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令和４年度　営繕業務初級研修（設備） 

資料１

建築設備の概要

静岡県交通基盤部設備課　　　　　　　

１．機械設備（空調設備）

２．機械設備（衛生設備）

３．電気設備
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機械設備の主な種目

• 空気調和設備

• 換気設備

• 排煙設備

• 自動制御設備

• ダクト設備　　　など

　　　　↑
　（空調設備）

• 衛生器具設備

• 給水設備

• 排水設備

• 給湯設備

• 消火設備

• ガス設備　　　など

　　　　　↑　　　　　

　　（衛生設備）
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機械設備（空調設備）

室外機

室内機

室外機

空調機
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空調設備（中央式）　概念図
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空調設備（個別式）　概念図
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機械設備（衛生設備）

受水槽

衛生器具

給湯器給水ポンプ
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給水設備　概念図
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排水設備　概念図
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電気設備の主な種目

• 受変電設備

• 自家発電設備

• 低圧幹線設備

• 動力設備

• 電灯設備

• コンセント設備　など

　　　　↑
　（強電設備）

• 電話設備

• 放送設備

• テレビ共同受信設備

• 火災報知設備

• 情報表示設備

• 誘導支援設備　など

　　　　　↑　　　　　

　　（弱電設備）
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電気設備

受変電設備

太陽光発電 総合防災盤

幹線設備
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遮断器
（ VCB，OCB ）

変圧器
（ 6,600V ⇒ 200/100V ）

コンデンサ

分電盤

負荷開閉器 
（ PAS ）

電力会社より（6,600V）
責任分界点

キュービクル

分電盤 分電盤

照明器具、コンセント等
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火災報知設備　概念図

受信機

感知器

事務室

○○室感知器

△△室
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終
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電気・機械設備の
基礎用語と基礎知識Ⅰ

静岡県交通基盤部設備課

令和４年度　営繕業務初級研修（設備）

資料２

参考
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次　　　第

　１　「電気」の様々な種類　

　２　電線とケーブル

　３　電気その他

　４　配管の様々な種類

　５　保温の様々な種類

　６　機械その他
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１　「電気」の様々な種類
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①直流と交流

　

時間

電流

＋

－

交流

直流・・・電気の＋と－が常に同じ
交流・・・電気の＋と－が入れ替わる
↑
建築物は交流！

電池

直流

＋－

１秒間に50回
や60回入れ
替わる



5

②電源の直列と並列

　
直列・・・一方の電源の＋ともう一方の－がつながっている
並列・・・電源同士が＋と－で並んでいる
↑
建築物の発電機では並列！

直列
並列

2個並べれば電圧が2倍

2個並べれば電流が2倍
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③機器の直列と並列

　
直列・・・機器の電源の＋ともう一方の－がつながっている
並列・・・機器同士が＋と－で並んでいる
↑
建築物では並列！

直列 並列

2個並べると
それぞれの電圧は1/2

2個並べても
それぞれの電圧は同じ
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④単相と３相

　

単相・・・交流の波が１つ（配線は２本）
３相・・・交流の波が３つ（配線は３本）
↑
家などは「単相で１００V」、大きな建築物は「３相で２００V」

時間

電圧

１つの波だけ
時間がずれて３つの波がある

単相 ３相
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⑤３相の実態

　
なぜ「３相」の電気で良いのか？

ダイオードという一
方向にしか電気を
流さない電子部品
に通すと…

波はプラスしか残
らなくなる
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残った３つの波を
合成すると・・・

一定の大きさの電
圧・電流となる

これを直流電源機器
（パソコン・テレビ等）
で使う！

一般的に電灯などは、単相100V
動力機器は３相200Vである
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２　電線とケーブル
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①電線

　
電線とは・・・導体が絶縁体である保護皮膜に覆われているもの
　　　　　　　　具体的には銅をポリ塩化ビニル等で覆っているもの

銅 ビニル被膜または
ポリエチレン等
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②ケーブル

　

ケーブルとは・・・一本一本の電線をまとめた上に、
　　　　　　　　　　　シース（保護被膜）を施したもの
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③エコケーブル・エコ電線

　

エコケーブルとは・・・従来のケーブルと比べ環境に配慮した
　　　　　　　　　　　　　ケーブル
　　　　　　　　　　　　　具体的にはケーブル廃却（焼却）時に有害　　
　　　　　　　　　　　　　ガスやダイオキシンが発生しないものである
　　　　　　　　　　　　　（エコ電線も同様）

→通常ケーブルに比べ施工や使用上で、性能が上がる
　ものでは無いが、

　公共工事では、エコケーブル・エコ電線を
　使用すること！
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④PとC

　

ケーブル表記に出てくる「Ｐ」と「Ｃ」

「Ｐ」・・・「対　ペア」を表すものであり、心線２本を対にしたものである。
　　　　　従って１Ｐは実質２心である。
　　　　　またこれらは弱電（低圧、低電流）や通信ケーブルで多い。
　　　　　通称ペア線
「Ｃ」・・・心線１本を示す。

１Ｐ １Ｃ
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⑤動力線と制御線

　

動力線・・・機器を動かすための「電力」を送る線
　　　　　　　比較的太い線

制御線・・・機器の制御に「信号」用いる線
　　　　　　　比較的細い線

　　　　　※「信号」は小さな電流なので、近くに大きな動力線や　　
　　　　　　　大型モーターなどがあると、電気ノイズが発生する
　　　　　　　ので、誤作動を起こしやすい。このようなことを防ぐ　
　　　　　　　ため、制御線では外側を金属で包む「シールド線」などがある。

