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１ 件名 
   地方独立行政法人京都市産業技術研究所 照明設備ＬＥＤ化業務委託 

 

２ 履行場所 
   京都市下京区中堂寺粟田町９１ 

   京都リサーチパーク９号館南棟 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

 

３ 履行期限 
   本事業は以下の年度に分けて実施する。 

   第１期 契約締結日から令和５年３月３１日まで 

       産業技術研究所 ２階～４階 

   第２期 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

       産業技術研究所 ５階～７階 

   第３期 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

       産業技術研究所 １階、地下１階～地下２階 

   ※但し、各期における施工場所、内容等の詳細については、本プロポーザル事

業内で受託者と協議の上決定するものとする。 

 

４ 事業概要 
   産業技術研究所建物（地上７階、地下２階、屋外の照明器具等含む）の照明器

具のうちＬＥＤ化がされていないものについて、原則として全てＬＥＤ照明器具

への取り替えを行う。（参考資料「照明器具配置箇所」） 

   蛍光灯の直管だけでなく、ダウンライト、スポットライト、ブラケット等につ

いても器具更新を行う事とする。 

   本事業においては、年度単位で施工範囲を決め工事を実施する。 

   建物内で一部ＬＥＤ照明が使用されている部分はＬＥＤ照明器具の更新は行わ

ない。 

 

５ 業務概要 
（１）本業務は、産業技術研究所の指定する場所について、照明設備のＬＥＤ化を実

施するものである。 

（２）受託者は、契約締結後、履行期限までに照明器具の取り替え工事を施工するこ

と。 

（３）受託者は、施工に当たり必要となる関係法令に基づく届出等がある場合は、そ

の手続事務、施工監理及びその他の関連業務を実施すること。 

（４）受託者は、器具を更新する場合は、旧器具は引き取ること。また、撤去した廃

材、ケーブル、梱包材等は法に従って適切に処理すること。 

（５）ダウンライト、スポットライト、ブラケット及びガーデン灯等で、口金がＥ２

６、Ｅ１７、Ｅ１１等となっており、白熱球又は蛍光球をＬＥＤ球に交換する

ことにより容易にＬＥＤ化できるものは、球交換による更新も可とするが、そ

の場合、各種類ごとに予備球を最低１０個準備すること（本事業内とし、該当

器具が１０未満の場合はその数でよい。）。 

（６）既存器具が調光器を使用している場合は調光対応とすること。 

（７）作業期間を決め、予定する作業においては、作業計画書及び試験計画書を作成

し、事前に産業技術研究所に説明すること。（進ちょく会議又は工程会議の開

催回数については産業技術研究所と打ち合わせの上決定。） 

（８）現場施工について、作業計画書に従って施工されているか施工管理業務を行



い、作業の進ちょく状況について産業技術研究所担当者へ報告をすること。報

告時期については産業技術研究所担当者と調整して決めること。 

（９）施設内での作業においては、可能な作業は事前に実施し、時間短縮に努めるこ

と。 

（10）作業後の正常性確認については、事前に産業技術研究所と協議した上、作成し

た試験計画書に基づき確認を行うこと。 

（11）作業完了後に完成図書及び完成図を作成し、産業技術研究所に提出すること。

提出後に産業技術研究所の確認を受けることとする。 

（12）すべての作業において産業技術研究所の確認が完了した段階で当該業務の完了

とする。業務完了後に産業技術研究所の検査を受けることとする。 

 

