桝を設置する。　　・スライドジョイント・可とう継手及び点検用桝を設置する。　　・スライドジョイント

天井内・ＰＳ内天井内・ＰＳ内天井内・ＰＳ内天井内・ＰＳ内天井内・ＰＳ内天井内・ＰＳ内天井内・ＰＳ内

床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内床下・暗渠内

アルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラスアルミガラス

ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール

　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール

　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール

　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール　　グラスウール

屋外埋設管施工要領屋外埋設管施工要領屋外埋設管施工要領屋外埋設管施工要領屋外埋設管施工要領屋外埋設管施工要領屋外埋設管施工要領

井水配管は根切土を埋め戻しの事井水配管は根切土を埋め戻しの事井水配管は根切土を埋め戻しの事井水配管は根切土を埋め戻しの事井水配管は根切土を埋め戻しの事井水配管は根切土を埋め戻しの事井水配管は根切土を埋め戻しの事※※※※※※※

別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事

アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装 別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事

01318
テキスト ボックス
図面2-9「パークゴルフ場仕様書（管理棟機械設備）」


