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第１章  総  則 

 

１．適用範囲 

本仕様書は、平成 30 年度 松川村第 2配水場増設工事の設計、製作、現場据付工事に関する

もので本工事の施工に当たっては設計図、設計書、及び本特記仕様書によるほか、下記の諸法

規、規格によるものとする。 

 

土木工事共通仕様書  （長野県土木部、建設技術センター） 

電気設備工事共通仕様書  （国土交通省監修、公共建築協会） 

機械設備工事共通仕様書     （国土交通省監修、公共建築協会） 

建築工事共通仕様書  （国土交通省監修、公共建築協会） 

水道法           （水道法施行規則、施設基準に関する省令） 

日本水道協会規格       (JWWA) 

日本工業規格        （JIS） 

電気設備技術基準 

内線規定          （電気技術基準調査委員会偏） 

労働安全衛生法 

 

工事は全て、設計書、図面並びに本仕様書を遵守し監督員の指示に従い、誠意をもって工事

の進歩を図らなければならない。 

本仕様書に定めない事項については以下を準用する。 

 

２．疑義等 

設計書、図面及び仕様書に記載していない事項及び工事施工中生じた疑義については監督員

と協議の上決定するものとする。 

 

３．工事着手届等の提出 

提出書類は下記により提出するものとし、提出期限及び、部数等については監督員の指示に

従うものとする。 

 

着工届 

施工計画書 

工程表 

納入仕様書 

工事日報 

請負契約書の基づく書類 

監督員が必要と認める書類 
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４．現場代理人 

現場代理人は工事現場に常駐し、現場運営管理の一切の事項を処理するもので、かつて類似

の工事の実務経験を有するものとする。 

 

５．主任技術者 

主任技術者は、設備工事の遂行に必要，かつ十分な技術的専門知識を有し、かつて類似の設

備工事の主任技術者としての実務経験を有するものとする。また現場代理人と兼ねることがで

きる。 

 

６．工事現場の調査 

請負人は技術的打合わせと並行して工事現場及び既設備の調査、実測等、設備工事に必要な

準備を行い、後日支障のないようにしなければならない。 

 

７．官公署及び電力会社等の手続 

請負人は、本設備工事の施工に当り、必要な届出、手続、検査等に関する一切の処理をしな

ければならない。これらの諸手続に必要な経費はすべて請負人の負担とする。 

 

8．特許権等 

本工事で使用する設備のうち、特許権、実用新案権、意匠権等の登録もしくは、出願公告中

のものを採用する場合、権利の実施権設定等の手続きはすべて請負人の責任において処理する

こと。 

 

9．現場管理 

  

（１） 請負者は、施工のため工事に伴う騒音振動の発生を出来る限り防止すると共に、技術的に対策

を講じなければならない。 

（２）請負者は、各管理者により、防火、風紀、衛生上の取締りを厳重にし、また、周知対策を十分

に考慮しなければならない。また、材料置場及び工事現場等は、常に整理整頓し、労働安全を

第一とすると共に盗難防止も請負者の債務として対処しなければならない。 

（３）請負者は、第三者等に損傷を与えた場合、いかなる場合も請負者の債務として対処し、これに

要する費用をすべて負担するものとする。 

 

10．運転指導 

  本設備の運転開始に先立ち運転指導員を現地に派遣し、本設備の取扱いについて実地指導を

行なうものとする。実地指導中に村職員の取扱いに誤りが生じ、故障その他の事故発生の原因

となった場合、請負人の責任によって復旧を命ずることがある。 

 

11．完成図書の提出 

施設引渡しの際、完成図書として２部提出する。完成図書の内容は、監督員との協議の上決

定する事とする。 



 
3

第２章 機械機器、電気機器一般仕様 

 

１．規  則 

本工事に使用する機器は、JIS,JEC,JEMの各規格に準拠するもので、本章の仕様によること。 

 

２．盤類製作 

電気設備工事共通仕様書に従い製作すること。またそれに無い仕様は、日本電機工業会規格

（JEM）に準拠する事。 

 

３．単  位 

単位はすべてＳＩ単位による。 

 

４．附属品・予備品 

各機器の附属品は、特記仕様書に記載されているものを納入するほか、請負者におい設備の

運転上必要と認められるものは付属すること。 

  また、特記仕様書に記載されていない部品等にあっても１年以内に消耗すると思われるもの

については１ケ年分を供給しなければならない。 

  ただし、照明用電球、管球類は特記仕様書記載の数量を納入するものとする。 

 

５．使用条件 

（１）周囲温度     0～40℃（精度保証：屋内も含む） 

－20～40℃（動作保証：屋外の場合） 

（２）相対湿度    35～85％（結露しないこと） 

 

６．周波数 

本地域は60 Hz地域につき、定格周波数は60 Hzとする。 

 