心線の周りの樹脂の外側に金属
部分で覆う

この部分が外部からの電気ノイ
ズを拾い、内部の心線を守る
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⑥より線と単線
　
より線・・・心線が細い線の集合体で、全体をよってあるもの
　　　　　　柔らかく曲がりやすいが、心線が切れやすく、
　　　　　　ノイズが乗りやすい

　単線・・・心線が１本の太い線
　　　　　　堅くて曲がりにくいが、心線は切れにくく、
　　　　　　ノイズも乗りにくい

単線より線

線の太さは心線の直径で表す
→2.0mmなど

線が複数あるので全体の直径が表しにくい
ので、各線の合計断面積で表す
→2.0mm2、2.0□　など　→□はスクエア
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⑦配線判別（まとめ）

　
（例）

EM-CEE-S-2.0□-3C

※他にも、「耐火」を表す「FP」や、耐熱を表す「HP」など、様々な
表現があるので、自身で調べてみてください。

断面積
2.0mm2の
より線

３心線＝
３本の線

エコ
ケーブル

線種がCEE
（制御線の一種）

シールド線
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３　電気その他
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①電線管

　
電線やケーブルを、埋設や露出させる場合（ピット内除く）では、管の中に線を
通し保護する。人の感電防止も含まれる。

電線管の種類

厚鋼電線管（G管）

薄鋼電線管（C管）

ねじ無し電線管（E管）

硬質ビニル電線管（VE管）
耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）

合成樹脂製可とう電線管（CD管）（PF管）

波付硬質合成樹脂管（FEP管）

金
属
製

樹
脂
製
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②線ぴ

　線ぴとは、樋（とい）型の本体に電線・ケーブルを収納して、カバーを取り付けるもので幅5cm以下のものをいう。
　→建物の露出部分に配線をする場合の配線保護の役割
種類としては以下のものがある。

モール
（金属製はメタルモール）

2
種
線
ぴ

1
種
線
ぴ

レースウェイ
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③プルボックス

　
プルボックスとは、電線やケーブルを分岐させたり、敷設を容易にするために設置
する鋼板製などの箱のこと。材質は下記のように数種類ありそれぞれ防水タイプも
ある。

・電線を交差させたり曲げたりする場合、プルボックスを設けることで、ボックス位置
で電線を引っ張ることができるようになり、配線工事が容易になる。

・電気設備技術基準によると「電線管内で電線を接続してはならない」ことになって
るため、電線の延長・分岐をする場合にはプルボックスを設置し、その中で電線を
接続する必要がある。

ステンレス鋼板製・・・屋外用で錆びにくい

鋼板製・・・屋外用だが錆びやすい

プラスチック製・・・屋内用
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４　配管の様々な種類
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①配管の種類（外見や材質）

　

金属管

鉄鋼管

・一般ステンレス鋼管　（メタリック色）

・給湯用保温付被覆銅管　（銅色）
・冷媒用断熱材被覆銅管　（銅色）

・炭素鋼鋼管（白管）　　　（メタリック色）
・VB管・・・（内面に青いﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ）
・PB管・・・（内面に青いﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ）
・消火圧力用炭素鋼鋼管
　（スケジュール管）

・炭素鋼鋼管（黒管）　　　（茶色）
・VA管・・・（内面に青いﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ）
・PA管・・・（内面に青いﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ）
・DV-LP管・・・（内面に黒いﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ）

・VD管　（青色）・・・（内外面に青いﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ）
・PD管　（青色）・・・（内外面に青いﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ）

・VS管　（黄土色）

・PLP管、PLS管　（クリーム色）
・・・（外面にクリーム色のﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆）
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樹脂管

・HI-VP管　（黒色）
・VP管　（ねずみ色）→リサイクル材料を使った管としてRF-VP管（ねずみ色）
・VU管　（ねずみ色）→リサイクル材料を使った管としてRS-VU管（ねずみ色）
・HT-VP　（小豆色）
・耐火二層管　（灰色）→表面が耐火材で覆われていて、ざらざらしている

・水道配水用ポリエチレン管（EF管）　（青色）
・ガス用ポリエチレン管（PE管）　（黄緑色）

・水道用ポリエチレン管　（黒色）

厚さは数mm

厚さは１cm以上で分厚い

人力でくねくね曲がる
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②配管の種類（用途）

　

