仕
１

様

書

業務目的
国際芸術祭「あいち 2022」の一宮会場（旧一宮市立中央看護専門学校）における作品展示に係る空
間のディスプレイ制作・撤去等の作業を行う。

２

作業場所
愛知県一宮市松降一丁目 9-21（旧一宮市立中央看護専門学校）

３

業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）
Ａ.作品展示ディスプレイ業務
１階_応接室
・壁｜A壁_W-5300*H-1700（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし

＿＿＿＿＿ 9.01㎡

・壁｜B壁_W-6000*H-1700（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし

＿＿＿＿＿ 10.2㎡

・壁｜D壁_W-1220*H- 100[垂壁]（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし＿＿＿ 0.12㎡
・その他｜ワイヤー Φ1.5mm L-2400 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3本
・その他｜ワイヤーセット(ワイヤー固定金物・ターンバックル小)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3セット
・その他｜ワイヤ―木下地(W-450*H-90*D-30)経師貼,指定位置設置＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6個
・その他｜LED 直管蛍光灯[L-1200,3000K,36W 相当(ODELIC.NO341E 同等品)] ＿＿＿＿＿＿＿＿＿1 本
１階_会議室
・壁｜E壁_W-4900*H-1700（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし＿＿＿＿＿＿ 8.33㎡
・壁｜F壁_W-5300*H-1700（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし＿＿＿＿＿＿ 9.01㎡
・壁｜G壁_W-3200*H-1700（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし＿＿＿＿＿＿ 5.44㎡
・壁｜I壁_W-1225*H-100[垂壁]*2（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし ＿＿ 0.25㎡
・その他｜ワイヤー Φ1.5mm L-6000 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3本
・その他｜ワイヤーセット(ワイヤー固定金物・ターンバックル小)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3セット
・その他｜ワイヤ―木下地(W-450*H-90*D-30)経師貼,指定位置設置＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6個
・その他｜LED 直管蛍光灯[L-1200,3000K,36W 相当(ODELIC.NO341E 同等品)]＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1 本
１階_校長室
・壁｜J壁_W-5050*H-1700（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし＿＿＿＿＿＿ 8.59㎡
・壁｜K壁_W-7500*H-1700（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし＿＿＿＿＿＿12.75㎡
・壁｜L 壁_W-1220*H- 100[垂壁]（既存壁紙撤去＋経師紙[NIP SC652]) ※原状復帰なし ＿＿ 0.12 ㎡
・その他｜ワイヤー Φ1.5mm L-4000 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3本
・その他｜ワイヤーセット(ワイヤー固定金物・ターンバックル小)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3セット
・その他｜ワイヤ―木下地(W-450*H-90*D-30)経師貼[指定色],指定位置設置＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6個
・その他｜LED 直管蛍光灯[L-1200,3000K,36W 相当(ODELIC.NO341E 同等品] ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1 本
１階_応接室・会議室・校長室共通
・その他｜吊金物2種類（参考写真参照）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿各20個

２階_教室１
・床｜全面パンチカーペット敷(インテリアネットTAKANO_YN52類似色) ＿＿＿＿＿＿＿＿95.00㎡
・壁｜巾木 L-40000(H-75*D-15)の上 マスキングテープ+シート張り(色:既存壁近似色)＿＿＿＿＿1式

・その他｜ライティングレール L-2100 * 1本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2.1m
・その他｜ライティングレール L-2300 * 1本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2.3m
・その他｜ライティングレール L-2400 * 2本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.8m
・その他｜ライティングレール L-4000 * 1本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.0m
・その他｜既設時計撤去・撤去跡塞ぎ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1式
・その他｜既設プロジェクター撤去・撤去跡塞ぎ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1式

２階_標本室
・その他｜ライティングレール L-2400 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2.4m

２階_教室２
・壁｜Ａカーテンレール_W-7960、カーテンレール・下地とも設置＋支給品カーテン設置作業＿＿7.96m
・壁｜Ｂカーテンレール_W-4050、カーテンレール・下地とも設置＋支給品カーテン設置作業＿＿4.05m
・壁｜Ｃカーテンレール_W-3950、カーテンレール・下地とも設置＋支給品カーテン設置作業＿＿3.95m
・壁｜Ｄカーテンレール_W-7100、支給品カーテン設置作業＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7.10m
・壁｜Ｅカーテンレール_W-3860、カーテンレール・下地とも設置＋支給品カーテン設置作業＿＿3.86m
・壁｜Ｆカーテンレール_W-3450、カーテンレール・下地とも設置＋支給品カーテン設置作業＿＿3.45m
・壁｜Ｇ

支給品カーテン_W-1000＋2辺押縁固定作業

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２枚

・その他｜ライティングレール L-2000 * 3本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6.0m
・その他｜ライティングレール L-1600 * 2本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3.2m
・その他｜既設プロジェクター撤去・撤去跡塞ぎ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1式

３階_教室３
・壁｜仮設壁 AEP塗装(L75-60B) W-5480*H-2450*D-300,SP下地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿14.49㎡
・壁｜仮設壁 仮設壁 W-6270*H-2450*D-945,AEP塗装(白)＋壁紙クロス(白) ＿＿＿＿＿＿＿＿33.04㎡
・壁｜仮設壁 壁紙クロス(白),W-4630*H-2450*D-450,木下地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿12.45㎡
・その他｜既存スイッチ延長移設*5[照明*1、AIR CONDITIONER*2、熱交換*2]＿＿＿＿＿＿＿＿＿１式
・その他｜遮光カーテン(白) W-1200*H-2420 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2.88㎡
・その他｜ライティングレール

