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三沢市屋内温水プール 



清掃業務仕様書 

 

 

三沢市（以下「甲」という。）と清掃業務の受託者（以下「乙」という。〉は、

この仕様書の定めるところにより清掃業務を実施するものとする。 

 ただし、この仕様書は、作業の内容を示すものであるが、本書に記載されてい

ない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な作業で甲が建物管理上又は美観上

特に必要と認める作業については、受託金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．委託業務物件名 

対象施設名 三沢市屋内温水プール 

  設置場所  三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

 

２．清掃の場所及び清掃方法 

  別表のとおりとする。 

 

３．作業期間及び時間 

作業時間は、原則として、午前８時３０分から午後５時までとする。 

 

４．清掃作業員 

（１）清掃作業員は、毎日午前８時３０分から午後５時まで１名の作業員を常駐

させるものとする。 

（２）作業員には、清潔な作業服・帽子等を着用し、名札をつけるものとする。 

（３）作業員には、作業中における事故及び建物・備品等の損傷防止等に注意さ

せるものとする。 

 

５．実施報告 

（１）作業を終了した時は、甲の指定する職員の検査を受け作業不十分な点があ

るときは、前記職員の指示に従い完全な清掃を行うものとする。 

（２）毎日行う上記の作業を記入するため、別に定める様式による作業日誌を甲

の指定する者に提出するものとする。 

 

６．清掃機械器具･諸材料等 

（１）作業に使用する機械器具・材料等は、床・壁面塗料を損壊することのない

適正良質の物を用いるものとする。 

（２）作業に使用する機械器具・諸材料等一切は乙の負担とし、電力・水道及び

ガス使用料金は甲の負担とする。 



 

７．作業中の危険及び物品等の損傷防止 

（１）高所・通路及びプール等の作業の場合は、競技（練習）等に支障をきたさ

ないようにするとともに、利用者の安全を確保するための措置を講ずるもの

とする。 

（２）作業のため、机その他の物品を移動するに当たっては、損傷しないように

取扱い、作業終了後、もとの位置に復するものとする。 

（３）各室・廊下・玄関等の床面その他設備品に破損があった場合は、直ちに甲

の指定する者に連絡し、管理に万全を期するものとする。 

 

８．基本的な清掃方法 

（１）掃き掃除は、吸塵剤を散布し塵払いには真空掃除機を使用するものとする。 

（２）水拭き掃除は、常に清水を用い汚水を飛散させることのないようにモップ・

布は堅くしぼって使用するものとする。 

（３）ガラス器具・鏡・陶器類及び真ちゅう・ステンレス・その他金属類等の清

掃仕上げは、良質の乾布を使用するものとする。 

（４）床面その他の場所で洗滌を行った場合は、汚染剤・水分を完全に拭き取り、

乾燥した後にワックスを塗布し研磨機によるつや出し磨きを行うものとする。 

（５）床面等の汚水は洗剤を用いて汚痕の生じないようにするものとする。 

（６）紙屑等から廃棄物でない書類等を発見したときは、直ちに甲の指定する者

に連絡し、指示を受けるものとする。



清掃の場所及び清掃方法 

         三沢市屋内温水プール   

清掃場所 常時清掃 回数 特別清掃 回数 備  考 

 

１．玄関 

２．ロビー・ラウンジ 

３．事務室 

４．男子ロッカー室 

５．女子ロッカー室 

６．男子シャワー室 

７．女子シャワー室 

８．強制シャワー室 

９．倉庫 

10．男子トイレ ２ヶ所 

11．女子トイレ ２ヶ所 

12．身障者トイレ 

 

特別清掃 

 年２回 

 ロビー・ラウンジ 

 事務室 

 男子ロッカー室 

 女子ロッカー室 

 

１．床清掃 

 （１）真空掃除機による清掃 

 （２）掃き掃除 

 （３）清水及び乾燥モップ拭き 

２．木製品及び手すり、窓枠のごみ 

ふり払い雑巾がけ  

３．汚物入れ、便器等の清掃  

４．湯沸の清掃  

５．塵芥収集の処理 

６．その他 

 