注意事項

※あくまで静岡県の特記仕様に基づいた例です。
　国の標準仕様書では使用されています。

　（例１）給水管でPA,PB,PDは基本的に使っていません。
　　→基本性能はVA,VB,VDと同等だが、やや高価であり、強度　　
　　　も、やや低いため。
　（例２）排水管でリサイクル管（RF-VP,RS-VU）も基本的に使って　　　
　　　いません。
　　→リサイクル品では無いVP,VU管に比べ強度が低く、県の工
　　　事で割れてしまう事例が有ったため
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給水管・・・VB管（屋内）、VD管（土中）、EF管（土中で太い管）
　　　　　　　水道用ポリエチレン管（仮設管）　　　　　　　
給湯管・・・一般ステンレス鋼管
排水管・・・流しの排水（雑排水）やトイレの排水（汚水）の管
　　　　　　　VP,VU管（屋内・屋外・土中）、
　　　　　　　DV-LP管、耐火二層管（屋内で区画貫通する部分など）
通気管・・・排水管の流れが良くなるようにつなげる空気の管
　　　　　　　VP,VU管（屋内・屋外・土中）、
　　　　　　　DV-LP管、白管、耐火二層管（屋内で区画貫通する部分など）
消火管・・・白管（屋内・屋外）、VS管（土中）
　消火圧力用炭素鋼鋼管（スケジュール管）（消防隊の送水などの水圧が高い部分）
ガス管・・・白管（屋内・屋外）、PLP,PLS,PE管（土中）
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冷媒管・・・エアコンなどの冷媒の管
　　　　　　　冷媒用断熱材被覆銅管
　　　　　
排水管・・・エアコンなどの結露水の排水管
　　　　　　　　白管、VP管（屋内・屋外）

冷温水管
冷却水管

蒸気管・・・室内に加湿するための蒸気の管
　　　　　　　　　　黒管（屋内・屋外）

油管・・・発電機などの燃料の管
　　　　　　　　　　黒管（屋内・屋外）

・・・冷温水発生機などの機械につながる管

　　　白管（屋内・屋外）
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５　保温の様々な種類
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保温の種類

　

保温とは、配管の外側を覆い、結露や人体の火傷などを防ぐた
めのものであり、その種類については次のようなものがある。

管

外装材（表面）

内装材（断熱材）

・SUSラッキング・・・ステンレス製で主に屋外で使用する。
・カラー鋼板・・・色つきの鋼板製で、屋内外で使用する。
　　　　　　　　　　特に色を周囲と合わせたいときなどに、
　　　　　　　　　　使用する。
・保温化粧ケース・・・樹脂製で主に屋内で使用する。

・ﾛｯｸｳｰﾙ・・・天然鉱石を溶かし繊維状にしたもの、熱に強いが、湿気に弱い
・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ・・・家の断熱などにも使われるｶﾞﾗｽ繊維のもの
・ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・・・いわゆるスチロール製で、上記２種より固くて丈夫だが熱に弱い
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６　機械その他
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①ダクト

　

ダクトとは、建物内の空気を送るパイプで有り、その形状で、
「矩形ダクト」「スパイラルダクト」にわかれる。

（古い建物ではダクトの接合部のパッキンにアスベストが混入し
ている場合が多く注意が必要）

矩形ダクト
スパイラルダクト
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②ダンパ

　

ダンパとは、ダクトの空気の動きを調整もしくは遮断するもので
ある。代表的なものとして、ダクトからの風量調整をするVD（ボ
リューム　ダンパ）や、火災発生時に煙を遮断するFD（ファイヤ
ーダンパ）がある。

ＶＤ ＦＤ
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③排水桝

　

排水桝とは、建物の排水（雑排水や汚水）を屋外でとりまとめ、
道路の下水本管までつなげていく管に、設置するものである。
（雨水の「雨水桝」もある）

小さなものはプラスチック製で、表面に「おすい」や「うすい」など
と表記がある。

大きなものはコンクリート製で鉄製のふたで「汚水」「雨水」の用
途表示がある。
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電気・機械設備の
基礎用語と基礎知識Ⅱ

静岡県交通基盤部設備課

令和４年度　営繕業務初級研修（設備）

資料３

参考
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次　　　第

　１　「電気」の様々な機器など

　２　「機械」の様々な機器など



１　　「電気」の様々な機器など
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①照明器具

　

照明器具・・・蛍光灯に変わり現在ではLED灯になっている
（昔の蛍光灯の安定器の中には、PCB（ポリ塩化ビフェニル）の混
入の可能性があるため、むやみに廃棄しないで成分調査が必要
である。→※処分期限が有るので注意！）

安定器
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②受変電設備・盤類

　

受変電設備・・・変電所から送られてくる高電圧の電気（定義では
600～7,000V）を、一般の機器が使用できる100Vや200Vに変化さ
せる設備
動力盤類・・・各機器や各階の照明・コンセントへの配電をする設　　
　　　　　　　　備で、中にブレーカーなどが入っている。

動力盤の中
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③発電機

　

発電機とは、停電時の建物への電源供給を行うもので、燃料として
は軽油やA重油などを用いる。
また、発電機につながる回路（停電時にも使える回路）は「G回路」
と呼ばれ、コンセントの色が普通と異なるものが多い。

左の赤い方がＧ回路
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④消防設備

　

電気設備における消防設備は、火災報知器、非常用スピーカー、
非常用照明、誘導灯などがある。

火災報知器
（煙感知器）

非常用照明 誘導灯
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⑤その他

　
その他の設備としては、放送設備、LAN設備などがある。



２　　「機械」の様々な機器など
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①衛生器具

　

衛生器具としては、便器、手洗い、洗面器、水栓、温水器、給湯器
などがあげられる。
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②水槽・ポンプ類

　

水槽とは、水を貯めておくもので、受水槽、高架水槽などがある。
現在の主流はステンレスパネルタンク方式で２槽式
（※FRPや鉄製は阪神大震災の時に壊れたものが多く有り、静岡県
では現在使っていない）

また、ポンプは水を送る装置で有り、２台１組が基本（交互で運転し
、故障時にもすぐに給水がストップしないようにしている。）

ＳＵＳ水槽 ＦＲＰ水槽
給水ポンプ
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③空調機器

　