７．荷造りおよび輸送 

荷造りは厳重に施し、防湿を完全に行い、天地無用の品にはその旨を明記し、適当な転倒防

止の方法を講じること。また、予備品は長期保存に適するよう必要な部分には錆止めを施しビ

ニルにて包装または荷造りをして、外部には内容品名、数量を明記し、必要な場合には転倒防

止の処置を施し、保管上の注意事項を付記するものとする。 

 

８．工場検査 

本工事に使用する材料のうち監督員の指示するものについては制作工場において検査を行う

ものとする。 

上記検査、試験に関わる費用はすべて請負者の負担とする。 
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第３章 設備工事一般仕様 

 

１．概  要 

本設備工事は、第４章以降で製作する各機器の搬入、据付、配管配線等の各工事を行い、

更に試運転および調整までを含むものとする。また、本工事の施工に当たっては設計図並び

に本仕様書、準拠規格に基づき監督職員と充分に打合せの上、施工するものとする。 

 

２．一般仕様 

  下記仕様を遵守して施工にあたる事。また下記仕様書にない仕様は、監督員と協議し、

施工を行うものとする。 

 

土木工事共通仕様書      （長野県土木部、建設技術センター 平成26年版） 

電気設備工事共通仕様書    （国土交通省監修、公共建築協会 平成27年度版） 

機械設備工事共通仕様書 （国土交通省監修、公共建築協会 平成 25年度版） 

建築工事共通仕様書   （国土交通省監修、公共建築協会 平成28年度版） 

 

３．中間検査 

工事完了後確認できない部分ならびに監督員の指示する個所は検査を受け、合格後次の工程

に移るものとする。 

上記検査、試験に関わる費用はすべて請負者の負担とする。 

 

４．竣工検査 

工事完了に当たっては、竣工検査を受けるものとし、これをもって受け渡し検査とする。 

上記検査、試験に関わる費用はすべて請負者の負担とする。 

請負者は、竣工検査までに、後片付け及び清掃をして監督員の検査承認を受けるものとする。 
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第４章  主要機器設備 

 

１． ポンプ設備           1 台 

口径    150A 

揚水量    2.15m3/min 

揚程    54.6ｍ 

形式    深井戸用水中モータポンプ 

取扱液質    清水 

取扱液温    0～30℃ 

ポンプ水没最大水深     150ｍ 

ポンプ運転可能最低水位 1ｍ以上 

 

構造 

羽根車    クローズ 

軸受け    SiC 

材料 

ケーシング   SCS13 

羽根車    SCS13 

主軸             SUS431 

 

電動機  

形式・極数   水封式・２極 

相・電圧    三相  200V 

出力    45KW 

構造                  キャンド 

材料 

フレーム        SUS304 

主軸                  SUS431 

ケーブル              平形 38mm2-3 心 CVCTF ２本 

ケーブル長       80ｍ/本 
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２． ポンプ・計装盤  １面 

形式        鋼板製屋外自立閉鎖形（遮熱板付）前面及び後面開扉 

寸法   W800×D800×H1850＋100（ベース） 

塗装         焼付塗装 ﾏﾝｾﾙ 5Y7/1 全艶 

塗装膜厚       外面 60μm 以上、内面 40μm 以上 

 

内蔵機器   取水ポンプ制御回路 

           非常用電源回路切替用開閉器×２ 

漏電遮断器 

主遮断器 

耐雷トランス機能 

無停電電源装置 1.0KVA（計装回路保護） 

計装回路 

信号中継端子台（第２配水場計装盤等） 

スペースヒータ 

換気ファン 

照明×2 

外部パネルヒータ電源 

その他必要と思われるもの 

 

盤面取付機器  電圧計×2、電流計×1 

    第５水源深井戸水位指示計 

                     運転時間計×1、運転回数計×1 

表示灯、操作スイッチ 

各銘板 

非常用電源コンセント×2 
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３． 深井戸用水位計     １台 

投込式水位伝送器 

構成               標準構成（表示器＋検出器） 

伝送方式           ２線式伝送方式 

伝送出力       4～20mADC 

供給電源       12～26VDC 

消費電力       0.5W 

調整機能        ｾﾞﾛ点 ±10％、ｽﾊﾟﾝ ±10％ 

動作温度範囲     表示器 －30～80℃ 

               検出器 －10～80℃ 

雷対策              表示器・検出器 内臓 

 

伝送精度       ｽﾊﾟﾝの±0.1％ 

指示精度       1.0 級 

耐水圧              ｽﾊﾟﾝの 150％ 

温度特性       表示器 ｽﾊﾟﾝの 0.35％ 

               検出器 ｾﾞﾛ点 0.03％、ｽﾊﾟﾝ 0.03％ 

 