随時 

 

 

 

随時 

 

随時 

随時 

随時 

随時 

 

１．Ｐタイル 

  石けん水・ポリッシャーがけ 

  ワックス塗布及び磨き出し 

２．ジキタイル 

水洗い（タワシがけ） 

３．金具類の磨き出し及び扉・窓

壁等の手あか落とし 

４．各玄関・通用口等のガラス 

拭き 

５．床清掃 

（１）真空掃除機による清掃 

（２）拭き掃除 

（３）清水及び乾燥モップ拭き 

（４）ワックスがけをし、研磨機

によるつや出し 

 

年１回以上 

 

 

年１回以上 

 

年１回以上 

 

年１回以上 

 

年１回以上 
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三沢市屋内温水プール 



機械警備業務基準仕様書 

 

１．委託契約期間 

  自   年 ４月 １日 

  至   年 ３月３１日 

 

２．警備を必要とする施設名 

  対象施設名 三沢市屋内温水プールクラブハウス 

  設置場所  三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

 

３．警備態様及び実施要項 

 イ．勤務時間 

 警報装置作動開始より警報装置作動解除時まで 

ロ．警備内容 

 別紙要項にて取り決める。 

 ハ．事故発生の際の通報方法 

   火災の場合は消防署、盗難の場合は警察署に通報することは当然のこ

ととし、その他、事故発生を発見した場合は委託者へ通知する。 

 

４．その他 

 イ．警備員の服装 

   一定の服装を定めることとし、受託者支給とする。 

 ロ．警備機械 

   警備の機械は、受託者の選定のものと受託者と協議の上設置するもの

とする。 

 ハ．報告の義務 

   毎日の警備状況を日誌に記載し、翌週の始めに報告する。 

   （記載方法は別に指示する） 

 ニ．その他、定めない事項については、双方協議の上決定する。 

 

５．責任の分担 

 受託者の義務不履行によって生じた損害についは、委託者に対し、その

責を負うものとする。 



警備業務実施要項 

 

 この要項は、三沢市屋内温水プールの警備業務を委託した場合においての、

その内容等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（響備業務対象施設） 

第１条 対象施設名 三沢市屋内温水プール 

   ２．設置場所  三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

 

（警備業務の目的） 

第２条 この警備業務は、火災、盗難、破壊、不良行為及び加害行為を予防

するとともに、発見に努め、人命及び財産の安全を保持し、屋内温水

プールの円滑なる運営に寄与することを目的とする。 

 

（警備業務方法） 

第３条 警備業務方法は、一般回線による機械警備（無巡回方式）とする。 

 

（警報装置） 

第４条 屋内温水プールに設置する警報装置は、性能が優秀で安全度が高く、

信頼性があり、かつ、少なくとも次の性能を有するものであるとし、

その選択にあっては受託者の責任のもとに一任するものとする。 

 

（１）侵入等で異常表示があった場合、屋内温水プールで解除しない限り復

旧しないものであること。 

 

（２）受託者の管理本部と屋内温水プールに設置された端末機器との接続配

線は、専用線によってのみ行われるものであること。 

 

（３）既設の自動火災報知盤がある屋内温水プールにおいては、移動用装置

により間断なく監視を行うものであること。 

 

(４）部分的に警報装置の解除をすることが可能なものであること。 

 

〈警報装置の設置の承認） 

第５条 受託者は、承認を得るまで、屋内温水プールにあらゆる設備を設け

てはならない。 

  ２．受託者は、業務の実施にあたり、屋内温水プールの建物、造作物及



び物品については、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。 

 

（実施時間） 

第６条  業務の実施時間は、屋内温水プールが無人状態になり、受託者が警

報装置作動開始の信号を受けたときに業務開始とし、屋内温水プール

からの警報装置作動解除の信号を受けたときに業務終了とする。 

  ２．屋内温水プールの一部分を利用するものがある場合には、その箇所

は警備の対象外とする。 

 

