
令和３年４月１日から令和４年３月３１日

設　　　　計　　　　書

　　令和３年度 業務番号 20-018

履行期間

業 務 名 　横浜情報文化センター設備運転保守業務

業務場所 　横浜情報文化センター

公益財団法人　横浜企業経営支援財団



　円

（内訳）

　円

　円

公益財団法人　横浜企業経営支援財団

業務価格

総　　合　　　計 

■業務内容に示した数量は、参考数値とします。

消費税及び地方消費税相当額



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

横浜情報文化センタ－・設備運転保守業務

1 業務費

①設備運転業務 12 月
②電気設備保守及び空調･衛生設備点検整備業務

(全体共用) 12 月
③空調･衛生設備整備業務
(各階別) 12 月

④環境衛生管理業務 12 月

計

2 一般管理費等 1 式

合　　　　計

端数処理

消費税及び地方消費税相当額（１０％）

総  合  計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考
(月別内訳)

① 設備運転業務　全体共用

責任者 (第3種電気主任技術者程度) 1 名 月額

要員 (建築物環境衛生管理技術者)
(第3種電気主任技術者)
(第1･第2種電気工事士) 3 名 月額

小　　　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

電気設備保守及び空調･衛生設備点検整備業務

② (全体共用)

(月別内訳)
a.電気設備　年次点検整備
　1.接地抵抗及び
　　高圧･抵抗絶縁抵抗測定
(母線､高圧受電盤､低圧盤､蓄電池設備､
　　接地端子盤､動力制御盤､電灯分電盤) 年１回
　2.保護ﾘﾚ-並びに連動遮断器テスト

年１回
　3.高圧機器点検
(断路器､遮断器､変圧器､電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ-､
避雷器､避雷針､計器用変圧器､引込ｹ-ﾌﾞﾙ､
母線､高圧受電盤､低圧盤､蓄電池設備) 年１回

 

　4.仮設自家発電設備（年次点検用） 単相１００Ｖ２０ＫＶＡ＊１
単相１００Ｖ１０ＫＶＡ＊１ 1 式 搬入費含む

小　　　　計

式1　　1-3計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

(月別内訳)
b.空調・衛生設備点検整備業務(全体共用)
  1.ポンプ類 ・ＪＵ－１ジョキーポンプ　

　　・加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(11･12F用)PU-1 精密点検整備　年１回 1

　　・衛生用(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ除く)PW-1 精密点検整備　年１回 2
　　・消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(呼水槽含)FD-1
      (補給水槽110㍑含む) 精密点検整備　年１回 1

  2.ファン類
　　・給気ﾌｧﾝ 精密点検整備　年１回 12

　　・排気ﾌｧﾝ 精密点検整備　年１回 22

　　・排煙ﾌｧﾝFSE-1 FSE-6 精密点検整備　年１回 2

　　・ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ＥＶホール） 精密点検整備　年１回 9

フィルタ－洗浄　年12回 180
  ３.ビルマルチ型AC
        B1F廊下2台(ACP-B11a,b),ﾛｯｶ-1台(ACP-011c)

       控室2台(ACP-011e,f),1F防災ｾﾝﾀ-1台(ACP-011a),
       仮眠室1台(ACP-011d),待合室１台(ACP-011b)
１２階貸し室１台(スペース１・２）（店舗通路） フィルタ－洗浄　年12回 108
　４．冷却塔薬液注入ポンプ 精密点検整備　年１回