L-2000 * 1本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2.0m

・その他｜ライティングレール

L-3250 * 2本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 6.5m

・その他｜既設時計撤去・撤去跡塞ぎ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1式

４階_視聴覚教室
・壁｜仮設壁 W-4530*H-2510*D-150、PB t-9.5パテ処理

※作家側で塗装＿＿＿＿＿＿＿＿＿12.12㎡

・壁｜仮設壁 W-6450*H-2510*D-920、PB t-9.5パテ処理

※作家側で出力シート貼・塗装＿＿34.69㎡

・壁｜PB t-9.5パテ処理 W-4340*H-2350

※原状復帰なし ※作家側で出力シート貼 ＿＿＿＿10.20㎡

・壁｜PB t-9.5パテ処理 W-4250*H-2350

※原状復帰なし ※作家側で出力シート貼＿＿＿＿＿9.99㎡

・壁｜仮設壁 W-1780*H-2350、両面PB t-9.5パテ処理

※作家側で塗装 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿8.37㎡

・その他｜ライティングレール

L-4000 * 2 本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿8.0m

・その他｜ライティングレール

L-2000 * 2 本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.0m

・その他｜ライティングレール

L-1900 * 1 本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1.9m

・その他｜建具隙間:完全遮光シート貼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１式

・その他｜既設プロジェクター撤去・撤去跡塞ぎ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1 式
４階_母性看護学実習室
・壁｜作品設置用木フレーム＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 4 セット
・壁｜作品設置用アクリルフレーム＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 5 セット
・その他｜天吊り鏡撤去＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1式
・その他｜ライティングレール

L-2400 * 1 本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2.4m

・その他｜ライティングレール

L-3000 * 2 本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6.0m

・その他｜ライティングレール

L-3400 * 1 本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3.4m

４階_在宅看護学実習室
・壁｜仮設壁 AEP塗装(白) W-4240*H-2385＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿10.11㎡
・壁｜仮設壁 経師貼(YDP-71) W-2400*H-2385、木下地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿5.72㎡
・その他｜ライティングレール

L-3600 吊元造作 * 1本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3.6m

５階_看護実習室 2-3
・壁｜仮設壁 片面経師貼(白) W-6350*H-2500 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿15.88㎡
・壁｜仮設壁 片面経師貼(白) W-2000*H-2500、扉加工(W-1000*H-2100) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿5.00㎡
・壁｜仮設壁 両面AEP塗装(白) W-5235*H-2500*D-650＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿13.09㎡
・壁｜仮設壁 両面AEP塗装(白) W-5450*H-2500、合板下地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿13.63㎡
・壁｜遮光カーテン1級（白）W-1450*H-2480(片側端部は押縁固定) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3.60㎡
・壁｜遮光カーテン1級（白）W-830*H-2480 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2.06㎡
・壁｜遮光カーテン1級（黒) W-2030*H-2480、既設カーテンレール移設利用 ＿＿＿＿＿＿＿＿5.03㎡
・壁｜完全遮光シート貼（黒） W-4000*H-2330 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿9.32㎡
・壁｜完全遮光シート貼（黒） W-7370*H-2330 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 17.17㎡
・壁｜遮光カーテン1級（白) W-7600*H-1450、1.5倍ヒダ、既存カーテン交換 ＿＿＿＿＿＿＿11.02㎡
・その他｜オーガンジーカーテン W-8100*H-2480、1.5倍ヒダ＋レール ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿20.09㎡
・その他｜ライティングレール

L-7400

* 1本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

7.4m

Ｂ.設営・撤去・経費等
・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費（一部除く）
・廃材処分費・復旧費・雑費 ＿＿＿＿一式
・諸経費＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一式

Ｃ.全館共通（レンタル）
・インパクトドライバー＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２個
・コードリール 30m＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２個
・水準器 W=600mm＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２個
・脚立 H=1800mm_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２個
・台車 1200×750mm＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２個
※リース期間は令和 4 年 7 月 1 日～7 月 29 日まで。全て旧一宮市立中央看護専門学校で使用。

＜共通仕様＞
□床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは既存と同等品を使用する事。
□カーテン・暗幕を使用する部分は、防炎品を使用する事。

□合板を使用する箇所は、防炎品を使用する事。
□壁の下地は基本、リースパネル・軽鉄とする。必要に応じ、柱・胴縁・垂木を入れること。
□壁仕上の色は特記なき限り既存壁に合わせる。
□自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
□扉については金物一式附属とし、取っ手は 30ｍｍの丸穴とすること。
□使用材料はすべて F☆☆☆☆とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
□特記以外の造作物は、会期後解体・撤去・現況復旧すること。
□照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
□電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
□設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
□その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
□その他、疑義のある事項や制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作の
こと。

４

施工可能期日・完成期日
・工事期間｜契約日から令和 4 年 7 月 12 日
※2 階_教室 2 は、6 月 20 日までに床施工を終了する事。その後、制作チームが入ります。
※2 階_教室 2 は、作品壁設置後の 7 月 4 日~9 日の期間でライティングレールを設置する事。
※2 階_教室 2 は、ライティングレール位置は、国際芸術祭「あいち」担当キュレーター・コーディネーター・アー
キテクト・事務局職員の指示を仰ぐこと。
※3 階_図書館は、7 月 2 日から作家による現地制作が入ります。

・

完成

｜令和 4 年 7 月 13 日

・

撤去

｜令和 4 年 10 月 13 日から 10 月 31 日

※原状復帰が不要な部分は明記していますが、再度国際芸術祭「あいち」組織委員会及びアーキテクトに確認する事。
※作品撤去は 10 月 11 日から順次行う予定です。