（施設使用等における取扱い） 

第７条 警備時間内に屋内温水プールを使用する場合又は警備開始後入館す

る場合は、事前に利用者が屋内温水プールを通じ、受託者に連絡する

ものとし、利用者の責任において警備装置の一部分を解除して使用す

るものとする。また、使用終了後は、必ず利用者の責任において受託

者に連絡確認するものとする。 

 

（異常事態発生時における処置） 

第８条 異常事態発生時には、受託者は異常事態を確認後、必要に応じて消

防署、警察署、教育委員会等の関係機関へ通報する等、敏速適切な措

置を執らなければならない。 

 

（警報装置の保守点検） 

第９条 受託者は、警報装置の正常な機能を維持するため、６ヶ月に１回の

保守点検を行わなければならない。また、万一警報装置の故障により

作動に異常を生じた場合には、遅滞なく修繕にあたるとともに警備上

の安全措置を執るものとする。 

 

（その他） 

第 10 条 この実施要項に定めのない実施上の事項については、その都度双方

協議の上文書にて取り決めるものとする。 
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三沢市屋内温水プール 



浄化槽維持管理作業仕様書 

 

 

 この仕様書は、作業の大要を示すものであるが、本書に記載されていない

事項であっても環境の状況に応じ軽徹な作業で管理上必要と認める作業につ

いては、受託金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．委託対象物件 

   対象施設名  三沢市屋内温水プール 

   設置場所   三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

   処理方式   接触曝気方式 

   処理能力   ２１４人槽 

   放流水質   ＢＯＤ濃度 ２０mg／以下 

 

２．委託契約期間 

  自   年 ４月 １日 から 

  至   年 ３月３１日 まで 

 

３．保守点検 

  イ．毎月２回以上行うものとする。 

  ロ．技術上の基準については、浄化槽法施行規則第２条に準ずる。 

 

４．清掃（汚泥等の引き抜き） 

  イ．年１回以上行うものとする。 

  ロ．技術上の基準については、浄化槽法施行規則第３条に準ずる。 

 

５．報告書の提出 

   委託物件の点検及び清掃を行ったときは、作業内容を記載した報告書

を提出するものとする。 

 

５．その他 

 イ．浄化槽法第１１条の法定検査は委託業者の負担で契約期間内に必ず

行うものとする。 

  ロ．Ⅴベルト等の軽微な交換・修理は委託業者の負担で行うものとする。 
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三沢市屋内温水プール 



循環ポンプ保守点検業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と循環ポンプ保守点検業務の受託者（以下「乙」

という。）は、この仕様書に定めるところにより循環ポンプ保守点検業務を実

施するものとする。 

 ただし、この仕様書は、作業の内容を示すものであるが、本書に記載され

ていない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な作業で甲が特に必要と認

める作業については、受託金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．業務目的 

   本業務は、三沢市屋内温水プールの循環ポンプの構造及び機能維持の

ため、保守点検業務を実施し、施設の安全利用を図ることを目的とする。 

 

２．業務内容 

   温水プールに設置されている循環ポンプの清掃及び点検を行う。 

 

３．対象設備・点検回数 

 （１）モーター１１KW 以上   １台    年１回 

 （２）モーター７.５KW 以上   ３台    年１回 

 （３）モーター２.２KW 以下   ９台    年１回 

 （４）自動給水ポンプ      １台    年１回 

 （５）試運転・各調整      １台    年１回 

 

※ カップリングゴム・グランドパッキン  年１回交換 

 

４．実施期間 

   契約日の翌日から  年３月３１日までとする。 

 

５．その他 

 （１）作業に必要な機械等は乙の負担とする。 

 （２）軽易な作業で管理保安上必要と認めた作業は乙の負担で実施し、不

良部品の取替等については甲と打合せの上処理する。 

 （３）全作業終了後乙は甲に報告書並びに写真を提出すること。 
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三沢市屋内温水プール 



ボイラー保守保守点検業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）とボイラー保守保守点検業務の受託者(以下｢乙｣

という。)は、この仕様書の定めるところによりボイラー保守点検業務を実施

するものとする。 

ただし、この仕様書は、作業の内容を示すものであるが、本書に記載され

ていない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な作業で甲が特に必要と認

める作業については、受託金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．業務の目的 

  本業務は、三沢市屋内温水プールの真空式温水ボイラーの構造及び機能

維持のため、保守点検業務を実施し、施設の安全利用を図ることを目的と

する。 

 