６ 照明器具の仕様 
（１）共通仕様 

   照明器具の選定に際しては、以下の仕様を満たせるように努めること。 

   仕様を満たすことができない場合は、その器具を採用する理由を説明すること。 

   ア 使用する照明器具は、一般社団法人日本照明工業会の正会員である国内製

造企業の製品とする。 

   イ 照明器具は、「公共施設用照明器具」の型番を取得しているものがあれば

優先して使用するよう努めること。 

   ウ エネルギー削減を達成するためにエネルギー効率のよいＬＥＤ照明器具を

使用すること。 

   エ 事務所衛生基準規則に従い、事務作業を主体に行う部屋、事務所（研究員

室）等では、作業面（机上）で最低300ルクス以上の照度を確保すること。 

     実験室等では、既存の照明環境における照度以上を確保すること。 

   オ 平均演色評価数（Ra）においては、現状の照明器具と同等以上の製品とす

ること。現状の照明器具が特殊な高演色ランプ等を使用している場合は産業

技術研究所と協議のうえ、仕様を確定すること。 

   カ 光源寿命は、40,000時間以上（光束維持率70％以上）の製品とする。 

   キ 埋込型照明器具を取り替える場合には、埋込寸法による隙間が生じないよ

う処置を行うこと。また、露出型照明器具を取り替える場合には、既存器具

の取付跡が見えないように配慮すること。 

   ク 既設照明器具が防雨・防湿・防塵器具の場合は、同等以上の性能を持つ器

具を設置すること。 

   ケ 設置する照明器具は、複数の製造企業の製品を組み合わせることを可能と

するが、後年度に保守管理が混乱しないよう、照明器具の種類（ベースライ

ト、ダウンライト、非常用照明、誘導灯など）ごとに同一製造企業の製品で

まとめること。 

   コ 既設照明器具がＯＡルーバー付きである場合などは、仕様を同等とするこ

と。ただし、次の部屋については、現在はＯＡルーバー付き照明器具が使用

されているが、ＯＡルーバーがない一般的な照明器具に変更すること。 

    《対象の部屋》 

     701 交流室、702 703 機能解析室、707 開放試験室 

   サ 本年度以降、引き続き照明器具のＬＥＤ化を進めるため、継続して入手で

きる製品を選択すること。 

   シ 光色は、原則として既設照明器具と同じとする。変更が適切と考える場合

は、提案時に説明すること。 

   ス 非常用照明器具及び誘導灯等は、関係法令に基づいた仕様とする。 

   セ 使用する器具については、光源の交換が容易である等メンテナンス性が高



いものを採用するように努めること。 

 

（２）一般事項 

   ア 本事業におけるＬＥＤ照明器具の更新とは、既設照明器具の部分的なＬＥ

Ｄ化ではなく、照明器具本体の更新を行うことでＬＥＤ化するものである。

また、設置した照明器具が地震等により落下した場合の被害リスクを軽減す

る観点から、直管ＬＥＤランプ搭載器具を採用しないこととする。 

   イ 製品の製造者は、ISO9001（品質）及びISO14001（環境）認証を取得して

いること。 

   ウ 照明器具及び光源（ＬＥＤ）は未使用品（新品）であること。 

   エ 本事業は、環境負荷低減を目的としているため原則としてすべての照明器

具（ダウンライト、スポットライト、ブラケット及びガーデン灯等を含む）

の更新を行うものとする。 

   オ 施工に関しては、企画提案書に示したＬＥＤ照明器具を使用すること。 

   カ 各部屋、共用部分の証明については手元スイッチだけでなく、１階事務所

に設置された監視盤からも操作できる。照明器具更新後も同様に操作できる

ようにすること。 

   キ 照明器具の保証期間は３年とし、保証期間内については交換費用も受託者

において負担するものとする。なお、更新した誘導灯及び非常照明の蓄電池

については、消耗品のため本業務の保証対象としない。保証期間の始期は別

途協議により決めることとする。 

   ク 保証期間内に照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に物品の

取り替え、代替及び修理等を行うこと。 

   ケ 保証期間終了後に不具合等が発生した際の対応方法、連絡先等を記載した

体制表を提出すること。 

 

（３）直管形蛍光灯器具更新仕様 

   ア 光束値 

     既設の直管形蛍光灯器具については、現行の器具を下回らないものとする

が、以下の仕様に満たないものは、以下を標準に器具を選定すること。 

      ・40形２灯器具 光束4,000ルーメン±５％以上 

      ・40形１灯器具 光束2,000ルーメン±５％以上 

      ・20形２灯器具 光束1,600～2,000ルーメン以上 

      ・20形１灯器具 光束800～1,000ルーメン以上 

      ・上記以外は現行器具と同等以上の仕様とする 

   イ 光色 

     光色は、原則として昼白色（5,000Ｋ±５％程度）とするが、既存照明器

具と光色が異なる箇所若しくは周囲と異なるものが見つかった時は、産業

技術研究所担当者にその取扱について確認すること。 

   ウ その他 

     電源装置の出力電流波形、配光、ランプ本体耐熱性、絶縁抵抗・耐電圧、

高調波、電磁波については、使用に当たってちらつきや電波雑音など特段

の問題を生じないこと。 

 

