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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  三沢市国際交流スポーツセンター 

場   所  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

敷地面積   ２２，４９６．９７㎡ 

延床面積   ９，４６０．８９㎡（各フロア面積詳細については別紙のとおり） 

 

２．業務時間 

休館日を除く午前８時３０分 から 午後５時００分 

休館日は第３火曜日（祝日の日は翌日が休館日）１２月２９日から１月３日 

 

３．委託期間 

年４月１日 から  年３月３１日 

 

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００分まで１名の作業員を常駐させるも

のとする。 

（２）作業員は、清潔な作業服・帽子を着用し、名札を付けること。 

（３）作業員は、作業中における事故及び建物備品等の損害防止等に注意させること。 

（４）作業上危険を伴う場所については、安全帽等の必要な措置をとること。 

（５）作業員は、当施設が体育施設であるとともに市民の憩いの場であることを十分に認識した

上で、作業の実施にあたること。 

 

5．実施報告 

（１）作業を終了したときは、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・諸材料等は、床壁面塗料を破壊することのない適正良質のもの



を用いること。 

（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．日常清掃 

（１）一般開放施設 

 ア 玄関、風除室、玄関ホール、談話スペース、廊下、階段、ラウンジスペース等 

   ・床面清掃 

   ・壁面清掃 

  ・足ふきマット防塵 

  ・屑入れの内容物処理及び容器清掃 

  ・扉等清掃 

   ・ドアガラス及び金属部分の清掃 

   ・手すり清掃 

 イ エレベーター 

  ・床面清掃 

   ・扉及び壁面清掃 

   ・手すり清掃 

 ウ 便所 

   ・床面清掃 

   ・便器、洗面器、洗面台、鏡の清掃 

   ・壁面、扉の清掃 

   ・屑入れ、汚物入れの内容物処理 

   ・トイレットペーパー、水石鹸の補充 

 エ ロッカー、シャワー室等 

   ・床面清掃 

   ・シャワーブースの床面及び壁面の清掃 

   ・排水溝の清掃 

   ・ロッカー内の点検等 

（２）管理施設 

  ア 事務室 

    ・屑入れの内容物処理及び容器の清掃 

  イ 会議室、多目的室、控室、放送室、スタッフロビー 

    ・床面清掃 

    ・扉、壁面の清掃 

    ・卓上清掃 

  ウ キッズスペース 

    ・床面清掃 

    ・窓、扉及び壁面清掃 



    ・遊具類清掃及び整理 

  エ 医務室 

    ・床面清掃 

    ・洗面器、洗面台清掃 

    ・扉及び壁面清掃 

    ・布団等の整理 

  オ 給湯室 

    ・床面清掃 

    ・流し台清掃 

    ・茶殻、生ごみ等の処理及び容器の清掃 

（３）競技場 

  ア メインアリーナ、サブアリーナ 

    ・扉の清掃 

    ・必要に応じた床面清掃 

  イ トレーニング室 

    ・床面清掃 

    ・カウンター等の清掃 

    ・窓、扉等の清掃 

    ・屑入れの内容物処理及び容器の清掃 

    ・指定什器備品類の清掃 

（４）その他の施設 

  ア 職員玄関 

    ・床面清掃 

    ・扉の清掃 

  イ 器具庫、機械室等 

  ・床面清掃等 

ウ 喫煙所 

  ・灰皿の内容物の処理 

  ・灰皿の清掃 

 

8．定期清掃 

（１）業務日  施設休館日に実施する。 

（２）床面ワックス（化学床、ビニル床タイル、木床、集成材） 

  ア 適正洗剤を用いて洗浄すること。 

  イ 樹脂ワックスを塗布して仕上げること。 

  ウ 年２回作業を行うこと。 

（３）カーペット、繊維床 

  ア 適正洗剤を用いて洗浄すること。 

  イ スチームエクストラクターを用いて吸引し仕上げること。 



  ウ 年１回作業を行うこと。 

（４）窓硝子（アルミサッシを含む） 

  ア 窓硝子は、ガラス用洗剤を用いて汚れを拭取り、清水で仕上げること。 

  イ アルミサッシ部分は、適正洗剤を用いて汚れを拭取り仕上げること。 

  ウ 年１回作業を行うこと。 

 

9．清掃内容 

（１）作業のため、机、椅子、その他物品を移動する場合は、建物、設備等に損傷を与えないよ

う行うこと。 

（２）水拭きは、常に清潔な水を用い拭き跡の出ないように行うこと。 

（３）拭き清掃及び埃払いは、塵芥の飛散しないよう吸塵清掃機、モップ又は毛ブラシを使用す

ること。 

（４）ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を

使用すること。 

（５）床等を清浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布して

つや出し磨きを行うこと。 

（６）床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応

じた洗剤を用いて拭き取り汚痕の出ないよう行うこと。 

（７）扉の取手、廃棄物容器等の消毒にあたっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレ

ゾール石鹸液等を使用すること。 

（８）金属類の磨きには、磨材を使用すること。 

 

10．各部分ごとの清掃仕様 

（１）床 

  ア 清掃は、塵芥飛散防止のため毛ブラシ又は、モップを使用して入念に拭くこと。 

  イ 木製フローリングは、ほうき及びモップを用いて床の埃をとること。また、床材の材質

上、水分を苦手とするので作業時には気をつけること。 

  ウ 絨毯類の清掃は、絨毯ほうき又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、

移動させた上で行うこと。 

  エ タイル、コンクリート面等は拭き掃除の上付着物を取り除き水拭きするものとし、汚れ

の多いときは中性洗剤で拭くこと。 

  オ その他床清掃については、材質等に合った清掃方法により行うこととする。 

（２）壁面、照明器具 

  ア 手の届く範囲で塵芥を除き必要部分は雑布で水拭きすること。 

  イ 照明器具は取り外した上塵芥を除き洗浄し水拭きすること。 

（３）窓ガラス、窓枠、ブラインド等 

  ア 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨き上げること。 

  イ 窓ガラスを石鹸水又は洗剤等を用いて清掃した場合は、乾布で磨き上げること。 

（４）シャワー室、トイレ 



  ア 床面は掃き掃除後、水拭きするものとし除去できない汚れは中性洗剤等で拭くこと。 

  イ シャワーカーテンは随時洗濯し、清潔に保つこと。 

  ウ 衛生陶器類は中性洗剤で清掃するものとし、除去できない汚れは、弱酸性洗剤で 

拭くこと。 

 エ トイレットペーパー及び水石鹸は、常に補充しておくこと。 

（５）机、椅子、キャビネット等 

   乾布又は水拭きによって行うこと。 

（６）給湯室、台所、洗面所等 

  ア 流し、棚及びコンロは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし水拭きすること。 

  イ 湯沸、台所のコンクリート、モルタル塗りの腰は、水拭きすること。 

（７）手すり、扉、ノブ 

  ア 乾布又は水拭きにより行うこと。 

  イ ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。 

（８）金具 

  窓、扉、階段及び手洗場の金具のうち地金のものは磨き粉で、メッキのものは研磨剤で磨き

出し、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨き上げること。 

（９）建物周り 

  駐車場等に残留物、紙屑、落葉等がある場合、掃き掃除をすること。 

（10）その他 

  ア 靴拭きマット類は、水洗いすること。 

  イ 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し消毒すること。 

  ウ 医務室等の寝具類は、必要に応じて日光消毒を行うこと。 

  エ 屑かごと灰皿は、随時その中の屑物等取り集めること。特に大会等の翌日は速やかに実

施すること。 

  オ キッズスペースの遊具には消毒等をし、清潔に保つこと。 

  カ 各箇所の清掃方法等の変更については双方協議とする。 

 