比較的小さな建物では、パッケージエアコン（いわゆる家のエアコ
ン）が多い。その置き方として壁掛式、天井吊り式、天井カセット式
がある。

比較的大きな建物では、機械室に冷温水発生機という機器を置き
、各部屋のファンコイルやエアハンドリングユニットに冷水や温水を
送り、空調をするものもある。

壁掛式 天井吊り式 天井カセット式
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ファンコイル

冷温水発生機

エアハンドリングユニット
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④換気機器

　
換気機器としては、換気扇がある。建物内の排気だけで無く、吸気
用もある。



15

⑤消防設備

　

機械設備における消防設備は、消火水槽、消火ポンプ、消火栓、
スプリンクラーなどがある。
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⑥その他

　

その他、機械設備としては、浄化槽、井戸などがある。

ＦＲＰ製浄化槽



設計業務の進め方

静岡県交通基盤部設備課　　　　　　　

１．設計業務の流れ

２．設計業務のポイント

令和４年度　営繕業務初級研修（設備） 

資料４



１．設計業務の流れ



営繕業務初級研修（設備）

設計業務の流れ

情報収集

現場確認

設計

完了

・依頼内容の確認
・対象の施設、建物、設備を知る
　（劣化診断カルテ等）

・図面、点検記録等の確認
・制約条件の確認

委託発注
・発注のための書類作成
　（特記仕様書・設計書・図面リスト）

・依頼課の要望等への対応
・委託業者の監督
・中間検図／完成検図
・工事費（予算）の管理

・成果品のチェック
・工事の発注へ



・既存図面の確認（CADデータor紙図面）

・法定点検（消防、電気・・・）の報告書を確認する

・撤去品はアスベストやPCBを含有していないか（完成図、建設年度、目視）

・排水接続先の桝のレベルは想定と合っているか

・付随する設備で、同時に改修した方が良い設備がないか←見落としがち 
・空調設置に伴い受変電設備の改修が必要か（方式の検討）

・機器の搬入、搬出ルートは確保できるか

・工事の施工時期、順序に制約はないか（制約条件に合った工事計画）

・改修に伴って必要となる追加の切り廻し工事、仮設工事はないか

・事故防止のため、地下埋設物・躯体埋込み配管等の調査

・停電、断水等の影響調査

・支障となる備品、植栽等の有無、撤去や移設の必要性調査

・ハザードマップの確認（津波、浸水、内水等）

情報収集～現場確認 （委託発注前後）



営繕業務初級研修（設備）

設計

設計に関する代表定期な基準類 

・各種法令（建築基準法、消防法etc）

・設計理念（営繕）

・建築設備計画基準・設計基準（国交省）

・公共建築工事標準仕様書（国交省）

・エコロジー建築設計指針（営繕）

・設備地震対策ガイドライン（営繕）

・長寿命化設計ガイドライン（営繕）

・静岡県建築工事積算基準等（交通基盤部）

・建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（国交省）



営繕業務初級研修（設備）

設計～完了

設計成果品のチェック　 

○図面
　検図での是正を確認
　　中間検図　完成検図の１月半前を目安、積算前
　　完成検図　完成の2週間前を目安
○積算
　工事費内訳書、積算数量算出書、見積書・見積検討資料
　営繕工事積算チェックマニュアルに基づく確認
　　・数量算出チェック
　　・積算数量調書チェック
　　・単価資料等チェック
○各種資料
　概略工程表、納期の確認
○電子納品