２．委託業務の対象となる設備 

 （１）対象施設名  三沢市屋内温水プール 

（２）所 在 地  三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

 （３）対象設備 

    真空式温水ボイラー タクマＫＳＬ－１２５０ＢＨ型 １台 

 

３．実施期間 

  契約日の翌日から  年３月３１日までとする。 

 

４．業務内容 

  ａ．缶体点検整備：燃焼炉洗浄、燃焼ガス通路洗浄、煙道点検 

  ｂ．バーナー整備及び付属品点検整備：バーナーノズル・着火棒・整流

板清掃、オイルポンプ・ストレーナ清掃、自動制御機器点検、抽気

装置点検及び真空作製、本体及びバーナー付属品点検、試運転、各

テスト燃焼調整 

 

５．その他 

  ａ．作業に使用する機械器具諸材料は、乙の負担とし、電力水道料金は

甲の負担とする。 

  ｂ．前項について、点検整備終了後、正常に作動することを確認し、報

告書及び写真を提出すること。 

  ｃ．点検整備に際し不良部品の取替等については担当課に報告し、打合

せのうえ処理すること。 
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三沢市屋内温水プール 



消防設備保守点検業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と消防設備保守点検業務の受託者(以下｢乙｣とい

う。)は、この仕様書の定めるところにより保守点検を実施するものとする。 

 ただし、この仕様書は作業の大要をなすものであるから契約に含まれない軽易

な作業で消防設備の管理保安上、甲が必要と認めた作業は仕様書に記載されてい

ない事項であっても契約金の範囲内で実施するものとする。 

 

１．委託業務の対象となる設備 

（１）対象施設名   三沢市屋内温水プール 

（２）設置場所    三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

（３）委託対象設備  別表 

 

２．目的 

 消防法第１７条３の３に定められる点検報告義務及び、火災発生時に正常に

機能を発揮できるよう保守点検を行うことを目的とする。 

 

３．この業務の実施にあたっては、関係法令に定められる有資格者を配属し行う

ものとし、乙は技術員の業務上の行為に関し、一切の責任を負うものとする。 

 

４．実施の期間 

 契約の翌日から  年３月３１日までとする。 

 

５．点検回数 

 消防法及び関係法規で定められた点検回数とする。 

 

６．点検業務 

 乙は、消防法第１７条３の３に定められる点検を行うとともに、点検結果を

設備の種類に応じ定められた様式の点検報告書を甲に提出するものとする。 

 

７．点検内容 

（１）機能点検 

（２）総合点検 

 

８．保守業務 

  乙は、点検時に甲の所有にかかる消防設備を適宜調整し、保安上良好な状態

に保つよう保守を実施するものとする。 



９．乙は、消防設備の故障の場合は甲の要請により、すみやかにそれに応じた処

置をとるものとし、処置の内容を記載した報告書を甲に提出するものとする。 

 

10．保守点検業務に含まれない事項 

  故障機器、破損計器及び部品の交換並びに設備の補修等は、本業務に含まれ

ないものとする。 

 

11．工具及び機械器具 

 保守点検業務に必要な工具、機械器具及び消耗品はすべて、乙の負担とする。 

 

12．作業時間 

  保守点検業務の作業時間は、館の管理運営に支障のないよう係員と打合せの

上行うものとする。また点検中にも火災発生があるかもしれないことを念頭に

おいて点検すること。 

 

13．関係法令等による立入検査には、その都度立ち会うものとする。 

 

14．設備の点検内容 

  （１）消火器具          一式 

（２）自動火災報知設備      一式 

  （３）非常用放送設備       一式 

  （４）配線            一式 



設備の概要 

 

 

１．消火器具 

         ＡＢＣ粉末１０型消火器      ５本 

 

 

２．非常用放送設備 

         増 幅 器             １ 台 

         遠隔操作器            １ 台 

         スピーカー           ２０ 箇所 

 

 