（４）その他の照明器具改修仕様 

   ア その他の蛍光灯、ダウンライトについては、現状と同等の光色、光束、機

能を有するＬＥＤ器具に取り替えること。 

   イ 誘導灯及び非常用照明器具についても、ＬＥＤ光源の誘導灯及び非常用照



明器具に取り替えること。なお、原則として同等以上の性能を持つ器具を設

置することとするが、所轄の官公庁との協議により、現行法令に適合するこ

とが確認できればこの限りとしない。 

   ウ 非常用照明器具については、非常灯一体型器具への取り替えによっても、

また、法令に適合する限りにおいて近接して専用型非常用照明器具を増設す

る方法によっても差し支えなく、取り替え費用が経済的な方を選択すること。 

   エ １階エレベータホールにあるスポットライトは、更新時にエレベータホー

ルのどこかにスイッチを増設すること。 

   オ １階エントランス、ショウルーム「京乃ＴＡＮＡ」に設置されているスポ

ットライトについては、取り替え後も現状と同様にレールを使用し器具を設

置できる様にすること。 

   カ リフト付き照明器具については、同等品がない場合はリフトを必要としな

い代替品も可とするが、必ず説明会にて新旧器具を比較の上、説明を行うこ

と。 

 

７ 工事仕様 
（１）現地調査及び詳細設計において、回路調査等を十分に実施し、作業を安全かつ

確実に実施すること。 

（２）設置作業に使用する材料は全て新品とする。 

（３）設置作業にあたっての安全管理については、作業責任者を置き、受託者の負担

で安全確保に必要な措置を講じること。また、設置作業により生じた施設設備、

電気機器等への不具合や事故については、受託者の負担により対処すること。 

（４）設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲

として実施すること。 

（５）停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に産業技術研究所担当者と

調整し、事故等を防止すること。 

（６）搬出入経路については、施設管理運営上の支障に留意し、産業技術研究所の承

諾を得ること。 

（７）作業車、運搬車等の車両の駐停車場所や、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置

場等の産業技術研究所敷地内における必要な場所の確保については、事前に産

業技術研究所担当者の承諾を得ること。なお、車両の駐車スペースは、受託者

負担にて近隣駐車場を確保すること。（産業技術研究所は京都リサ－チパーク

内にあるため、リサーチパーク駐車場の利用は可（有償）、資材搬入のための

建物近傍への侵入・駐車については作業届の提出が必要。詳細については、受

託者に別途説明の予定。） 

（８）作業時間帯は、原則として平日の午前８時３０分から午後５時１５分までとす

るが、一部土曜日、日曜日及び祝日（作業時間は同じ）の工事も含むものとす

る。（詳細は別紙「作業日程資料」を参照） 

（９）産業技術研究所建物内での作業時間帯の決定に当たっては、事前に産業技術研

究所担当者と事前に打ち合わせを行い決めること。 

（10）施工のために天井に穴あけ加工が必要な場合は、粉塵対策は受託者負担で行う

こと。なお、産業技術研究所の天井等の部材については「アスベスト含有なし」

として対応してよい。 

（11）精密機器が設置されている部屋があるため、作業中は粉塵の飛散に十分注意し、

場所に応じた養生を行うこと。 

（12）本事業で改修した照明器具蛍光灯の誤使用が懸念される場合には、判別できる

シールを貼付すること。必要に応じて、交換目安時期を明示したシールを貼付

すること。別紙資料として器具交換時期の目安一覧表を作成すること。 



（13）作業終了後に床等の清掃を行うこと。 

（14）設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等が

ないことを書面で報告すること。 

（15）設置前後の照度測定（指定する室内に限り、室内中央部の机上１箇所で測定す

る。非常用照明器具を含む。）を実施し、その結果を書面で報告すること。測

定場所については別途資料「照度測定箇所について」を準備し、打ち合わせの

上実施とする。 

（16）誘導灯・非常照明の交換については、関係法令を順守するとともに、所轄の官

公庁との協議及び届出手続を行うこと。 

（17）撤去した既存照明器具、安定器、ランプ等の取扱いについては受託者が引き取

り、関係法令を遵守し処分するものとする。産業技術研究所内の蛍光灯におい

ては2010年設置のためＰＣＢを含む安定器の使用はないが、もし見つかった場

合は産業技術研究所担当者に報告し、処理については別途協議するものとする。 

（18）本工事に必要な電力は原則として産業技術研究所の負担とする（工事に必要な

電源は原則として建物内コンセントの利用を認める。必要に応じ、受託者負担

による可搬型発電機等を準備することも可。）。建物内のコンセント等を使用

する場合は、使用する工具又は電源コードリール等は漏電ブレーカーを備えた

ものを使用するなど漏電対策を施すこと。 

（19）工具の充電等を行う場合は、バッテリの破裂などが発生しないように十分な対

策を施すこと。また、充電中は監視できる体制を取ること。 

（20）本仕様書に記載しない事項については、公共建築改修工事標準仕様書（電気設

備工事編）最新版／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修を参考に補完する。 

（21）本仕様書に明記のない事項に疑義が生じた場合は、産業技術研究所と協議する

こと。 

 