4
　５．冷却塔薬液注入ポンプ薬液管理

4

 ６．小破修理用消耗品 1

小　　計

B1F MDF室1台
(FCU-B21)除く

電気室 7台(FCU-B22)
３Ｆ貴賓室１台（ＦＣＵーＢ３２）



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

③ 空調・衛生設備整備業務(1～1２階共用・ＲＦ)
(月別内訳)
  1.ファン類
　　・ｴﾚﾍﾞ-ﾀ機械室 排気ﾌｧﾝ(1台)FE-133

　　・ｴﾚﾍﾞ-ﾀ機械室 給気ﾌｧﾝ(1台)FS-133 精密点検整備 年１回 2
フィルターなし

・ｴﾚﾍﾞ-ﾀ機械室 給気ﾌｧﾝ(1台)ＶFＳ-13１ 精密点検整備　年１回 4
・ｴﾚﾍﾞ-ﾀ機械室 給気ﾌｧﾝ(1台)ＶFS-13２ フィルター洗浄　年１０回 32

小　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(地下階共用)
(月別内訳)
  1.ポンプ類
　　・空調用 精密点検整備 年１回

(ﾎﾟﾝﾌﾟﾓ-ﾀ-通り芯点検調整､ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞﾑ摩度点検

据付状態､点検絞め付け､ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ取り替え･

ｼｬﾌﾄ手入れ､発錆部分の塗装･小修理､接地線

取り付け確認) 20
  2.冷却塔 精密点検整備 年２回
　　　ＣＴ－１×２，ＣＴ－２×２ (ﾌｧﾝﾓ-ﾀ-手入れ･注油､ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ点検調整､

各部発錆状況の調査並びに塗装修理､充填材の

確認･劣化の点検)水槽内ストレーナー清掃 4
槽内水入替清掃ｼ-ｽﾞﾝ中 ４×５ｶ月
水槽水入替自動ﾌﾞﾛ-装置点検手入れ) 20

  3.水槽類
　　・膨張ﾀﾝｸ(1m3) 槽内外清掃 年１回
       (冷却水,冷水系統SUS製)TE-1 (内外部清掃水入れ替え)

　　　(ﾌﾞﾗｲﾝ系統)TE-2 2
  4.空調 精密点検整備 年２回 2
　　・熱源ポンプ室 ｹ-ｼﾝｸﾞ内部及びﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ､ｴﾘﾐﾈ-ﾀ清掃､加湿装置

(気化式)清掃整備､ｺｲﾙ表面清掃､ﾌｧﾝ羽根清掃､

　　・空調機(1F情報ﾌﾟﾗｻﾞ)AC-011 軸受け取付締付､各ﾀﾞﾝﾊﾟ-自動弁など作業点検､

ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､各部発錆状況調査

塗装､修理､軸受けｸﾞﾘｽ入替､中性能ﾌｨﾙﾀ-点検､

点検清掃) 2
プレフィルタ－洗浄 年1２回 ６×1２

54
メインフィルタ－取替手間 年１回
（中性） 6

外気処理ﾌｨﾙﾀ- OFU-Ｂ２１、B22,23、２４
スペース１、２用　Ｂ１通路　ＯＦＵーＢ１，２　　　　
ＦＳー０１１ー１ ﾌｨﾙﾀ-洗浄 年1０回（１３＊１０） 104

　　 小　　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(地下階共用)
(月別内訳)
　・空調機(1F北側ｴﾝﾄﾗﾝｽ)AC-012a 精密点検整備 年１回

ｹ-ｼﾝｸﾞ内部及びﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ､ｴﾘﾐﾈ-ﾀ清掃､ｺｲﾙ表面清掃

ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受け取付締付､各ﾀﾞﾝﾊﾟ-自動弁

など作業点検､ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､各部

発錆状況調査塗装修理､軸受けｸﾞﾘｽ入替､

1
フィルタ－取替手間 年１２回 （3×9）
   (ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ) 27

・空調機(1F南側ｴﾝﾄﾗﾝｽ)AC-012b 精密点検整備 年１回
ｹ-ｼﾝｸﾞ内部及びﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ､ｴﾘﾐﾈ-ﾀ清掃､ﾌｧﾝ羽根清掃､