３．自動火災報知設備 

         受 信 機             １ 台 

         綜 合 盤            ２ 台 

         差動式スポット型感知器      ５ 箇所 

         定温式スポット型感知器     １７  箇所 

         煙式スポット型感知器       ２ 箇所 

         差動式分布型感知器        ７ 箇所 



別紙仕様７ 

 

 

 

 

重油地下タンク清掃点検業務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市屋内温水プール 



重油地下タンク清掃点検業務仕様書 

 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と重油地下タンク清掃点検業務の受託者（以下「乙」

という。）は、この仕様書の定めるところにより清掃点検業務を実施するものとす

る。 

 ただし、この仕様書は作業の大要を示すものであるが、状況に応じて、軽微な

作業は、この仕様書に記載ない事項であっても重油地下タンクの管理保全上、甲

が必要と認めた場合、契約金額の範囲内において実施するものとする。 

 

１．目的 

  本業務は、重油地下タンクの保安のため清掃及び点検を行うことを目的とす

る。 

 

２．委託業務の対象となる設備 

（１）対象施設名     三沢市屋内温水プール 

（２）設 置 場 所     三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

（３）重油地下タンク容量  １３,０００ℓ   １基 

 

３．実施期間 

 契約の翌日から  年３月３１日までとする。 

 

４．資格 

 乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の規定により産業

廃棄物処理業の許可者であるものとする。また、この業務の実施にあたっては、

関係法令に定められる有資格者を配属し行うものとし、乙は技術員の業務上の

行為に関し、一切の責任を負うものとする。 

 

５．工具及び機械器具 

  作業に使用する機械器具・諸材料等は、一切乙の負担とし、性能・品質の良

好なもので槽材質に適合するものを使用すること。 

  また、作業は効率的、且つ正確に行い、槽内面、付属機器等を損傷しないよ

う注意すること。 

 



６．作業内容 

  作業内容は、次の方法によるものとする。 

（１）残油の計量の後、マンホール開口 

（２）ガス測定及び槽内への送風 

（３）使用可能の油質分析・計量・吸油開始（使用可能油） 

（４）槽内部ガス測定の後、防毒衣をつけて内部侵入 

（５）スラッジ及び水等のかき出し、のち化学洗浄 

（６）槽内部仕上げ及び各部パッキン調整 

（７）作業の立ち合い保安検査 

（８）マンホール締め付け（ボルトナット不良品の交換） 

（９）機械の搬出と周囲の清掃 

（10）作業完了検査 

 

７．報告 

 作業結果は、報告書にして甲に提出し、この承認を得ること。 

 （１）清掃年月日 

 （２）重油地下タンクの種別 

（３）実施者名（責任者名） 

 （４）作業内容 

（５）ガス測定結果及び化学洗浄の種別 

（６）その他問題点・改善策等について 



別紙様式８ 

 

 

 

 

空 気 煤 煙 測 定 業 務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市屋内温水プール 



空気煤煙測定業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と空気煤煙測定業務の受託者（以下「乙」と

いう。）は、この仕様書の定めるところにより空気煤煙測定業務を実施するも

のとする。 

 ただし、この仕様書は、作業の内容を示すものであるが、本書に記載され

ていない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な作業で甲が特に必要と認

める作業については、受託金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．業務の目的 

  本業務は、大気汚染防止法第１６条に定められている空気煤煙測定業務

を実施し、大気汚染防止を図ることを目的とする。 

 

２．委託業務の対象となる設備 

 （１）対象施設名  三沢市屋内温水プール 

 （２）所 在 地  三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

 （３）対象設備 

    ・タクマバコテンヒーター 

      型  式 ＦＫＳＬ－１２５０ＢＨ × １台 

      定格出力 １,２５０,０００ Kcal/h 

      伝熱面積 ２０.４ ㎡ 

 

３．実施期間 

  契約日の翌日から  年３月３１日までとする。 

 

４．業務内容 

 ・測定項目 ： 媒塵濃度、硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度 

 ・調査内容 ： 温度、流速、水分量、酸素濃度 

 