表示器 

構造         防雨構造 ＪＩＳC0920 

ｹｰｽ材質        ｱﾙﾐ鋳物（塗装 ﾏﾝｾﾙ N4） 

質量         約 3.7kg 

検出器          

外形         φ20mm 

       材質         本体 SUS316 

               感圧部 SUS316L 

質量         約 150g（ｹｰﾌﾞﾙ除く） 

検出器ケーブル    

外形         約φ9mm 

構成         中空ﾊﾟｲﾌﾟ入り耐水ｹｰﾌﾞﾙ 

材質         ポリエチレン 

質量         約 80g/ｍ 
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４. 取水流量計                             

電磁流量計検出器      １台 

口径                 150A 

測定範囲             0－0.1m/s から 0－10m/s まで 

構造                 IP67(JIS C0920-2003) 

導電率              3μS/cm 以上 

流体温度             －20～＋60℃ 

流体圧力             －0.1Mpa～ﾌﾗﾝｼﾞ呼圧力 

 

材質 

ケース本体            炭素鋼 

測定管                SUS304 相当 

ライニング            ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ 

電極                  SUS316L 

アースリング          SUS316 

フランジ              炭素鋼 

分離形端子箱          ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 

塗装                  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装  グレー 

 

 

電磁流量計変換器           １台 

測定範囲             0－0.1m/s から 0－10m/s まで 

入力信号             検出器からの流量比例信号 

電流出力             ４～20mADC 

       負荷抵抗             ０～１KΩ 

出力表示             16 桁液晶 2桁 VFD（自発光） 

ダンピング           0.5～60 秒 

ｾﾞﾛ・ｽﾊﾟﾝ校正        校正用基準入力信号発生回路内臓 

周囲温度             －20～＋60℃ 

重量                 約 8Kg 

アレスタ             内臓 

ケース材質           ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 

塗装                 アクリル樹脂焼付塗装        パールグレー 
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４． 配水池水位計         １台 

投込式水位伝送器 

     構成          伝送器＋検出器 

     出力信号        4～20mADC 

     電源          標準 24VDC 

     精度定格        ｽﾊﾟﾝの±0.2％ 

     温度特性        ｽﾊﾟﾝの±0.3％ 

     使用温度範囲      検出器 －10～60℃ 

                 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ －20～70℃ 

     ダンピング       時定数 0.5 秒～2秒まで可変 

     材質 

        検出器      SUS316 

        ハウジング    ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 

     保護等級 

        検出器      IP68 相当（JIS C 0920 水中形） 

        ハウジング    IP43 相当（JIS C 0920 防雨形） 

     塗装色         ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ 

     検出器ケーブル 

     構造          中空ケーブル ５芯シールド（編組） 補強ワイヤ５本入

り 

     外形          φ17.5mm 

     許容曲げ半径       30cm 

     材質          ポリエチレン 

     質量 

        検出器       約 1.5kg 

        ハウジング     約 3kg 

        中継器       約 1.9kg 

        中空ケーブル    約 0.3kg/ｍ 
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５． 次亜塩素注入ポンプ設備    ２式 

液中バルブレスポンプ       ４台 

      吐出量         0.13～12.5ｍｌ/min 

      吐出圧         1.0MPa（出力 50％以下 0.6MPa） 

      相・電圧        単相 200V 

      出力・周波数      15W 60Hz 

      ポンプ制御範囲     ポンプ最大吐出量の 1～100％ 

      速度制御範囲       340～1700rpm 

      入力信号        停止接点入力（無電圧 a接点） 

      操作          速度設定ダイヤル×1、STOP スイッチ×1 

                  運転表示 LED×1（運転時：赤 点滅、停止時：緑 点灯、 

                  異常時：黄 点滅） 

      使用周囲温度      －10～＋50℃ 

 

薬液タンク             ２槽 

      容量          有効 500 ㍑ 

      寸法          1000×950×600H×5t 

      材質          硬質塩化ビニール（PVC） 

      付属          ポンプ座×2、フロートスイッチ座×1 

                  ドレンプラグ、投入口、レベルゲージ 

                  タンク固定アングル×1 

                  レベルゲージ（裏面白板当て） 

                  25AF×2（連通口・排液口） 

                  50AF×1（受入口） 

                  80AF×1（排気口） 

      重量          約 55kg/槽（タンク＋付属品） 

 

フロートスイッチ          ２台 

      制御          下限・下下限 ２接点 

      材質          硬質塩化ビニール（PVC） 

 

配管パネルユニット         ２式 

      構成          隔膜式圧力計、ボールバルブ他 

      材質          硬質塩化ビニール（PVC） 

      寸法          500×500×10t 

      重量          約 7kg/式 
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第 5 章 撤去工事 

 

１．概  要 

松川村第 2配水場増設工事に伴い、廃棄物は撤去及び処理するものとする。 

 

２．撤去及び処理設備機器 

工事で発生した廃材、取替機器  1式。 

 

３．処理 

  産業廃棄物が適正に処理されることはもちろんのこと、マニュフェストにて管理を確実

に行う事。適正に処理された後、マニュフェストの提出をする事。 

 

 

 

 

 

 

 