１1．廃棄物の処理 

 受注者は、収集したごみ、紙屑及び汚物の廃棄物を発注者の指定する場所に可燃物、 

不燃物及びプラスチック等に分類して集積し、適切に処理すること。 

 

１２．協議 

 当仕様書に記載されていない事項については、適宜双方協議の上、決定するものとする。 



別紙

階 室名 面積（㎡） 階 室名 面積（㎡）

風除室 79.269 審判控室 24.884

玄関ホール・ロビー 282.425 2080.000

談話スペース 93.314 (52×40)

下足履きスペース 59.400 可動椅子収納スペース 168.820

事務室 106.815 745.760

会議室 53.151 (37.288×20)

応接室 36.260 バックヤード 164.710

書庫兼保管庫 28.375 機材搬入口 76.026

給湯室 10.312 器具庫１ 196.776

男子職員更衣室 6.576 器具庫２ 102.417

女子職員更衣室 4.000 倉庫１ 43.443

作業員休憩室 7.200 倉庫２ 65.328

男子ロッカー室 64.700 風除室２ 25.858

男子ロッカー室内便所 1.800 ホールロビー 193.380

男子シャワー室 28.000 風除室３ 15.814

女子ロッカー室 64.447 スタッフロビー 59.943

女子ロッカー室内便所 2.052 風除室４ 12.553

女子シャワー室 28.000 ホールロビー 226.569

男子便所１ 46.125 職員用玄関 9.321

男子多目的便所１ 7.875 ホールロビー 90.019

女子便所１ 46.125 EV 6.750

女子多目的便所１ 7.875 機械室 128.961

男子便所２ 21.459 消火栓ポンプ室 23.430

女子便所２ 24.115 階段室１ 89.468

控室１ 93.150 階段室２ 11.661

控室２ 93.150 階段室３ 19.657

大会本部室 35.640 階段室４ 8.338

役員控室１ 24.300 職員用階段 6.820

役員控室２ 23.428 階段室物置 12.601

放送室 12.960 職員用階段室物置 14.882

キッズスペース 36.335 PS１ 2.310

医務室 14.750 PS2 0.872

多目的室１ 32.706 PS3 9.503

多目的室２ 32.706

指導室 32.706

講習室 32.706 １階床面積合計 6211.080

サブアリーナ

メインアリーナ

１
Ｆ

１
Ｆ

三沢国際交流スポーツセンター施設概要（１階）



別紙

階 室名 面積（㎡） 階 室名 面積（㎡）

風除室 79.269 階段室２ 35.340

ホールロビー 367.282 EPS5 17.860

トレーニングルーム 230.537

多目的運動室 143.336 RF床面積合計 53.200

ラウンジスペース１ 147.350

ラウンジスペース２ 56.800

男子ロッカー室 33.525

男子ロッカー室内便所 2.100

男子シャワー室 19.593

女子ロッカー室 33.525

女子ロッカー室便所 2.100

女子シャワー室 19.593

男子便所３ 59.025

男子多目的便所２ 7.875

女子便所３ 58.332

女子多目的便所２ 7.923

男子便所４ 28.846

女子便所４ 28.846

器具庫３ 17.500

倉庫３ 28.000

排煙機室 11.910

電気室 102.159

発電機室 50.231

消火ポンプ室 7.656

メインアリーナ観客席 609.493

通路兼ランニングコース 796.172

階段室１ 89.468

階段室２ 29.867

階段室３ 39.299

階段室４ 33.071

職員用階段室 28.110

EV 6.750

EPS１ 4.376

EPS２ 4.042

EPS３ 5.577

EPS４ 7.072

２階床面積合計 3196.610

三沢国際交流スポーツセンター施設概要（２階 RF）

２
Ｆ

R
F
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機械警備業務基準仕様書 

 

１．委託契約期間 

    年４月 １日 

    年３月３１日 

 

2. 警備を必要とする施設名 

（１）施 設 名  三沢市国際交流スポーツセンター 

（２）場  所  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

3．警備態様及び実施要項 

（１）勤務時間 

警備装置作動開始より警報装置作動解除時まで 

（２）警備内容 

別紙要項にて取り決める。 

（３）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 

（１）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。 

（２）警備機械 

  警備の機械は、受託者の選定のものとし受託者と協議の上設置するものとする。 

（３）報告の義務 

  毎日の警備状況を日誌に記載し、翌週の初めに報告する。 

  （記載方法は別に指示する） 

（４）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ては、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、三沢市国際交流スポーツセンター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。 

 

（警備業務対象施設） 

第１条 対象施設名 三沢市国際交流スポーツセンター 

   ２．設置場所  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

（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、武道館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 三沢市国際交流スポーツセンター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、三沢市国際交流スポーツセンター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三沢市国際交流スポーツセンター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三沢市国際交流スポーツセンター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、三沢市国際交流スポーツセンター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、三沢市国際交流スポーツセンターの建物、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、三沢市国際交流スポーツセンターが無人状態になり、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、国際交流スポーツセンターからの警報

装置作動解除の信号を受けたときに業務終了とする。 

  ２．国際交流スポーツセンター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 警備時間内に三沢市国際交流スポーツセンターを使用する場合又は警備開始後入館す

る場合は、事前に利用者が武道館を通じ、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、三沢

市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、その都度三沢市及び受託者が協

議の上文書にて取り決めるものとする。 



協定事項 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と機械警備業務の受託者（以下「乙」という。）は、本契約を実施す