５．その他 

 ａ．作業に使用する機械器具諸材料は乙の負担とし、電力水道料金は甲の

負担とする。 

 ｂ．前項について、点検整備終了後、正常に作動することを確認し、報告

書及び写真を提出すること。 

 ｃ．点検整備に際し不良部品の取替等については担当課に報告し、打合せ

のうえ処理すること。 



別紙仕様９ 

 

 

 

 

自動ドア保守点検業務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

三沢市屋内温水プール 
 

 



自動ドア保守点検業務仕様書 

 

１．目的 

自動ドア開閉装置の開閉機能を良好に保全し、さらに自動ドアに一般的に求められている安全

性を維持するため、適切な点検、調整、修理等の業務を行なうものとする。 

 

２．委託契約期間 

  自    年  月  日 

  至    年  月  日 

 

３．委託対象物件 

施設名  三沢市屋内温水プール 

所在地  三沢市大字三沢字戸崎１０１－１５５３ 

 

４．委託対象設備 自動ドア開閉装置（ナブコ両引自動ドア ＤＳ-２１） ２台 

 

５．業務内容 

（１）定期点検 

対象機器について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「平成 25 年版建築保全業務共通仕

様書｣第 2 編第 2 章｢2.2.9 外部用自動ドア｣記載の点検項目、点検内容に従って点検、調整、

部品交換を行う。 

主な点検項目 

・検出装置－取付状態 検出範囲（幅、奥行、不感エリアの測定）補助光電センサーの機能 

・駆動装置－モータの回転具合 異音、取付状態 ベルトの張り及び磨耗の具合 

・制御装置－開閉速度の測定、開放タイマの確認 

・扉懸架部－レール及び戸車の汚れ、異音、磨耗、扉脱線防止の取付状態、磨耗状態 

・建 具 部－扉の建付け 振れ止め材の取付状態、磨耗、錠前のかかり具合 

・電 気－配線結線状態 各操作スイッチの機能及び取付状態、絶縁抵抗（必要により） 

・そ の 他－総合動作、各ステッカー貼付け状態 

① 定期点検回数 

年３回 

②結果報告 

定期点検の都度、点検内容及び測定数値、機器設備の異常の有無、処置内容、交換部品及び

その数量について記載した報告書を提出すること。 

（２）定期点検以外の措置 

定期点検時以外で、本契約の対象機器に故障が発生した旨の通知を受けた場合は、直ちに専

門の技術員を派遣して、これを調整し又は修理を行なうこととする。またその際の基本技術

料、派遣費は保守契約の範囲とする。 



契約に定める通常業務時間以外でも修理の依頼に対しては受付ができ、必要に応じて専門の

技術者が派遣できる体制であること。その際の派遣費は有償とする。 

 

（３）点検資格者 

上記（１）及び（２）については、対象機器の自動ドア装置の保守管理業務に精通した、1

級自動ドア施工技能士の資格を有する者を業務責任者とすること。 

実際の保守管理業務は自動ドア施工技能士（２級以上）を現場責任者として、その者と自動

ドア施工技能士の指導を受けた者が行なうこととする。 

（４）消耗部品及び消耗品、工具について 

振れ止め、ビス・ヒューズは消耗部品として、上記（１）及び（２）において委託者又は点

検者が必要と判断した際は、交換して報告書に記載する。消耗部品は純正品を使用すること

として、受託者側の負担とする。 

ウエス・オイルなどの消耗品、工具については受託者の負担とする。 

（５）調整及び測定方法 

調整の基準となる数値及び測定方法は、全国自動ドア協会策定の「自動ドア安全ガイドライ

ン（スライド式自動ドア編）」に準ずる。 

（６）除外事項 

①受託者の不注意又は不適当な使用管理によって生じた修理又は取替工事。 

②上記消耗部品以外の部品交換。 

③盤外配線工事。 

④天災、不可抗力、その他受託者の責に帰さない事由による保守業務。 

⑤その他委託者が認める事項。 

６ その他一般的事項 

（１）作業に当たっては担当係官の指示に従い、作業に当たっては周囲の安全に十分配慮するこ

と。 

（２）本仕様書に明記されていない事項については、双方で協議すること。 

 

 

 