違算に注意



２．設計業務のポイント



営繕業務初級研修（設備）

２．設計業務のポイント

工事発注後に困らないために・・・

(1) 材質、仕様に不明確な点はないか

　　「特記仕様書、図面、設計書に不整合はないか」

(2) 現場のおさまりは適切か　

　　「発注図面のとおり現場を施工することが出来るか」

(3) 地下埋設物、躯体埋込み配管等の事故防止

　　「既設埋設配管、躯体埋込み配管等はないか」



営繕業務初級研修（設備）

設計業務のポイント

工事発注後に困らないために・・・

＜設備課の取組み＞

（２）現場のおさまり

（１）仕様の確認
完成前に見積、仕様、数量（機器もの）に
特化したチェック（担当とは別の職員）

完成検図前に、図面を持って現場で確認
（担当及び主任監督員）

（３）現場事故防止

地下埋設物・躯体埋込み配管等の事故防
止マニュアル 営繕版（中部地方整備局）
に基づき調査、立会、確認（主任・総括監
督員及び重点対策担当者）



工事の進め方

静岡県交通基盤部設備課

令和４年度　営繕業務初級研修（設備） 

資料５

１．工事の流れ

２．工事監理のポイント



営繕業務初級研修（設備）

１．工事の流れ

工事の施工

完了

・発注書類作成

（工事費内訳書、図面、現場説明書、公告等）
工事発注

・評定

・検査

・引渡し、引継ぎ

・工事監理

・設計変更業務



営繕業務初級研修（設備）

１．工事の流れ

工事の施工

完了

工事発注

① 工事監理

　　⇒　工事監理に関する基準類　　 
代表的な基準類

 ○各種法令（建築基準法、消防法etc）

 ○静岡県建設工事監督要領（交通基盤部）

 ○静岡県建設工事執行規則（交通基盤部）

 ○公共建築工事標準仕様書（国交省）

 ○電気・機械設備工事監理指針（国交省）

契約図書

　　質問回答書、現場説明書、特記仕様書

　　図面、標準仕様書、工事契約約款etc



営繕業務初級研修（設備）

１．工事の流れ

工事の施工

完了

工事発注

① 工事監理　⇒　監督の業務　　 

静岡県建設工事執行規則及び静岡県建設工事
監督要領別記「監督業務の内容」による

１契約履行の確保…契約図書の内容、施工体制

の把握、施工計画書の受理、契約図書に基づく指
示承諾、受注者への指示

２品質・出来形の確保…材料検査、施工立会等

３工程に関する監督…関連工事との調整、工程
把握及び工事促進の指示

４契約担当者への報告…部分使用、出来形確認

５その他…建設副産物の適正処理の確認、事故
対応、検査申請、成績評定、検査立会



工事監理（定例会及び分科会）

分科会：電気・機械それぞれで打合せ

定例会：週に１回程度の全体打合せ

（建築・電気・機械等の全工事合同）

受注者、設計事務所、

主管課、監督員・・・



営繕業務初級研修（設備）

１．工事の流れ

工事の施工

完了

工事発注

② 設計変更業務　⇒　変更契約の締結　　 

設計変更事務処理要領

設計変更ガイドライン

当初契約

変更要因の発生

調査等

変更設計書・図面の作成

変更契約の締結

変更指示

変更伺い



営繕業務初級研修（設備）

１．工事の流れ

工事の施工

完了

工事発注

① 検査　⇒　検査・完成　　 

施工者

（受注者） 
検査監（員） 

営繕

（設備課） 

工事完成届

検査依頼 検査

合格通知合格通知合格

評定



営繕業務初級研修（設備）

１．工事の流れ

工事の施工

完了

工事発注

② 引渡し、引継ぎ　　　 

依頼課 

営繕

（設備課） 

施工者

（受注者） 

引渡し 

引継ぎ

維持管理へ



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

工事の施工

完了

・発注書類作成工事発注

・評定

・検査

・引渡し、引継ぎ

・工事監理

・設計変更業務



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

契約図書

　　質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面

　　標準仕様書、工事契約約款etc

①竣工後に困らないために・・・

(1) 試験、試運転の実施、記録の整理

(2) 取り付け方法の確認



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

①竣工後に困らないために・・・

(1) 試験（試運転）の実施、記録の整理

試験中

試験後

試験前
『施工計画書』

　対象、範囲、方法、基準値、報告様式etc

結果の確認

完成図書への添付

　・不具合が生じた際の責任の明確化

　・経年変化の把握

施工計画書に基づいた試験の実施



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

①竣工後に困らないために・・・

(2) 取り付け方法の確認

　・どのような資材を使ってどのような取り付け方法で

　・施工図、納入仕様書、各種計算（耐震等）の確認



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

契約図書

　　質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面

　　標準仕様書、工事契約約款etc

公共建築工事標準仕様書

公共建築設備工事標準図

電気・機械設備工事監理指針

※静岡県の建築工事・設備工事にお
いては、工事費内訳書や数量書は契
約図書には入りません。



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

(1) 公共建築工事標準仕様書の構成（電気）

第１編　一般共通事項 第１章　一般事項

第2章　共通事項

第２編　電力設備工事 第１章　機材

第2章　施工

第３編　受変電設備工事 第１章　機材

第2章　施工

・・・・・・・・・・

第８編　医療関係設備工事 第１章　機材

第2章　施工

第１章　機材

第2章　施工