るにあたり、以下の事項に注意する。 

１．甲は、甲の都合により警報機器を作動させる時刻が２１時３０分を超える場合は、乙に対し、遅

くとも当日の１６時３０分までに、その旨を通知しなくてはならない。 

２．甲は、警報機器の作動または解除ができない場合は、直ちに乙に連絡するものとする。 

３．甲は、所定の時刻より相当前（早出の場合は６時以前）に警報機器を解除する場合は、少なくと

も前日までに、その旨を乙に通知しなくてはならない。 

４．甲は、乙が業務を提供している時間中に契約対象物件に臨時に入場する場合には事前に乙に対し

通知をし、警報機器を解除して入場するものとする。また、退出にあたっては、事前にその旨を乙

に通知した上、警報機器を作動させるものとする。 

５．甲は、休日を変更しようとする場合には、事前に乙に通知しなければならない。 

６．甲は、警報機器が毀損した場合には、直ちに乙に連絡しなければならない。 

７．甲は、可燃物及び侵入の足場となるおそれのあるものの整理を行うほか、契約対象物件に隣接す

る建物の増改築その他周囲の状況の変化により警備計画の変更が必要と認められる場合は、遅滞な

く乙に連絡しなければならない。 

８．甲は、停電、電話回線の不通、警察・消防からの通知その他乙の業務に関係あると甲において認

められる事項を、その都度遅滞なく乙に連絡するものとする。 

９．甲は、警報機器を作動させるときは、契約対象物件について、扉・窓等の施錠、残留者・潜伏者

の有無、ガス・水道等の元栓、灰皿等の火気その他を点検し、異常がないことを確認するものとす

る。 

10．前項に定める異常の有無の懈怠により、甲に警報機器の作動前からの侵入、潜伏者による盗難、

破壊その他の損害が生じたときには、乙は、その損害につき賠償の責任を負わないものとする。 

11．甲は、現金・貴重品の保管については、契約対象物件内での保管は極力避けるものとする。やむ

を得ずこれらを契約対象物件内に保管する場合は、可能な限り少額にとどめるものとし、金庫又は

キャビネット内に保管し必ず施錠するものとする。 

12．甲は、消火器を定期的に点検するとともに、防火設備の周辺を常に整理し、消火器・防火設備の

使用に支障を来たさないようにしなければならない。 

13．契約対象物件内改善を要する不完全箇所がある場合は、甲は、速やかに所要の措置を執るものと



する。 

14．甲は、乙の業務提供に必要な最終出入り口その他の箇所の鍵それぞれ２組をその費用負担で複製

し乙に貸与するものとする。その際、文書にて貸与の事実を確認するものとする。 

15．乙は、業務遂行に必要な範囲において契約対象物件内の甲の電話を使用することができる。 

16．甲乙間で本契約対象物件に関し別途業務請負契約を締結している場合において、乙の過失により

生じた甲の損害については、当該損害の原因が一連のものであるときはすべて一事故として扱うも

のとし、各々の契約書の補償条項は重複して適用せず本契約書の補償条項のみを適用する。 

17．立体警戒又は面警戒センサーを設置した地区の造作変更、レイアウト変更を行う場合は、甲は事

前に乙に連絡し、立体警戒又は面警戒センサーの設置要領の検討を求めなければならない。乙は、

甲の任意による変更により発生した損害については、一切責任を負わないものとする。 

18．部分解除装置を設置した場合、甲による部分解除装置の操作により部分解除がなされている間に

発生した損害については、乙は一切責に任じないものとする。その操作過誤又は不正操作に起因す

る損害についても同様とする。 

２．部分操作解除のための暗証番号は甲の責任で管理されるものとする。 

19．甲は、乙の提供する業務の性質に鑑み、屋外に所在する甲の財産について発生した損害について

は、乙に対し一切損害賠償請求を行わないものとする。 

20．甲及び乙は、本契約の締結及び実施にあたり知り得た相手方の機密事項を第三者に漏洩してはな

らない。 

21．乙の契約対象物件における火災の有無の確認は、乙がその出入り口の鍵の預託を受けていない施

錠された部屋については、外部よりの確認を限度とする。 

22．上記のほか、特別に協定すべき事項が発生したときは、その都度甲乙協議の上、本書に追加、訂

正するものとする。 

 

 



別紙仕様３ 

 

 

 

 

 

 

非常用発電設備保守点検 

業務委託仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



非常用発電設備保守点検業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と非常用発電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こと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

業の大要を示すものであるが、この仕様書に記載のない事項であっても、現場の状況に応じ、

甲が管理上必要と認めた業務については、甲と乙とが協議の上、発注者の指示に従い誠実に実

施するものとする。 

 

１．委託業務の対象となる設備 

（１）施 設 名  三沢市国際交流スポーツセンター 

（２）場  所  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

２．目的 

   この作業は、非常電源（自家発電設備）の機能を良好状態に維持することを目的に実施す

る。 

 

３．委託期間 

 委託期間は契約締結の翌日から   年３月３１日までとする。 

 

４．業務内容 

（１） 作業点検 

手動で始動させ、作動状況及び電圧が正常であるかを確認すること。 

（２） 外観点検 

  ① 設置場所 

ア． 水の浸透の有無 

イ． 周囲の状況  

点検、操作上の障害物の有無、火災等災害発生につながる可燃物の有無 

ウ． 区画等の破損 

キュービクル式自家発電設備の外箱、扉、換気口等の変形、損傷の有無 

   ② 始動装置 

ア． 蓄電池の電極等に腐食はないか、電圧が適正か 

   ③ 燃料、潤滑油、冷却水 

ア． 燃料、潤滑油、冷却水の漏れはないか 

イ． 燃料、潤滑油、冷却水の量が適正に満たされているか 



（３） 機能点検 

① 内燃機関は異音、振動等が無く、正常に運転されているか 

② 発電機の電圧、周波数が正常であるか 

③ 計器類、表示灯が正常に作動されているか 

④ 機器類に変形、損傷等がないか 

（４） 総合点検 

① 内燃機関等 

ア． 運転中に油漏れ、異臭、異音、温度上昇、異常振動等がないか 

イ． 運転中の給気、排気の状況が適正か 

  ② その他、非常用電源（非常電源専用受電設備）の点検基準に準じること 



別紙仕様４  

 

 

 

 

 

 

 

消防設備保守点検業務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 



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、発注者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   三沢市国際交流スポーツセンター 

（２）設置場所    三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

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）総合点検 

（２）機器点検 

 

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発注者の要請により、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、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）屋内消火栓設備         一式 

（３）自家発電設備          一式 

（４）蓄電池設備           一式 

  （５）自動火災報知設備        一式 

  （６）非常用放送設備         一式 

  （７）誘導灯             一式 

  （８）配線              一式 

  （９）避難器具（救助袋）       一式 

 

15. その他 

  この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合は、双方協議の上定める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 



設備の概要 

 

 

１．消火器具             

   粉末加圧式 ABC 消火器  ５９本 

 

２．スプリンクラー設備        

   閉鎖型スポリンクラーヘッド ５５９個 

   放水型ヘッド（可動式）    １１個 

 

３．自動火災報知設備          

   受信機             １台 

   中継器             ９台 

   感知器           ４１９箇所 

   発信機            ３２個 

   表示灯            ３２個  

 

４．誘導灯            ２５０台 

 

５．避難器具（救助袋）         ６箇所 

 

 



別紙仕様５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

給湯ポンプ等保守点検 

業務委託仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



給湯ポンプ等保守点検業務仕様書 

 

１．委託業務の対象となる設備 

（１）施 設 名  三沢市国際交流スポーツセンター 

（２）場  所  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

２．実施期間：契約締結の翌日から    年３月３１日 

 

３．保守点検項目 

項目 保守点検項目 条件・頻度 

１．井戸ポンプ 
定期点検 年１回 

部品交換 別紙のとおり 

２．給水ポンプ 

（上水道） 

定期点検 年１回 

部品交換 別紙のとおり 

３．給水ポンプ 

（雑用水） 

定期点検 年１回 

部品交換 別紙のとおり 

４．給湯循環ポンプ 
定期点検 年１回 

部品交換 別紙のとおり 

 

そ の 他：①この仕様書に定めがない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 

      ②施設利用者の支障にならないよう十分留意すること。 

      ③安全確認、危険防止等の徹底に努めること。 

      ④補修の指摘があった場合は、その都度受注者負担で施工すること。 

⑤受注者は受注者及び下請負者に対して暴力団員による不当介入があった場合は、警

察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 



保守点検項目部品交換一覧

１．井水ポンプ ３．給水ポンプ（雑用水）

　　ポンプ形式：US2-405-2.2CR 　　ポンプ形式：KFE50P3.7

　　　　　　　　　　　　　年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 　　　　　　　　　　　　　年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

ポンプ分解、清掃 〇 ポンプ分解、清掃 〇

モータ軸受取替 〇 メカニカルシール取替 〇 〇 〇 〇

インペラ・主軸等取替 〇 モータ軸受取替 〇

弁体取替 〇 アキュムレータ取替 〇

Oリング・パッキン類取替 〇 流量センサー取替 〇

※令和２年度オーバーホール 冷却ファン取替 〇

圧力発信機取替 〇

２．給水ポンプ（上水道） チェック弁取替 〇

　　ポンプ形式：KFE40P1.5 プリント基板取替 〇

　　　　　　　　　　　　　年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 インバータ取替 〇

ポンプ分解、清掃 〇 ※令和４年度オーバーホール

メカニカルシール取替 〇 〇 〇 〇

モータ軸受取替 〇 ４．給湯循環ポンプ

アキュムレータ取替 〇 　　ポンプ形式：PSS2-255-0.1S

流量センサー取替 〇 　　　　　　　　　　　　　年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

冷却ファン取替 〇 ポンプ分解、清掃 〇

圧力発信機取替 〇 メカニカルシール取替 〇 〇

チェック弁取替 〇 Oリング・パッキン類取替 〇 〇

プリント基板取替 〇 モータ軸受取替 〇

インバータ取替 〇 インペラ取替 〇

※令和４年度オーバーホール ※令和４年度オーバーホール



別紙仕様６  

 

