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発行にあたって
横浜市では、誰もが安心と希望を実感でき、あらゆる人、企業が輝く都市としていくために、
オール横浜で取り組んでおります。
建築局では、
「市民の幸福度を高めます」という信念をもって、
「災害に強い安全なまちづくり
の着実な推進」
、
「安心で豊かな住生活の実現・団地再生の推進」
、
「環境と健康に配慮した建築物
の普及」の3つを施策の柱として、多角的な取組を着実に進めております。
公共建築物における機械設備工事の施工にあたっては、品質を確保し、工事を円滑にすすめる
上で、優れた技術と適正な工事監理がきわめて重要なものとなっています。
平成26年には、建設業で課題となっている技術者の育成及び担い手確保のため、
「公共工事の
品質確保の促進に関する法律」
、
「建設業法」
、
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律」が改正されました。
適正な工事監理を行うために、一般社団法人 神奈川県空調衛生工業会と協同して、昭和51年
から機械設備工事施工マニュアルを整備し、工事現場における指針として活用して頂いていると
ころです。
このたび、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】
（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
等の改定を受けて、平成29年版機械設備工事施工マニュアルを発行することになりました。
本書は、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築工事標準図および
機械設備工事監理指針の内容を網羅するだけでなく、施工の上で必要となる要点についてもわか
りやすく解説しており、技術者の育成や施工現場における貴重な手引書となることと思います。
機械設備工事に携わる多くの方々に、本書が広く活用されることを期待します。

横浜市建築局長

坂 和

伸 賢

発行にあたって
ここに横浜市建築局殿のご指導とご援助により、平成29年版の機械設備工事施工マニュアルが
発行されるに至ったことに、業界としてお礼申し上げます。
横浜市建築局、公益財団法人 横浜市建築保全公社のご担当の方々、当会技術委員マニュアル部
会の皆さまには忙しい日常業務の合間、昼夜を問わずの献身的なご努力と、ご苦労をおかけし、
深甚なる感謝の意を表すものであります。
今回のマニュアル改訂は、
「公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】
（平成28年版）
」およ
び「横浜市建築局機械設備工事特則仕様書（平成28年5月）
」の改訂に合わせたものであります。
今、地球環境問題を考えた時、空調衛生工事業界は、低炭素社会づくりへの貢献、リニューア
ル等の市場開拓の推進、さらには、災害時の安全・安心の確保のため、空調衛生設備の重要性を
広く社会にアピールし、総合環境設備工事業として独自性の確立を目指してまいります。
そして、私たちの役割は、再生エネルギーの導入、エネルギー効率の向上のための技術開発・
技術革新の開発を関係者と共に積極的に進め、設備の安全性、品質の確保、作業場所の快適性、
自然環境配慮、省エネルギー等の最新技術を取込むなど、益々大きくなっています。
こうした中で、適正な工事施工を行うため、本マニュアルは、官民の共同作業により、昭和51
年に初刊されてから版を重ね、公共の設備工事に関して最新技術の適用導入を基本に、行政ご当
局の的確な技術の方向性と民間で蓄積されてきた優れた技術力の統合を具現化したものであり、
設備工事に携わるすべての人の必携の書、バイブルとも云えるものであります。
関係各位におかれましては、このマニュアルを工事施工の指針として十分に活用され、公共施
設の施工信頼性を益々高め、またこれが民間工事にも適用、展開されていくことを期待する次第
です。

一般社団法人 神奈川県空調衛生工業会
会

長

川 本 守 彦
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