軸受け取付締付､各ﾀﾞﾝﾊﾟ-自動弁など作業点検､

ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､各部発錆状況調査

塗装修理､軸受けｸﾞﾘｽ入替､

点検清掃) 1
フィルタ－取替手間 年１２回 （１２×３）
   (ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ) 36

小　　　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(新聞博物館専用)
(月別内訳)
  1.空調機 精密点検整備 年２回
　　(2F･3F･5F) ｹ-ｼﾝｸﾞ内部及びﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ､ｴﾘﾐﾈ-ﾀ清掃､加湿装置

２Ｆ　ＡＣ０２２　ＡＣ０２５ａ　ＡＣ０２５ｂ　ＡＣ０２１　 清掃整備､ｺｲﾙ表面清掃､ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受け

　　　ＡＣ０２３　ＡＣ０２４ 取付締付､各ﾀﾞﾝﾊﾟ-自動弁など作業点検､ （11×２）
３Ｆ　ＡＣ０３１　ＡＣ０３２　ＡＣ０３３　ＡＣ０３４ ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､各部発錆状況調査

塗装､修理､軸受けｸﾞﾘｽ入替､中性能ﾌｨﾙﾀ-点検､

５Ｆ　ＡＣ０５１ 点検清掃)

22
フィルタ－洗浄 月1回

（７９×12） 711
中性能フィルタ－取替手間 年1回

79
  2.ファンコイルユニット フィルタ－洗浄 年8回（７１＊8） 568
     （2３台,メイン中性能１台２枚付) メインフィルタ－取替手間 年１回 23

  ３.ビルマルチAcｐー０４２ー１台 フィルタ－洗浄 年1０回
    Acｐー０４２ー２台 80

　4．中性フィルター類
1 式

　５．ベルト類
1 式

小　　計 (年額）



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(大研修室･会議室専用)

(月別内訳)
  1.空調機 精密点検整備 年２回
　　(6F･7F) ｹ-ｼﾝｸﾞ内部及びﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ､ｴﾘﾐﾈ-ﾀ清掃､加湿装置

ＡＣ－０６１(6枚）　　ＡＣ－０７１（２枚）　 清掃整備､ｺｲﾙ表面清掃､ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受け

ＡＣ－０７２（６枚） 取付締付､各ﾀﾞﾝﾊﾟ-自動弁など作業点検､ （３×２）
ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､各部発錆状況調査

塗装､修理､軸受けｸﾞﾘｽ入替､中性能ﾌｨﾙﾀ-点検､

点検清掃)

6
フィルタ－洗浄 月1回（１４＊１２）

126
中性能フィルタ－取替手間 年1回

14

小　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(放送ライブラリ－専用)

(月別内訳)
  1.空調機 精密点検整備 年２回
　　8F（１０枚）9F（１０枚）10F（８枚) ｹ-ｼﾝｸﾞ内部及びﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ､ｴﾘﾐﾈ-ﾀ清掃､加湿装置

清掃整備､ｺｲﾙ表面清掃､ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受け

取付締付､各ﾀﾞﾝﾊﾟ-自動弁など作業点検､ （３×２）
ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､各部発錆状況調査

塗装､修理､軸受けｸﾞﾘｽ入替､中性能ﾌｨﾙﾀ-点検､

点検清掃)

6
フィルタ－洗浄 月1回

２８×９ 252
中性能フィルタ－取替手間 年1回

28

２．ビルマルチＰＡＣ型ＡＣ フィルター洗浄　年８回 8
ＡＣＰー１０１ａ（１枚）　ＡＣＰー１０１ｂ（中４
枚）　ＡＣＰー１０１ｃ（中２）　ＡＣＰー０８１ｃ
（中４枚）　ＡＣＰー０８１ｂ（中４枚） 中性フイルター 15
  3.全熱交換器 精密点検整備 年１回
　　8F（２枚）10F（４枚)      (熱交換ｴﾚﾒﾝﾄ点検･清掃) 2