 

 

 

 

 

 

地下タンク漏洩点検業務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 



地下タンク漏洩点検業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と地下タンク漏洩点検業務の受託者(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

な作業で管理保安上、必要と認める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   三沢市国際交流スポーツセンター 

（２）設置場所    三沢市南山一丁目１３８番地２号 

２．目的 

消防法１４条の３の２に定められる点検及び試験を行い、保守点検を行うこ

とを目的とする。 

３．業務内容 

三沢市国際交流スポーツセンターに設置されている地下タンク（４，０００ℓ）

の清掃及び消防法１４条の３の２に規定される点検、試験を行う。 

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１４条の３の２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発注者に提出するものとする。 

７．資格 

  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、一切責任を負うものとする。 

８．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。 

９．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。 

１０．その他 

この仕様書に定めのない実施上の事項については、双方協議の上定めるもの

とする。 

 



 

別紙様式７ 

 

 

 

空調設備保守点検業務 

 

委託仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 

 

 



空調設備保守点検業務仕様書 

 

三沢市（以下「甲」という。）と空調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空調設備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、空調設備において正常な運輸を確保するため設備の保守点検を実施することを目

的とする。 

 

２．委託業務の対象となる物件 

 （１）対象施設名  三沢市国際交流スポーツセンター 

 （２）所 在 地  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

３．委託期間 契約締結の翌日から   年３月３１日 

 

４．対象機種及び保守内容     

（１）ＥＨＰ年間保守 

     対象機種 

・ＥＨＰマルチエアコン 室外機１台 室内機１９台 

     保守点検内容 

・点検回数は２回／年 

（２）ＧＨＰ保守 

対象機種 

・ＹＮＣＰ850Ｊ-ＰＢ ６台 

・ＹＮＣＰ710Ｊ-ＰＢ ２台 

・ＹＮＣＰ560Ｊ-ＰＢ ２台 

保守点検内容 

・室内機メンテ・フィルター清掃 

   ・エンジンオイルの補充・交換 

   ・オイルフィルタの交換 

   ・エンジンオイル漏れの点検 

   ・バルブクリアランスの調整 

   ・点火プラグの点検・交換 

   ・エアエレメントの清掃・交換 

   ・冷却水の点検・補充 

   ・冷却水漏れの点検 

   ・コンプレッサベルトの点検・交換 

   ・発電機用ベルトの点検・交換 

   ・燃料ガスホースの点検 

   ・燃料ガス漏れの点検 

   ・排気ガス漏れの点検 

   ・ドレンフィルタ充填石の補充 

   ・冷媒ガス漏れの点検  

   ・運転音・振動の確認等 



 

（３）ロスナイの清掃 

・ロスナイ  ２９台 

   （４）排煙機定期点検 

     ・型式 No.3 1/2 SRMH3.7KW  点検回数 １回／年 

 

５ その他 

（１） 作業に必要な機械等は乙の負担とする。 

（２） この仕様書に定めのない実施上の事項については、双方協議の上定めるものとする。 

 



別紙仕様８ 

 

 

 

 

防火対象物定期点検業務 

 

仕  様  書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 



防火対象物定期点検報告業務仕様書 
 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と防火対象物定期点検報告業務の受託者（以下「乙」と

いう。）は、この仕様書の定めるところにより点検報告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．目 的 

  本業務は、消防法第８条の２の２に定められている防火対象物定期点検報告を行な

うことを目的とする。 

 

２．委託業務の対象となる施設 

（１）対象施設名 ： 三沢市国際交流スポーツセンター 

 （２）所 在 地 ： 三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 （３）構   造 ： 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

 （４）規   模 ： 延床面積 ９，４６０．８９㎡ 

 

３．実施期間 

  契約の翌日から  年３月３１日までとする。 

 

４．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．点検内容 

  消防法及び関係法規で定められた点検項目を行うものとする。 

 

６．点検報告の回数 

  防火対象物定期点検報告回数は、１年に１回とする。 

 

７．報 告 

  防火対象物定期点検報告の結果及び処置については、点検のつど法令等に定められ

た報告書によるものとする。 

 

８．工具及び機械器具 

  点検報告業務に必要な工具、機械器具及び消耗品は、すべて乙の負担とする。 

 

９．作業時間 

  点検報告業務の作業時間は、施設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。 

 

10．関係法令等による立入検査には、そのつど立ち会うものとする。 



別紙仕様９ 

 

 

 

 

自動ドア保守点検業務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 
 

 



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  三沢市国際交流スポーツセンター 

所在地  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

４．委託対象設備 自動ドア保守点検対象一覧のとおり 

 

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－開閉速度の測定及び調整、開放タイマの確認及び調整 

・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 

・そ の 他－開閉回数、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、累計開閉回

数、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うこととする。 

（４）消耗部品及び消耗品、工具について 

ベルト、戸車、振れ止めは消耗部品として、上記（１）及び（２）において委託者又は点

検者が交換を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 

上記（１）及び（２）において点検、調整する際には専用のハンディーターミナルを用い

て行うこと。 

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。 

 

 

 



No. 階 符号 設置場所 機種 開閉方式 附属機器

1 1 正面入口外側（外部中央） １６０ＫＬＣＭ 引分

2 1 正面入口外側（外部左側） １６０ＫＬＣＭ 引分

3 1 正面入口外側（外部右側） １６０ＫＬＣＭ 引分

4 1 正面入口外側（内部中央） １００ＫＬＣＭ 引分

5 1 正面入口外側（内部左側） １００ＫＬＣＭ 引分

6 1 正面入口外側（内部右側） １００ＫＬＣＭ 引分

7 2 正面入口外側（外部中央） １６０ＫＬＣＭＦ 引分

8 2 正面入口外側（外部左側） １６０ＫＬＣＭＦ 引分

9 2 正面入口外側（外部右側） １６０ＫＬＣＭＦ 引分

10 2 正面入口外側（内部中央） １００ＫＬＣＭ 引分

11 2 正面入口外側（内部左側） １００ＫＬＣＭ 引分

12 2 正面入口外側（内部右側） １００ＫＬＣＭ 引分

13 1 風除室２ １００ＫＬＣＭ 引分

14 1 身障者トイレ（男子） P ６０ＫＮＢ 片引

15 1 身障者トイレ（女子） P ６０ＫＮＢ 片引

16 2 身障者トイレ（男子） P ６０ＫＮＢ 片引

17 2 身障者トイレ（女子） P ６０ＫＮＢ 片引

自動ドア保守点検対象一覧

三沢市国際交流スポーツセンター



 

 

別紙仕様１０ 

 

 

 

 

エレベーター保守点検業務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 
 

 

 

 

 

 



 

 

エレベーター保守点検業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）とエレベーター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なすものであるから、契約に含まれない軽易な作業で甲

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。仕様書に記載のない事項であっても、現場の状況に応じ、甲が管理上必要と認め

た業務については、双方で協議すること。 

 

  期 間   年４月１日から  年３月３１日まで 

 

１．対象設備 

対象設備の所在地及び名称等は、次のとおりとする。 

対 象 施 設 所 在 地 対 象 施 設 名 設備名称及び付加装置 

三沢市南山１丁目１３８－２ 
三沢市国際交流スポーツ

センター 

インバーター制御式エレベーター 

乗用-1000kg-45m/min-2停止 

車いす・視覚障害者対応 

停電時自動着床装置 

地震時管制運転装置 

火災時管制運転装置 

戸開走行保護装置 

遮煙ドア 2 箇所 

音声合成アナウンス 

  