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント
②工事は契約行為

(1) 公共建築工事標準仕様書の構成（電気）

第２編　電力設備工事

第１章　機材

　工事に使用すべき資機材の仕様を規程（JIS等）



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

(1) 公共建築工事標準仕様書の構成（電気）

第２編　電力設備工事

第２章　施工

資機材の取り付け方法等、試験の内容等を規定



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

(1) 公共建築工事標準仕様書の構成（機械）

第１編　一般共通事項 第１章　一般事項

第２章　配管工事

第３章　保温、塗装及び防錆工事

第４章　関連工事

第３編　空気調和設備工事

第２編　共通工事 第１章　一般事項

第１章　機材

第2章　施工

第５編　給排水衛生設備工事 第１章　機材

第2章　施工

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

(2) 公共建築工事標準仕様書の構成（機械）

第２編　共通工事

第２章　配管工事

　配管関連資機材の仕様を規程（JIS等）

第１節　配管材料

第４節　配管施工の一般事項

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

配管の敷設、接合、付属品の取り付け方法等、
試験の内容等を規定

第９節　試験



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

(2) 公共建築工事標準仕様書の構成（機械）

第２編　共通工事

第２章　配管工事 第１節　配管材料～第３節　計器その他

　配管関連資機材の仕様を規程（JIS等）



営繕業務初級研修（設備）

２．工事監理のポイント

②工事は契約行為

(1) 公共建築工事標準仕様書の構成（機械）

第２編　共通工事

第２章　配管工事 第４節　配管施工の一般事項～第９節　試験

配管の敷設、接合、付属品の取り付け方法等、
試験の内容等を規定



検査のチェックポイント

設備課

１　工事検査とは

２　工事検査のチェックポイント

３　検査指摘例

令和４年度　営繕業務初級研修（設備） 

資料６



１　工事検査とは・・・？

設計図書に示すすべての工事が完了してい
るかを確認するために行う。

工事の施工体制、施工状況、出来形、品質
及び出来ばえ等について技術検査も行う。



契約上定められた書類が整備されているか。

工事施工に関する手続き書類や、施工管理
資料等が整備されているか。

書類の検査

現場の検査

施工状況が適切か。

全体的な完成度（出来ばえ）が良好か。



２　工事検査のチェックポイント

各種官公庁への届出書類

　　提出期限（例：着工前30日までに）

機器・材料の性能、仕様

施工計画・施工図

　　標準仕様書、標準図、特記仕様書どおり
の施工方法

　　アンカーボルトの耐震計算

　　機器等の収まり



施工体制

　　施工体制台帳

　　下請け業者の社会保険等加入状況

機器・材料の性能、仕様

産業廃棄物の適正処理

　　電子マニフェスト

　　COBRIS（建設副産物情報交換システム）

有資格者

　　一級技能士、電気工事士、各種作業主任者

各種試験結果



施工状況

　　配線、配管等のルート、離隔、接続、支持・振れ
止め

　　防火区画貫通部の処理

　　あと施工アンカー

　　機器・器具の固定

　　運転・動作状況

　　収まり



３　検査指摘例

施工体制台帳の整備

　　建設業許可証の写し

　　金額入りの下請契約書の写し

　　主任技術者の配置

　　建退共の加入、辞退、受け払い

火災保険等　工期+14日程度

フロン関係

　　充填・回収証明書、行程管理票

　　登録業者（第一種フロン類充填回収業者）



検査指摘例

　　配管ねじ継手接続後のねじ部鉄面にさび
止めペイント

是正後

是正前



検査指摘例

　　盤内のケーブルを固定

是正後

是正前



検査指摘例

　　機器振れ止め金具の位置修正

是正後

是正前



検査指摘例

　　バルブの開閉表示札

是正後



検査指摘例

　　電線管支持金具のカバー

是正後



検査指摘例　　　ダクトと天井ＬＧＳと干渉

ダクトと天井ＬＧＳが干渉し
ているため、離隔確保。

是
正
前

是
正
後

干渉部



検査指摘例

　　冷媒管の吊り用支持受け保護プレート



検査指摘例

　　天井点検口等の開口部補強等

野縁を切断した場合には、強
度の不足を補うと共に、野縁
の乱れを防止するために補
強する。

吊りボルトの間隔が900㎜を

超える場合は、２段吊りで対
応可能。



検査指摘例

　　防火区画貫通部

認定シール

施工要領
（メーカー）



是正後

検査指摘例

　冷媒管のろう付け作業は、

　酸化防止措置として、

　配管内に不活性ガス（窒素）

　を通しながら行う。

　スプレー不可。



検査指摘例

　　給水配管試験圧力

保持時間
最低60分

（最小0.75MPa）



検査指摘例

　　耐火二層管の継手接合部

（メーカー施工要領書）

　　接続部にすき間が生じる場合に
は、10mm以下とする必要がありま
す。



検査指摘例

　　アンカーボルトの埋込み長さ確認

機器の耐震計算により、アンカーの
本数、口径、埋込み長さが決まって
いるため、確認が必要となります。



検査指摘例　　　埋設配管の施工

・良い例（砂養生、適切な転圧）

・悪い例（転圧していない、石がゴロゴロ、後から砂入れ）



御静聴、
ありがとうございました。
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設備工事における事例紹介

静岡県交通基盤部設備課

令和４年度　営繕業務初級研修（設備）
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設備工事における事例紹介