フィルタ－洗浄 年9回
６×9 54

  4.ファン類 精密点検整備 年１回
　　・給排気ファン (ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受けｸﾞﾘｽ注入､又は入れ替え､

  ｹ-ｼﾝｸﾞ内部清掃､ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､

  各ﾀﾞﾝﾊﾟ-点検) 4
　5．中性フイルター類 1 式

　６．ベルト類 1 式

小　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(事務所専用)
(月別内訳)
  1.空調機 精密点検整備 年２回
　　(11F･12F) ｹ-ｼﾝｸﾞ内部及びﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ､ｴﾘﾐﾈ-ﾀ清掃､加湿装置

ＡＣ－１１１　ＡＣ－１２１ 清掃整備､ｺｲﾙ表面清掃､ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受け

取付締付､各ﾀﾞﾝﾊﾟ-自動弁など作業点検､

ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､各部発錆状況調査 （２×２）
塗装､修理､軸受けｸﾞﾘｽ入替､中性能ﾌｨﾙﾀ-点検､

点検清掃)

4
フィルタ－洗浄 年９回

2４×9 216
中性能フィルタ－取替手間 年1回

24

中性フイルター類全部（新聞・放送を除く） 1 式

ベルト類全数（新聞・放送を除く） 1 式

小　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(地下店舗専用)
(月別内訳)
  1.排気ファン 精密点検整備 年２回
　　・B1F備品庫 (ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受けｸﾞﾘｽ注入､又は入れ替え､

  ｹ-ｼﾝｸﾞ内部清掃､ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､

  各ﾀﾞﾝﾊﾟ-点検) 2

小　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(１階飲食店舗専用)
(月別内訳)
　　・排煙ファン 精密点検整備 年１回

(ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受けｸﾞﾘｽ注入､又は入れ替え､

  ｹ-ｼﾝｸﾞ内部清掃､ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､

  各ﾀﾞﾝﾊﾟ-点検) 2

小　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

空調・衛生設備整備業務(駐車場専用)
(月別内訳)
　　・給排煙ファン FS-B31,FE-B31 精密点検整備 年１回

(ﾌｧﾝ羽根清掃､軸受けｸﾞﾘｽ注入､又は入れ替え､

  ｹ-ｼﾝｸﾞ内部清掃､ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾝ及び芯出し調整､

  各ﾀﾞﾝﾊﾟ-点検) 2

小　　計



記号 名　　　称 仕　　様 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

④ 環境衛生管理業務(全体共用)
(月別内訳)
  1.空気環境測定 ２ヶ月１回

６×26ﾎﾟｲﾝﾄ 130
  2.水槽類
　　・受水槽(100m3)  TW-1 槽内外清掃 年１回 1

　　・高架水槽(25m3)  TWH-1 槽内外清掃 年１回 1
　　・汚水槽(20㎥） 槽内清掃 年２回

(水中ﾎﾟﾝﾌﾟPD-1,) 2
　　・消火補給水槽(1.5m3)  FT-1 槽内外清掃 年１回

1
　　・消火水槽(170.6) 槽内清掃 年１回

１×1/2 0.5
　　・駐車場排水槽(ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ 2箇所) 槽内清掃年２回

(水中ﾎﾟﾝﾌﾟPD-3手入含) 2
　　・湧水槽(ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ) 槽内清掃 年１回

(水中ﾎﾟﾝﾌﾟPD-3手入含)　　　　（１×1/2） 0.5
  3.飲料水の水質検査(10項目） 年１回

1
  ４.飲料水の水質検査(27項目） 年１回

1
  ５.給水中の残留塩素測定 週１回

１×52ﾎﾟｲﾝﾄ 52
  ６.ねずみ・昆虫等の防除 年２回

8,371㎡ 8,371 ㎡
　７．冷却塔水質検査 年２回×２基（冷温水発生機）

年３回×２基（ブラインチラー） 10
  ８．簡易水道水質検査 年１回

1
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