２．業務内容 

 (１)点検・検査 

   ①定期（１回／１カ月）に昇降機検査資格者を派遣し、機器及び装置の定期点検を行い、必要

に応じて給油、調整及び清掃を行う。点検内容は別表Ⅱ記載の通りとする。また、その際に

必要な消耗部品は別表Ⅲ記載の通りとし、その費用は受注者の負担とする。ただし、遠隔点

検・遠隔監視のための装置を設置し、遠隔点検(常時監視)・遠隔監視(異常監視)を行う場合

は、昇降機検査資格者を派遣して行う定期保守点検は１回／３ヵ月とすることができる。な

お、遠隔点検の項目は別表Ⅰ記載のとおりとする。 

また、建築基準法第１２条第３項に基づき年に１回定期検査を行う。 

    



 

 

②保守点検の点検項目及び内容については、国土交通省大臣官房庁営繕部監修「建築物保全業

務共通仕様書平成20年版」に定める組合せのとおりとする。 

   ③保守点検、品質検査実施の都度、報告書を提出し、確認を受ける。 

   ④機器の磨耗・劣化状況及び修理が必要な場合は甲に報告を行う。機能維持を図るための機器

の構成部品及び修理に要する費用は乙の負担とする。機能維持部品修理項目は別表Ⅳのとお

りとする。 

（２）遠隔点検・遠隔監視（状態監視・異常監視） 

①遠隔点検・遠隔監視のための装置を設置した昇降機設備の運行状態を常時記録し、その記録

を収集して、定期（１回／月）に対象設備を構成する機器及び運転機能を点検する。 

②遠隔点検エレベーター設備の運行状況は、定期（１回／月）に遠隔監視点検報告書を提出し、

検査確認を受ける。 

③別表Ⅰ点検対象の項目・内容について変調状態が生じたときは、状態を確認し、必要に応じ

て現場で作業を行い、作業報告書を提出する。 

また、変調状態に対する処置の結果については、遠隔監視点検報告書にて報告する。 

（３）異常監視・直接通話 

①遠隔監視点検昇降機設備について次の異常が発生したときは、昇降機検査資格者の派遣によ

る調査又は遠隔監視点検装置からの異常通報に基づき、適切な処置をとる。 

ア．閉じ込め故障    イ．起動不能 

ウ．着床不良      エ．戸開閉 

オ．制御装置異常監視  カ．遠隔監視装置異常    

②次の異常時に、エレベーターかご内と乙の受信センター又は、サービス拠点等との間で、直

接通話できる機能を提供すること。また、対応結果について遠隔監視結果とともに報告する

こと。 

ア．閉じ込め故障    イ．起動不能 

③遠隔装置のよる監視・性能点検等に必要な装置、電話回線費用、通信料は乙の負担とする。 

（４）地震時のエレベーター自動診断及び復旧 

①エレベーターが地震時管制運転装置の地震感知器「低」動作により休止した場合に、対象設

備が自動で関連機器を診断し、機器に異常が無いことを確認して、エレベーターを自動で仮

復旧するシステムを提供する。また、仮復旧後は専門技術員を現場へ派遣し対象設備を本復

旧させる。 

②地震時のエレベーター自動診断及び仮復旧は、次の場合は行わないこと。 

Ⅰ、地震時管制運転装置が「高」を感知し、エレベーターが休止した場合 

Ⅱ、電気の供給が停止した場合 

Ⅲ、エレベーターの安全装置が動作し、停止した場合 

Ⅳ、エレベーターかご内に人がいる可能性があると判定した場合 



 

 

③エレベーターが自動診断を行う診断項目は次のとおりとし、自動診断項目に異常を検出した

場合は診断を中止し、仮復旧は行わないこと。 

 

項  目 診断内容 

 メインロープ、ガバナロープ、移動  巻上機トルク値、秤値、 

 ケーブルの干渉  異常音（注１） 

 かご・つり合いおもりの脱レール   

 戸開閉異常（注２）  戸開閉負荷、戸開閉時間、制御 

   スイッチ動作点 

 終点スイッチ異常  非常停止機能 

 着床装置異常  フロア検出機能、速度制御機能 

（注１） 診断対象となるのは音声帯域のみ。 

（注２） 戸開閉異常の診断は、地震感知器「低」動作により休止した階で行うこと。 

④自動診断を行い仮復旧が完了した場合及び自動診断を中止した場合は、遠隔点検装置から

甲に当該情報を通報すること。 

⑤甲は乙に、上記システムの試運転を両者立ち合いの上で行わせることができる。 

 

３．特記事項 

(１)甲の権利保留 

  ①甲は、本仕様書または契約内容（点検、調整、整備、故障、修理など）の業務履行 

状況、実施内容に関し、次に示す理由などから疑義を生じた場合、乙に対し書面をもってそ

の理由を報告させることができる。甲は、報告内容を検討し、その後の業務遂行が困難と判

断された場合、乙に対し当該年度の契約を途中解約するだけではなく、翌年度以降の契約行

為への参加を制限する権利を有するものとする。 

    ・昇降機保守委託の仕様書に記載している内容に対する資料又は説明が、具体性、合理性

に欠ける場合。 

    ・虚偽の記載や説明及び報告があった場合。 

  ②乙は、前項の権利行使を受けた場合、甲は乙に損害賠償の請求権を留保する。 

(２)技術資料 

    乙は、契約業務を具体的に履行するため当該昇降機の保守技術資料を保有し、甲の請求に

応じ資料の提示と具体的な説明を行うこと。また、その他損害が生じた場合、甲は乙に対し

損害賠償の請求権を保留する。 

 (３)技術員の教育 

     甲は技術員の技術力を判断するため、甲に対し当該昇降機を担当する営業拠点の全技術員

の教育記録、主な担当実績（担当昇降機、経験年数、検査資格者の資格証番号など）を網羅



 

 

