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三鷹産業プラザ（１期棟）建物劣化診断業務特記仕様書 
  
第１章 劣化診断業務の概要  

  

１．１ 業務名 

令和２年度 三鷹産業プラザ（１期棟）空調設備更新工事に係る設計及び建物劣化診断業務                                      

１．２ 履行場所  東京都三鷹市下連雀3丁目38番4号                                      

１．３ 契約期間  契約確定の日から令和3年1月29日まで                                                                  

１．４ 調査対象施設  

(1) 敷地面積   １６３７．４３㎡（うち５９０．８２㎡） 

(2) 建物概要  

    a. 施設名称      三鷹産業プラザ（１期棟） 

b. 敷地の場所     東京都三鷹市下連雀３丁目３８番４号 

c. 施及び設用途    事務所 

d. 施設の延べ床面積  ３６０５.９７５㎡ 

e. 主要構造階数    鉄骨造 地下1階、地上7階、塔屋1階 

１．５ 調査目的  

   平成１１年１１月竣工の三鷹産業プラザについて、建築及び設備の全般に関して劣化状況を調査

する。また、併せてそれぞれの劣化状況から中長期保全計画書の作成し必要となる保全計画につい

て概算費用の算出を行う。 
  

第２章 総  則  

  

２．１ 適  用  

(1) 本仕様書（以下「仕様書」という。）は、令和２年度 三鷹産業プラザ空調設備更新工事に係る

実施設計及び建物劣化診断業務に適用する。  

(2) 受注者は、仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合は、発注者と協議するものとす

る。   

(3) 特記仕様書に記載されていない事項は共通仕様書による。 

  

２．２ 資料の貸与 

(1) 受注者は、しゅん功図、保全台帳、機器管理データその他委託業務に必要な資料及び基準等で

発注者が貸与可能と判断したもの（以下「委託資料」という。）については、発注者から借り受

けることができる。  

(2) 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又

は損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又

はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。  

 

第３章 調査業務の実施  

３．１ 調査対象  

(1) 建 築 （構造を除く） 

(2) 設 備 （電気設備全般、機械設備全般、昇降機設備） 

 

３．２ 業務内容  

(1) 予備調査 …… 建築及び設備の現況を把握  

   ア 施設管理者等からのヒアリング  



2 

 

  イ 関係資料の収集  

・ しゅん功図  

・ 改修・修繕履歴等  

・ 法令・定期点検等の記録  

・ その他  

   ウ 一次、二次診断を実施するにあたっての諸条件の確認  

(2) 診断計画書の策定 …… 予備調査に基づき、調査目的に沿った下記事項を明確にした計画書の

策定。  

  ア 調査目的  

  イ 調査対象  

   ウ 調査内容・方法  

 エ 調査体制  

 オ 調査期間  

(3) 現場調査 …… 一次、二次診断の現場調査を実施してデータを収集する。  

ア 一次診断調査  

      各調査対象の外観目視点検を主体とした調査を行う（詳細は別紙１）。  

イ 二次診断調査  

      設備に関する物理的探査調査を行う（詳細は別紙２）。  

(4) 診断調査報告書の作成 …… 調査結果を踏まえて、建築、機器・配管等の劣化状況及び評価の

結果をまとめ、改善策を提言する。記載事項は以下のとおりとする。  

  ア 調査概要     調査箇所及び調査方法等  

  イ 調査結果   項目別調査結果と判定及び個別評価  

                  現場・作業状況写真  

                  物理的探査調査結果  

    ウ 判定基準     調査方法と判定の基準   

    エ 総合評価     総合所見・診断総括表等  

    オ 改善提案     中・長期の改善提案及び概算費用の算出（詳細は別紙３）  

    カ 添付資料     機器リスト  

現状建築平面図  

現状設備系統図   

(5) 適用基準、参考資料類 

  1) 建築基準法 

  2) 官公庁施設の建設等に関する法律 

  3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

  4) 消防法 

  5) 電気事業法 

  6) ガス事業法 

  7) 高圧ガス保安法 

  8) 水質汚濁防止法 

  9) 水道法 

  10) 大気汚染防止法 

  11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

  12) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

  13) エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

  14) 中長期保全計画策定の考え方(案) 国土交通省 

15) 施設管理者のための建築物の簡易な劣化判定ハンドブック （一財）建築保全センター 
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16) 劣化状況調査の手引き 東京都財務局 