次　第

１　創意工夫（施工上の工夫）

２　べからず（施工上の要注意点）

３　ヒヤリハット（事故への注意点）
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3

施工関係 施工方法の工夫

配管ユニット化

・細かく分かれた小部
屋が多数

・各社の施工工程調整
が特にシビアであった

・事前に配管をユニッ
ト化して現場に持ち込
むことにより、現場作
業時間の削減、施工品
質の向上。

１　創意工夫（施工上の工夫）

分割
分割

×７セット

機械
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4

施工関係 器具等の工夫

グリーストラップのカゴの取手形状の工夫

・　グリーストラップ
を深く埋設すると、か
ごの取手部分が深い位
置となる。

・清掃等のメンテナン
スに支障。

・取手部分を改造（延
長）することにより、
施設使用者のメンテナ
ンス性が向上。

１　創意工夫（施工上の工夫）

延長

機械
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5

施工関係 施工図作成の工夫

3DCADの活用
・平面、断面図のみで
は収まりが確認しきれ
ない部分に対して、
3DCADを利用し多視
点からの確認作業を行
う。

・完成イメージを各業
者と共有し、業者間の
連絡調整を円滑に行え
るようにする。

１　創意工夫（施工上の工夫） 機械
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6

品質関係 品質確認の工夫

現物設置による使用感の確認

・便所にてL型手すり、
紙巻、音姫の位置決め

・現物にて使用感を確
認して設置位置を選定

１　創意工夫（施工上の工夫） 機械
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7

品質関係 品質記録方法の工夫

排水管の勾配チェックシール

・排水管は、規定の勾配
確保が求められる。

・勾配確認、確認日、確
認者を記載したシール
を貼付。

・勾配確保を確実にする
と共に、施工後も勾配
確認が容易。

１　創意工夫（施工上の工夫） 機械
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8

施工管理関係 施工管理の工夫

ドレン配管接続部に透明VPを使用

・ドレンアップ後の配
管との接続部の立管に
透明VPを使用。
・目視によるドレンア
ップ機構の動作が確認
できるようになる。

１　創意工夫（施工上の工夫） 機械
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9

その他 維持管理への配慮

ＰＳの扉に給水管を赤色表示した配管図を貼付

・各階ＰＳの扉に給水
管を赤色表示した配管
図を貼付

・系統が一目でわかる

１　創意工夫（施工上の工夫） 機械
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

・ファンコイルユニットのドレン用排水管にトラップ未設置
　　

送風機の全静圧以上の落差をとったトラップを設置しなかった。
　　　　　　　⇒空気吸い込みにより排水障害となり、ドレンパンから漏水発生

FCU

ドレンパン

トラップなし

ドレン用排水管

機械
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

・ハウジング形継手によるガスケットの挟み込み　

ガスケットが配管に挟み込み　⇒　破断・漏水

消火配管（スプリンクラー）

火災報知器が発報、鳴動（深夜のため近隣住民から消防署に通報、大騒ぎに）　　

機械
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

・工事車両による敷地内マンホール蓋の破損　

マンホール蓋の上に工事車両の後輪が乗ってしまい、

耐荷重以上の力がかかった為蓋を壊してしまった。　　

機械
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

耐震支持の確保10dの確保

・設備地震対策ガイドライン（H25 静岡県）への対応

100mm以上かつ10d以上

基礎の隅角部や辺部に打設したア
ンカーボルトは、辺部からアンカー
ボルトまでの距離を100mm以上か
つボルト径の10倍以上確保 1kN以下の吊り機器類の落下防止を図る耐震支持

忘れずに・・・

共通



14

２　べからず事例（施工上の要注意点）

・コア抜きによる電気配線の切断

　　⇒屋外の土間にもあり

切断箇所

共通
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

　スラブの鉄筋探査において
はレーダー探査より、確実
性の高いX線探査が望まし
い。

共通

　レーダー探査は機器によ
り、感知能力に差がある
ため、使用箇所に注意
が必要。

・コア抜きによる電気配線の切断

　　⇒探査機器の適用能力外の使用



16

３　ヒヤリハット事例（事故への注意点）

・天井内コア抜き作業後の、汚濁水を搬出する際、

　こぼしてしまい、施設の物品を汚してしまった

機械
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３　ヒヤリハット事例（事故への注意点）

・改修工事での粉じんによる火報発報
感知器

作業

・作業エリア外への進入

　　 作業を行う部屋 作業エリア外

機械警備作動

作業を予定していなかったエリアへの進入により機械警備が作動

共通



・脚立使用時の注意事項

　　⇒　天板の上には、絶対に立たない

　　⇒　跨いで作業しない

３　ヒヤリハット事例（事故への注意点）

・「立ち馬」を推奨

　　

18

共通
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品質関係 検査、試験の工夫

キュービクル稼働後の施工品質の確認方法

・ボルトの締め付けはトル
ク管理を実施

・通電後の緩みの有無を
サーモグラフィーによる
発熱の有無で確認

・施工の完全性を通電後
にも確認

１　創意工夫（施工上の工夫） 電気
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20

施工関係 安全衛生関係

仮設工事における案内表記

・仮設足場等に計14か
所仮設電源を設置

・さまざまな工種の作
業員のために電源場所
を表記

・電源の取り出しが1個
所に集中しないよう各
所に表記

１　創意工夫（施工上の工夫） 電気



21
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施工管理関係 出来形管理の工夫

埋設配管の離隔確保の冶具を作成

・外部埋設配管を離隔
確保の定規（冶具）を
作成

・離隔の確実な確保

・作業時間の短縮

１　創意工夫（施工上の工夫） 電気
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施工関係 施工方法の工夫

埋め込みアンカー用治具の製作

・受水槽、ポンプ、滅
菌装置のＪアンカー

・位置及び埋込量を正
確にする為に鋼材で治
具を作成

・Ｊアンカーを鋼材に
固定

１　創意工夫（施工上の工夫） 共通
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施工管理関係 出来形管理、写真管理等の工夫