した一覧の提出と教育カリキュラムなどについて具体的な説明を求めること 

ができる。 

 (４)技術員の条件 

   ①乙は、直接管理し技能、経験を有する技術員を当該昇降機保守業務に充当すること。 

   ②乙の技術員は原則として、点検作業を実施する場合は、3年以上の保守経験を有し、また修

理作業を実施する場合は、5年以上の保守経験を有していること。 

   ③乙の技術員は、当該昇降機の保守に必要な専門知識を有する要員（少なくとも「建築保全業

務積算基準（財）建築保全センター編」で指定された保守の経験者または、これと同等の技

術力を有するものと証明できる者）を選任すること。 

 (５)保守システム 

   ①乙は、昇降機の正常な運転機能と安全を確保するため、稼動頻度などの稼動データ等を考慮

し計画的に技術員を派遣する点検・整備などの保守システムに加え、運転状態や故障の予兆

把握及び点検機能を考慮した遠隔監視・診断システムにより適切な保守を提供できるものと

する。また、それらの機能を有するシステムであることを具体的に説明できること。 

   ②乙は、前項の遠隔監視・診断システム機能を具備した場合、次に示す項目について常時デー

タの把握が可能なものであり、甲の請求に応じ稼動データあるいはその判断結果を報告でき

るものとする。 

     ・マグネットブレーキの動作状況（起動・停止・動作時間測定） 

     ・着床レベルの基準値内判定状況（かご位置検出装置による各階の着床レベル測定） 

     ・ドア開閉機能（ドア開閉安全確認スイッチの投入時間測定） 

     ・ドア安全スイッチの動作状況 

   ③甲は、昇降機に特殊仕様（群管理運転、遠隔閉じ込め救出機能付等）や付加仕様が具備され

ている場合、具体的な確認や報告及び提案を求めることができるものとする。 

 (６)修理又は取替え 

   ①製造時の運転性能を維持するため、乙は甲の要求に応じ、昇降機の稼動頻度や経年などを考

慮した修理又は取替の年度計画書を提出しなければならない。 

   ②甲は、必要に応じ取替及び修理の根拠などに関し説明を求めることができる。なお、この説

明は当該昇降機を担当する拠点の在籍者が行うものとする。 

 (７)計測データ等の記録と管理 

   ①乙は、点検・整備、検査の際の運転状況、特性及び性能基準を確保するため、甲の要求に応

じ、これらのデータあるいは判定結果や修正記録を提出しなければならない。 

    特に、安全に関した次の項目は必須とする。 

      ・着床レベル           ・ブレーキのストローク寸法 

      ・ドアロックスィッチの動作寸法  ・ドアロックカムのギャップ寸法 

      ・絶縁抵抗値           ・その他発注者の別途支持要求項目 



 

 

   ②乙は、故障の原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を記録し保管するとともに、

甲の要求に応じ報告すること。 

 (８)性能評価 

    ①乙は、年 1回昇降機の性能評価を行いその結果を、甲に報告すること。なお、建築基準法に

基づく検査または総合検査の記録をもって報告とすることができる。 

   ②甲は必要に応じ、乙に対し第三者機関などに性能評価の再評価を要求できるものとする。 

 (９)専用工具（装置） 

    乙は、昇降機の停止時間の縮滅や、適格な保守を履行するため、点滅、調整、整備や故障解

析等の補助となる専用工具や装置などを積極的に開発し採用すること。また、甲は必要に応じ、

専用工具の有無や活用状況等に関し説明を求めることができる。 

 (10)営業拠点と緊急対応業務 

   ①乙は、甲の要求に応じ平日昼間、休日、夜間の緊急時に対応する担当営業拠点や技術員名及

び必要条件を記載した名簿を提出すること。 

   ②乙は甲の必要に応じ、地震等の広域災害対応について具体的に説明できること。 

 (11)交換部品の供給 

   ①乙は保守及び故障等（広域災害は除く）の緊急時でも、最小の停止時間で昇降機を復旧する

ため、必要な最新の交換用部品（製造者の純正部品）及び消耗品等を、部品の保管条件に応

じた保管場所に、合理的な必要数量を保管すること。 

   ②乙は、交換部品について、広域災害、その他不可抗力の場合を除き、営業拠点まで１時間以

内の旅程、または、在庫がないときは２４時間以内に発送できる体制をとること。 

   ③甲は乙に対し、必要に応じ部品供給施設の所在地や部品在庫状況を確認するものとする。 

 (12)安全教育の維持 

   ①甲は乙に対し、必要に応じ技術員に対する安全管理システムやその体制、教育などを定めた

資料の提出を求めることができる。 

   ②甲は乙に対し、必要に応じ技術員の安全作業慣行の経歴や定期的な安全教育の履歴などの記

録の提出を求めることができる。 

（13）その他 

   この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、双方協議の上定めるもの 

とする。 

 



別表-Ⅰ

機器温度

接触器動作状態

制御機器動作状態

ブレーキ動作状態

戸の開閉状態

ドアスイッチ動作状態

押ボタン動作状態

インターホン電源電圧状態

点灯状態

戸の開閉状態

ドアスイッチ動作状態

押ボタン動作状態

動作状態

起動状態

加速状態

一定速走行状態

減速状態

着床状態

別表-Ⅱ-①

○かご上各機器作動状態

○かご上各機器劣化・損傷の有無

○かご上各安全スイッチ作動状態

○かごの戸取付状態

○かごドアハンガー取付・作動状態

○かごドアハンガー劣化・損傷の有無

○戸閉連動機構取付・作動状態

○戸閉連動機構劣化・損傷の有無

○かごドア制御・駆動機器取付・作動状態

○かごドア制御・駆動機器劣化・損傷の有無

○かごドア関連安全装置取付・作動状態

○かごドア関連安全装置劣化・損傷の有無

○かご戸と乗場戸連動状態

○各安全スイッチ取付・作動状態

○ステーション内各機器作動状態

○ステーション内各機器劣化・損傷の有無

○着床リレー作動状態

○非常止め装置取付・作動状態

○非常止め装置劣化・損傷の有無

○非常止めスイッチ作動状態

○ガイドシュー(ガイドローラ)取付・作動状態

○ガイドシュー(ガイドローラ)劣化・損傷の有無

○はかり装置取付・作動状態

○センサ部劣化・損傷の有無

○綱車劣化・損傷の有無

○吊り車回転状態

○給油器取付・作動状態

○給油器劣化・損傷の有無

○給油器の油量

○救出口扉の開閉状態、施錠状態

○救出口スイッチの取付・作動状態

○救出口スイッチの劣化・損傷の有無

○かご室ファン取付・作動状態

○移動ケーブル取付状態

○かご室組立構成機器取付状態

○かご室組立構成機器劣化・損傷の有無

○昇降路周壁劣化・損傷の有無

○制御盤固定状態

○制御盤扉開閉状態

○制御盤本体劣化・損傷の有無

○接触器作動状態

○各回路絶縁状態

○戸開走行保護装置作動状態

○その他機器作動状態

○その他機器劣化・損傷の有無

1 emd001 131001

昇降路 ○

○
昇降路

吊り車 ○

給油器 ○

救出口 ○

着床装置

非常
止め装置

○

ガイドシュー
(ガイドローラ)