８ 工事施工計画書 
   工事施工開始前に次の内容を記載した工事施工計画書を作成し、産業技術研究

所の承認を受けること。 

（１）工事日時（工事の期間と作業時間） 

（２）工事範囲及び停電範囲 

（３）施工図面及び施工する照明器具一覧 

（４）現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の所属、氏名、緊急連絡先 

（５）施工実施者の所属及び人数 

（６）物品の搬出入経路 

（７）車両の入退場経路、作業車及び運搬車等の車両の駐停車場所、資材置場、荷捌

き場、搬出物の仮置場 

（８）施工に支障となる既存機器、物品の一覧（本請負内での運搬作業の要否は別途

協議による。） 

（９）下請負契約等の通知書 

 

９ 進ちょく会議、工程会議 
   進ちょく会議（若しくは工程会議）として、建物内のどこから工事をするかな

ど、工事の進行について事前に産業技術研究所担当者と打ち合わせを行ってから

工事を行うものとする。開催回数（２週間に一度など）は産業技術研究所と協議

の上で進めることとする。 

 

１０ 完成図書及び完成図 
   ＬＥＤ照明器具の更新作業完了後に以下の書類等を作成し、産業技術研究所に



提出するものとする。提出については、原則として電子データをメディア媒体に

記録したものにより提出とするが、※印については書面による提出も併せて行う

こととする。 

 

   ・社内検査報告書※２ 

   ・照度測定結果及び各試験成績書※１ 

   ・ＰＣＢ有無報告書（産業技術研究所と相談の上決定）※１ 

   ・工事写真※２（データ提出は完全版とし、書類提出はダイジェスト版とする） 

   ・進ちょく会議等の打合せ議事録※２ 

   ・機器取扱説明書※１ 

   ・保証書※１ 

   ・施工体制表（工事期間中）及び連絡体制表（アフターケア）※２ 

   ・官公庁届出書の写し（提出書類がある場合）※２ 

   ・完成図（CADデータ及びPDFデータ）※２ 

 

  注：※１は１部、※２は２部提出すること。 

 

１１ プロポーザル説明会について 
   説明会用の資料として、以下内容について提案資料を作成し、説明会にて説明

に含めること。 

   資料作成の目処として総ページ数はＡ４で２０ページ程度にまとめること。

（上限を示したもので、総ページ数は上限に満たなくても支障はない。） 

   資料についてはpdfデータとして、冊子資料と併せて提出すること。 

（１）自社業務、ＬＥＤ関係の業務実績等の説明 

   過去５年程度の中でのＬＥＤ照明器具関係の導入実績の紹介 

（２）使用器具について 

   現在使用している旧器具と、新たに導入する新器具の比較表の作成 

   メリット、デメリット、現在使用されている器具と比較した省エネ率、などを

入れ説明すること 

（３）工事期間について 

   ・工事期間、工事方法等、工事に関する説明、アドバイス等 

   ・器具の保管場所、搬入・搬出経路などの計画 

   ・研究所への要望、指示など 

（４）省エネについて 

   照明器具の更新前と更新後で、どの程度の省エネ化ができるかの試算について

説明。自社建物でのＬＥＤ化の状況など 

   今後の照明器具の更新計画や、照明器具の情報等についての説明 

（５）費用について 

   ・工事費用についての説明 

   ・保証期間後の保守などランニングコストについて 

   ・スポット保守に係わる費用など 

（６）その他 

   本件に関するアピールポイントなど 

 

  



 

１２ 問合せ先 

 問合せについては、指定された方法にて以下の連絡先へ行うこと。 

  地方独立行政法人 京都市産業技術研究所 

  ア）提案書について（プロポーザルの手続きや書類に関するもの） 

    経営企画室 総務係 

     庁舎管理担当 福井 k.fukui@tc-kyoto.or.jp 

     庁舎管理担当 村山 murayama@tc-kyoto.or.jp 

     TEL.075-326-6100（平日 午前８時３０分から午後５時） 

  イ）支払い等について 

    経営企画室 総務係 

     経理担当 佐藤 t.satou@tc-kyoto.or.jp 

     経理担当 平井 m.hirai@tc-kyoto.or.jp 

     TEL.075-326-6100（平日 午前８時３０分から午後５時） 

 

  必要に応じメールまたは電話でお問い合わせください。 

 

 