図面・写真管理ソフトを活用した施工管理

・各種図面の共有による
管理効率化

・電子小黒板による手間、
人員の削減

・工事写真帳及び電子納
品にかかる作業時間の
削減

１　創意工夫（施工上の工夫） 共通
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24

安全衛生関係 自然災害への対応

静岡県防災アプリの活用

・タブレットに静岡県防災
アプリをダウンロード

・常時見える状態

・注意報や警報が発生し
た際に速やかな対応が
可能

１　創意工夫（施工上の工夫） 共通
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25

安全衛生関係 安全管理の工夫

受注者、発注者合同の特別教育の実施

・フルハーネス型の安
全帯（墜落制止用器
具）の使用、特別教
育が義務付けられた

・社内の特別教育実施
時に、監督員等も一
緒に受講

・監督員が共に学ぶこ
とで、現場の安全を
守ることができる環
境づくり

１　創意工夫（施工上の工夫） 共通
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

・壁付機器とスイッチの取付位置の干渉

・燃料タンク満油引渡しの勘違い

電話

SW

部屋

上限警報

電気
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

・盤扉の開閉方向（扉開時にメンテ困難）
壁

固定棚 壁

・監視カメラの設置位置（見たい範囲が見れず）

出入口

本来

施工

電気
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

・ＬＡＮケーブルの色

ＳＤＯ（静岡デジタルオフィス）⇒青

インターネット⇒黄色

学校用ＬＡＮ、各施設独自ＬＡＮ、監視カメラetc
　⇒ＬＡＮケーブルの色は施設管理者や監督員と協
議の上決定する

電気
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２　べからず事例（施工上の要注意点）

・定格電圧の確認不足

・消費電力の不整合

ブレーカ 空調機器

電気工事
施工者

機械工事
施工者

空調運転により
ブレーカ断

機器の消費電力とブレーカの不整合

連携不足

空調機器
（単相200V）

電気工事
施工者

機械工事
施工者連携不足

3相200V

共通
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３　ヒヤリハット事例（事故への注意点）

・停電作業の遅延

・エレベーター工事に伴う利用者閉じ込め

作業予定時間 遅延！

AM5時 AM8時

モータ
(小)

ELV(No.1)

ブレーカ(小)
モータ
(大)

ELV(No.2)

ブレーカ(小)

改修後 改修前

ブレーカ断

電気



31

３　ヒヤリハット事例（事故への注意点）

・誤配線による漏電の発生

照明回路

別回路

照明負荷

誤接続

投入

別負荷

新設盤 プルボックス

ケーブル端部接触
による地絡

電気
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３　ヒヤリハット事例（事故への注意点）

・分電盤内部の銅バーへの接触

電気
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３　ヒヤリハット事例（事故への注意点）

・自動火災報知設備の警戒を解除せずに施工

天井
既設感知器 感知器を追加

警戒停止→配線工事→機器取付工事→動作確認→警戒開始

本来手順

警戒停止→配線工事→機器取付工事→動作確認→警戒開始

今回手順

発報　⇒　全館ベル鳴動

電気
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終

長時間お疲れ様でした　　　　　　　　　　　　　　



ＺＥＢについて

静岡県交通基盤部設備課　　　　　　　

１．ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは

２．静岡県におけるＺＥＢ化推進の取組

令和４年度　営繕業務初級研修（設備） 

資料７



１．ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは



へらす

つくる

省エネ

創エネ

従来の建築物で
必要なエネルギー

ZEBで使う
エネルギー

ZEBで創る
エネルギー－ ＝ ０

・Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称
・年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建築物

・省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使うエネルギ
ーをつくることで、エネルギー消費量ゼロを目指す。 

ＺＥＢとは？



・ＺＥＢは４種類

ＺＥＢとは？

『ＺＥＢ』
省エネ＋創エネで0%以下

Nearly ZEB
省エネ＋創エネで25%以下

ZEB Ready
 省エネで50%以下

ZEB Oriented
 延べ面積10,000㎡以上
 省エネで30～40%以下
 未評価技術による省エネ



２．静岡県におけるＺＥＢ化推進の取組



御前崎港管理事務所のＺＥＢ実現（令和２年度）
• 県内の公共建築物では初となる ZEB（ZEB Ready）

の認証を取得

 構   造︓鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
 延 べ ⾯ 積︓1,019㎡
 供 ⽤ 開 始︓令和３年７⽉

【省エネへの取組】
 ・センサによる照明制御
 ・⾼効率な空調機器
 ・排熱回収型の換気設備
 ・断熱性能の⾼い窓ガラス

53%削減

ZEB認証

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
【消費エネルギー収支ゼロを目指した建築物】

種類 内容

ZEB Ready 省エネ基準から50%以上の削減

Nearly ZEB 同75%以上削減（創エネ含む）

『ZEB』 同100%以上削減（創エネ含む）



県有建築物ＺＥＢ化設計指針の策定
（令和３～４年度の取組）

・モデルケースにおける省エネ・創エネシミュレーション
・懇話会にて有識者の意見を取入れ

「県有建築物ＺＥＢ化設計指針」

・設計時におけるZEB化の検討を効率的に実施
・コスト等を考慮した効果的な省エネ手法を提示

【令和４年度中に策定】



設計中の新築建築物への対応

 ・交通管制センター （Ｒ３設計） 

 ・エネルギー消費量　51％削減 

 ・藤枝東高校（Ｒ３設計） 

 ・エネルギー消費量　50％削減 

 現在設計中の新築建築物は、個別設計の中で極力ＺＥＢ化



9

終



令和４年度 営繕業務初級研修（設備）

ア ン ケ ー ト 調 査

令和４年度営繕業務初級研修（設備）に御参加いただき、ありがとうございました。

今回の研修は、建築関係の行政運営を担う多彩の人材の育成を図るため、営繕業務未

経験の建築・電気・機械職員等を対象に計画しました。今後の研修開催の参考とさせ

ていただくため、以下のアンケートに御協力いただけますようお願いします。

１ あなたの職種について教えてください。

ア 電気

イ 機械

ウ 建築

エ 土木・農林

オ 事務職その他

２ 研修開催時期について

ア ちょうどよい時期

イ 年度当初（４月または５月）を希望

ウ その他（ 月 旬がよい 理由： ）

３ 研修の内容について

(1)営繕業務について

ア 理解できた

イ だいたい理解できた

ウ 理解できなかった

(2)説明資料について

ア 非常に分かりやすい

イ 分かりやすい

ウ 難解である

(3)今後の研修の参考としたいと思いますので、ご意見がありましたらお聞かせく

ださい。

ご協力ありがとうございました。