○

はかり装置 ○

○

かご戸
まわり

○

○

かご上
ステーション

○

 かごまわり

かご戸
まわり

かご操作盤

乗場関連機器

昇降路内関連機器

乗場の戸

外部連絡装置

別表-Ⅱ　昇降機設備点検内容

箇所

設置環境

制御関連機器

巻上機

かご関連機器

安全スイッチ

別表-Ⅰ　リモート点検｢遠隔機器点検｣内容

かごの戸

点検項目 点検内容

制御盤

停電灯

運転性能

○

乗場押ボタン

VFGLB-JB

その他機器

機器名 点検内容

かご
まわり

かご上

○

制御盤



別表-Ⅱ-②

○巻上機運転状態

○巻上電動機回転状態

○エンコーダ回転状態

○電磁ブレーキ作動状態

○巻上機綱車劣化・損傷の有無

○巻上機回り各機器取付状態

○巻上機回り各機器劣化・損傷の有無

○巻上機油劣化・油漏れの有無

○巻上電動機絶縁状態

○調速機運転状態

○調速機作動速度

○調速機回り各スイッチ作動状態

○調速機取付状態

○各給油部の給油状態

○エンコーダ作動状態

○終点スイッチ作動状態

○レール劣化・損傷の有無

○レール取付状態

○つり合いおもり劣化・損傷状態

○つり合いおもり組立取付状態

○ガイドシュー取付・作動状態

○ガイドシュー損傷の有無

○吊り車劣化・損傷の有無

○吊り車回転状態

○メインロープ劣化・損傷の有無

○ガバナロープ劣化・損傷の有無

○メインロープソケット劣化・損傷の有無

○メインロープ取付状態

○ガバナロープ取付状態

○つり合いチェーン劣化・損傷状態

○つり合いチェーン取付状態

○プレート劣化・損傷の有無

○プレート取付状態

○ケーブル動特性

○ケーブル劣化・損傷の有無

○ケーブル取付状態

○乗場戸自閉機能作動状態

○乗場戸取付状態

○乗場ドアハンガー取付・作動状態

○乗場ドアハンガー劣化・損傷の有無

○乗場ドア関連安全装置取付・作動状態

○乗場ドア関連安全装置劣化・損傷の有無

○乗場戸とかご戸の連動状態

○はかり装置取付・作動状態

○センサ部劣化・損傷の有無

○その他昇降路機器取付状態

○ピット周壁の劣化、損傷の有無

○ピット漏水の有無、汚損状態

○緩衝器劣化・損傷の有無

○緩衝器台劣化・損傷の有無

○緩衝器取付状態

○張り車劣化・損傷の有無

○張り車取付・回転状態

○センサ作動状態

○管制運転動作異常の有無

○かご運転状態

○全自動戸開閉状態

○停電灯点灯状態

○かご内表示器作動状態

○かご釦作動状態

○かご釦劣化・損傷の有無

○かご室機器損傷・変形の有無

○各銘板取付・汚損の有無

○かご室照明点灯状態

○かご内操作盤カバー取付状態

○かご内操作盤各スイッチ作動状態

○外部連絡装置作動状態

○全自動戸開閉状態

○乗場釦作動状態

○乗場釦劣化・損傷の有無

○乗場表示器作動状態
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○

かご室
乗場

かご ○

照明・意匠 ○

かご内
操作盤

○

外部連絡装置

乗場 ○

その他機器 ○

昇降路

ピット

ピット ○

緩衝器 ○

移動ケーブル ○

乗場
戸まわり

○

はかり
装置

○

つり合
チェーン

○

着床装置
プレート

○

移動ケーブル ○

調速機 ○

箇所 機器名

○

ロープ ○

巻上電動機
巻上機

○

点検内容 VFGLB-JB

冠水検出
センサ

○

張り車 ○

終点スイッチ ○

○

つり合
おもり

○

吊り車

ガイド
レール



別表-Ⅱ-③

○管制運転作動状態

○気配りアナウンス作動状態

○地震感知器作動状態

○地震感知器取付状態

○自動着床状態

○戸開閉状態

○気配りアナウンス作動状態

○停電灯点灯状態

○接触器取付状態

○接触器作動状態

○接触器劣化・損傷の有無

○各回路絶縁状態

○MELD用基板取付状態

○MELD用基板劣化・損傷の有無

○その他機器取付状態

○その他機器劣化・損傷の有無

○作動電圧

○管制運転作動状態

○気配りアナウンス作動状態

○接触器取付状態

○接触器作動状態

○接触器劣化・損傷の有無

○呼び戻しボタン取付状態

○呼び戻しボタン作動状態

○呼び戻しボタン劣化・損傷の有無

○気密材取付状態

○気密材劣化･損傷の有無

○センサ取付状態

○ケーブル配線状態

○基板取付・配線状態

○作動状態

○センサ取付状態

○ケーブル配線状態

○基板取付・配線状態

○作動状態

○乗場釦作動状態

○乗場釦劣化・損傷の有無

○操作盤カバー取付状態

○かご釦作動状態

○カゴ釦劣化・損傷の有無

○鏡固定状態

○鏡汚れ・損傷の有無

○手すり固定状態

○手すり劣化・損傷の有無

○光電式ドアセンサ作動状態

○光電式ドアセンサ関連機器の取付状態

○光電式ドアセンサ関連機器の劣化・損傷の有無
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○

車椅子
仕様

専用乗場釦 ○

専用
操作盤釦

○

鏡 ○

手すり ○

光電式
ドアセンサ

ホールモーション
センサ（HMS）

本体 ○

かご気配り
ドアセンサ（CREQ）

本体 ○

制御盤 ○

乗場 ○

遮煙ドア 乗場ドア ○

火災時管制
運転装置
（FER）

○

地震時管制
運転装置
（EER）

全般 ○

停電時自動着床
装置(MELD)