17) 青森県県有施設長期保全計画書作成マニュアル 青森県総務部財産管理課

18) 国土交通省https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000046.html及び

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000024.htmlにある図書

19) 三鷹市まちづくり条例

３．３主任技術者 

(1)受注者は、調査業務における主任技術者を定め、発注者に通知しなければならない。

(2)主任技術者

下記イ及びロの要件を満たす主任技術者を１名配置すること。

イ 次の a から e のいずれかの資格を有し、かつ、劣化診断調査業務の統括管理を５年以上

経験している者。

a．一級建築士

b．特殊建築物調査員資格証の交付を受けた者

c．昇降機等検査員資格証の交付を受けた者

d．建築設備検査員資格証の交付を受けた者

e．防火設備検査員資格証の交付を受けた者

なお、資格範囲外の調査については当該調査業務の有資格者を置くものとする。

ロ 平成２２年６月１日から令和２年５月３１日までの期間で、公的機関（国、地方公共団体又は

独立行政法人等）又は民間が発注し、完成・引渡しが完了した建物劣化診断調査業務の経験を１

件以上有する者。

 (3)管理技術者は、当該建物劣化診断業務か、あるいは同時に行う空調設備更新工事に係る設計業務

か、どちらか一方の主任技術者を兼務することができる。なお、管理技術者及び空調設備更新

工事に係る設計業務における主任技術者の要件は別に定める。 

３．４ 再 委 託 

契約書第３条に定める「主要な部分」とは、調査業務における総合的な企画及び判断並びに調査

業務（報告書作成を含む。）の遂行をいい、受注者は、これを再委託することはできない。  

３．５ 打合せ及び記録 

(1) 受注者は、調査業務の進捗状況に応じて、監督員へ中間の報告をし、十分な打合せを行うもの

とする。

(2) 受注者は、監督員が必要に応じて進捗状況等の報告を求めた場合は、速やかにこれに応じなけ

ればならない。

(3) 受注者は、監督員と打合せを行った都度、その内容について受注者が書面（打合せ記録簿）に

記録し、相互に確認しなければならない。

３．６ 仕様書と調査内容が一致しない場合の修正義務 

受注者は、調査の内容が仕様書又は監督員の指示若しくは受注者と監督員との協議や打合せの内

容に適合しない場合において、監督員から修正を求められたときは速やかに応じなければならな

い。  

３．７ 関係官公署への手続き等 

(1) 受注者は、調査業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公署等への手続きの際に協力し

なければならない。

(2) 受注者は、関係官公署等との打合せを行った場合は、その内容について、書面（打合せ記録

簿）に記録し、監督員に報告しなければならない。

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000046.html
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000024.html
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３．８ 調査業務の成果物 

受注者は、調査業務が完了したときは、遅滞なく次の成果物を業務完了届とともに監督員に提出し

なければならない。  

１）劣化診断調査報告書 4部 

２）中長期保全計画書 4部 

３）前項１),２）の電子データ版(CD‐R) 2部 

第４章 そ の 他 

４．１ 守秘義務 

受注者は、調査業務の遂行に必要な場合を除き、監督員の承諾なく成果物（未完成の成果物及び

業務を行う上で得られた記録等を含む。）を他人に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。  

以 上 
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（別紙1） 

【一次診断調査】  

建物全体について、各調査対象（建築・設備）に関する外観目視点検調査を行う。 

１ 建  築 

建物の漏水、仕上材の劣化や浮き状態及び歩行範囲での外壁の状態について目視、触手等の方法

により調査・診断を実施する。  

２ 設  備 

電気、機械、昇降機設備の配管類、分電盤・各階配線を含む換気扇・ダクト等施設内の各種設備

に関して目視等により調査・診断を行う。  
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（別紙２） 

【二次診断調査】  

建築及び設備に関する物理的探査調査を次のとおり実施する。 

１ 建築 

以下の試験を実施する。試験実施箇所は、各調査ごとに以下に示す箇所とする。ただし、予備調査

及び一次診断調査結果等に基づき必要があると認められる場合は、協議の上指定箇所を変更するこ

とができるものとする。  

（１） シーリングの引張試験 ３か所（外壁西面１か所、ガラスシール南面、東面の２か所） 

２ 機械設備（配管劣化調査）

以下の調査又は試験を実施する。実施箇所は、以下に示す箇所とする。ただし、予備調査及び

一次診断調査結果等に基づき必要があると認められる場合は、協議の上指定箇所を変更すること

ができるものとする。  

（１）内視鏡調査（１４か所） 

次の配管について、排水管の水栓器具、掃除口等を外して管内にファイバースコープを挿入 

し、撮影・記録する。錆コブの発生や付着物による管内の閉塞状況を調査する。 

・１階から７階の便所汚水管、雑排水管 各１か所

（２）Ⅹ線調査（９か所） 

次の配管について、フイルムを取り付けて工業用X線装置により透過撮影し、配管内面の腐食 

状況や異物の付着を調査する。  

・ 屋上給水管、屋上消火管 ２か所 

・１階から７階の便所内給水管 ７か所 

（３）追加調査

予備調査及び一次・二次の診断調査の結果、上記（１）、（２）までで指定した調査数量に加

え、別途調査が必要であると認められる場合は、最大３箇所までの範囲内で追加調査を行うもの

とする。  
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（別紙３） 

【中長期保全計画書の作成】 

本施設を継続使用していくことを前提条件として、管理運営上必要な建物に係る費用の構成のうち、

修繕費・更新費及び維持・保全費に係る部分に関して、次のとおり中長期保全計画書の作成及び竣工

後40年まで継続して使用し続けるために必要となる保全計画について概算費用の算出を行う。  

１ 維持保全の提案  

（１）本件調査結果及び設計資料等に基づき施設の問題点や性能レベルを的確に把握し、施設運営上

のリスク等改善が必要な事項及び改善策を提案する。  

（２）建物及び設備に関する修繕及び更新・改修等、施設を維持するために必要な改善策について、

建築及び設備のそれぞれに関して各部位ごとに整理し、施設の運営提案を行う。 

２ 協議・調整等 

上記１の提案に関して詳細説明を行うと共に、協議の結果に応じて必要な調整を行う。 

３ 中長期保全計画書の作成 

診断調査の結果及び維持保全の提案に関する調整結果を基に、建物及び設備の修繕・交換等、各部

位ごとに必要となる改善策をまとめ、それに要する概算費用を算定する。  

改善策及び概算費用は、修繕・交換等の周期をはじめ経過年数ごとに必要となる費用を明示するも

のとする。  