全般 ○

制御盤
かご上ステーション内

○

バッテリー ○

箇所 機器名 点検内容 VFGLB-JB

全般



別表-Ⅲ

制御盤内ヒューズ（注１）

制御盤内抵抗管（注２）

かごドア装置用駆動ベルト

給油器油芯（繊維）

ドアシュー（戸の脚）

インジケータ用ランプ（注３）

操作盤・乗場押ボタン用ランプ（注３）

かご室内停電灯用ランプ（注３）

点検用オイル、グリス類（注４）

ウェス、サンドペーパー

ビス、ナット、ワッシャー

メモリーバックアップ用電池

(注１)ＮＦブレーカは含みません。

(注２)回生抵抗は含みません。

(注３)ランプ関係には、ネオン管、インテリア照明、ＬＥＤ照明、その他特殊な発光体は含みません。

別表-Ⅳ-①

■巻上機

　巻上機ユニット取替＊

　ブレーキライニング（パッド）取替

　ブレーキシュー取替

　ブレーキディスク取替

　ブレーキホイール・ドラム取替

　ブレーキコイル取替

　オイルシール取替

　油切り片取替

　シーブ軸取替

　シーブ溝削正

　シーブ取替

　防振ゴム取替

■頂部返し車

　シーブ取替

　軸受取替

■調速機

　軸受取替
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○

○

○

○

○

○

○

○

別表-Ⅲ　消耗部品

部品名 VFGLB-JB

○

○

＊(巻上機ﾕﾆｯﾄ
取替)に含む

○

○

○

○

別表-Ⅳ　機能維持修理項目

修理項目 VFGLB-JB

○

○

○

　軸受取替
＊(巻上機ﾕﾆｯﾄ
取替)に含む

○

○

○



別表-Ⅳ-②

■調速機

　シーブ取替

　エンコーダ取替

■張り車

　軸受取替

　シーブ取替

■かご枠

　防振ゴム取替

■吊り車

　軸受取替

　シーブ取替

■非常止め装置

　引上棒組立取替

■ガイドシュー

　シュー（ローラ）取替

■給油器

　給油器取替

■かご戸装置

　ドアレール取替

　レバー機構取替

　綱カケ滑車取替

　連動ロープ・チェーン取替

■ドアマシン

　プーリ（スプロケット）取替

　連動ベルト・チェーン取替

　軸受取替

　位置スイッチ取替

　ドアモーター取替

■かご乗場ドアハンガー

　ドアハンガー取替

■ゲートスイッチ

　ゲートスイッチ取替

■インターロック

　インターロック取替

■セフティシュー

　キャプタイヤコード取替

　アーム取替（接触棒含む）

■乗場戸装置

　ドアレール取替

　全域クローザー取替

　戸の引き手（ローラ）取替

　連動ロープ取替

　綱カケ滑車取替

■緩衝器

　作動油取替

　油圧緩衝器用スプリング取替

■メインロープ

　メインロープ切詰・取替

■ガバナーロープ

　ガバナーロープ切詰・取替

■つり合ロープ、鎖

　つり合ロープ（鎖含む）切詰・取替

■巻上電動機

■制御盤

　リレー本体取替

　半導体プリント板取替

　コンデンサー取替

　インバータ取替

　コンバータ取替

　整流器取替

　変圧器取替

　安定化電源取替

　冷却ファン取替

　ＮＦブレーカ取替
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別表-Ⅳ-③

■非常電源装置

　非常用動力バッテリー取替

■はかり装置

　秤装置組立取替

　検出ワイヤー取替

■各種昇降路内スイッチ

　終点スイッチ取替

　着床装置取替

■エンコーダ

　エンコーダ取替

■移動ケーブル　電線

　プロテクター取付・補修

　かご回り配線取替

　移動ケーブル取替

　その他ケーブル取替

■かご上ステーション

　半導体プリント板取替

　コンデンサー取替

　インバータ取替

　安定化電源取替

　冷却ファン取替

■換気装置

　ファンオーバーホール・取替

※以下修理項目については装備されている場合のみ対象となります。

　天井ＬＥＤ照明取替

　地震時管制運転装置(EER)用感知器取替

　停電時自動着床装置(MELD)用リレー取替

　停電時自動着床装置(MELD)用バッテリー取替

　火災時管制運転装置(FER)用リレー取替

　ホールモーションセンサ(HMS)取替

　かご気配りドアセンサ(CREQ)取替

　音声合成アナウンス装置(AAN)用半導体ユニット取替

　音声合成アナウンス装置(AAN)用スピーカー取替

　遮煙ドア気密材取替

　かご内液晶インジケータ表示ユニット取替

　乗場液晶インジケータ表示ユニット取替

　かご内映像表示用ディスプレイ取替

■除外項目

　次の項目は、本契約の修理範囲には含まれません。

　(1) 機器保証サービス修理範囲以外の修理･部品取替並びに意匠部品(昇降かご､かご床タイル､かご戸､敷居､乗場戸､三方枠)の塗装･

　　メッキ直し･修理･部品取替･清掃。

　(2) 指紋照合装置､タッチレスコール、空調機の修理･部品取替｡

　(3) 巻上機､電動機等の機器の一式取替｡

　(4) 一切の建築関係工事｡

　(5) 諸法規の改正又は官公庁の命令若しくは指導による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事｡

　(6) 契約者又は第三者の不注意､不適当な使用･管理により発生する修理又は取替工事｡

　(7) 地震､類焼､爆発､冠水､その他の不可抗力の事故により発生する修理又は取替工事｡
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建築物環境衛生管理業務 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市国際交流スポーツセンター 



建築物環境衛生管理業務仕様書 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と建築物環境衛生管理業務の受託者（以下｢乙｣

という。）は、この仕様書の定めるところにより建築物の環境衛生管理を実施する

ものとする。 

 

１．委託対象物件名 

   対象施設名 三沢市国際交流スポーツセンター 

   設置場所  三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

２．目的 

   建築物における衛生的環境の確保に関する法律によって定められる測定、

作業等を行うことを目的とする。 

 

３．業務の種別 

（１）飲料水水質検査 

（２）空気環境測定 

（３）貯水槽清掃 

（４）ねずみ・昆虫等の防除 

 

４．基本事項 

   測定、作業に当たっては、法で定める有資格者及び監督者を配置し、この

業務を実施するものとする。また、官公庁等の立ち入り検査等に関しては、

その都度立ち会うものとする。 

   なお、作業日時等については、甲と打合せのうえ行うものとする。 

 

５．基本事項 

   測定、作業に当たっては、法で定める有資格者及び監督者を配置し、この

業務を実施するものとする。また、官公庁等の立ち入り検査等に関しては、

その都度立ち会うものとする。 

   なお、作業日時等については、甲と打合せのうえ行うものとする。 

 

６．報告事項 

   乙は、測定及び作業を行った都度、遅滞なくその内容を記載した報告書を

提出するものとする。 

 

 



７．業務内容 

（１）飲料水水質検査 

    ① 残留塩素測定 

     ア．給水配管系末端の水栓で遊離残塩測定をする。 

      （残留塩素測定箇所は、１ヶ所とする。） 

     イ．測定は、７日以内ごとに定期に定点を測定すること。 

     ウ．測定の結果、法令で定める基準以外の数値である場合は、適当な

処置を講じて基準値内に納めること。 

     エ．基準以外の数値が給水設備等による場合は、甲乙協議して決める

ものとする。 

    ② 水質検査 

     ア．給水配管系末端の水栓で採取検査すること。 

     イ．検査は、６ヶ月以内ごとに定期に行うこと。 

     ウ．貯水槽清掃後の検査は、精密測定とする。 

       この結果により、次回の検査は一般項目とする。 

（２）空気環境測定 

    ① 測定の項目、方法、器具及び数値は、法令で定めるとおりとする。 

    ② 測定は、２ヶ月以内に１回とし定期に行う。また、項目ごとに１日

３回測定し、平均値とする。 

    ③ 測定ポイントは、７ポイント（外気１ポイント）とする。 

    ④ 測定結果が、法令で定める基準以外の数値の場合は、適当な処置を

講じて基準値内に納めること。 

    ⑤ 空気汚染の原因が空調機械設備による場合は、双方協議するものと

する。 

（３）貯水槽清掃（受水槽容量１８㎥ ２槽式  ２２㎥ １槽式） 

    ① 槽内の作業に入る場合は、安全を確かめたうえ作業すること。 

    ② 清掃器具は、塩素消毒を実施して衛生的に作業を行うこと。 

    ③ 受水槽の清掃を行った後、圧力水槽の清掃を行うこと。 

    ④ 受水槽の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去

し、洗浄に用いた水を完全に排除するとともに受水槽周辺の清掃を行

うこと。 

⑤ 受水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて２回以上受水槽内の消毒を行

い、消毒排水を完全に排除するとともに、消毒終了後は、受水槽内に

立ち入らないこと。 

⑥ 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、適切に処理すること。 

⑦ 受水槽内の内面の破損、老化、劣化等の状況を点検し、必要に応じ

被覆その他補修等を行うこと。 



⑧ 水抜き管及びオーバーフロー管の排水口空間並びに水抜き管、オー

バーフロー管、通気管等に取り付けられた防虫網を点検し、必要に応

じ補修等を行うこと。 

⑨ ボールタップ、満減水警報装置、給水ポンプその他の付属装置等に

ついて機能等を点検し、必要に応じ補修等を行う。 

⑩   槽内清掃前と清掃後に写真撮影を実施するとともに、槽内と給水栓

末端の残留塩素を測定すること。 

⑪ 故障不良等で契約金額を超える場合は、双方協議するものとする。 

（４）ねずみ・昆虫等の防除 

    ① ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所及び進入経路並びにこれらに

よる被害の状況を調査し、適切な方法により防除作業を行うこと。 

    ② 建築物内のゴミの処理状況、飲食物の保管の状況等を点検し、必要

に応じ、ねずみ・昆虫等の発生を防止するための措置を講じること。 

    ③ 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補

修等を行うほか、ねずみ・昆虫等の侵入を防止するための措置を講じ

ること。 

    ④ 殺そ殺虫剤を用いる場合は、薬事法等の規定に基づき使用及び管理

を適切に行い、これによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の

事故の防止に努めること。 

    ⑤ 防除作業終了後、防除の効果を調査すること。 

 

８．その他 

   この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、双方協議

の上定めるものとする。 
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自然エネルギー発電設備保守点検業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

本仕様書は、三沢市国際交流スポーツセンター自然エネルギー設備（風力、太陽光、蓄電池設

備）の定期点検作業をおこなうものである。 

 

２ 委託業務の対象となる設備 

対象施設名 三沢市国際交流スポーツセンター 

  所在地   三沢市南山一丁目１３８番地２号 

 

３ 実施期間 契約締結の翌日から  年３月３１日 

 

４ 設備点検範囲 

（１）機器範囲 

・風力発電装置 

・制御盤・抵抗基盤 

・太陽光電池（４年毎） 

・架台・接続箱・ＰＣＳ等（４年毎） 

・啓発表示装置（４年毎） 

・蓄電池装置 

・負荷設備 

・その他 

（２）役務区分 

   ・メンテナンス計画 

・作業計画 

・高所作業者手配 

・交換部品手配 

・部品点検設備 

・運動動作試験 

・蓄電池保守契約 

・その他（作業エリア確保） 

（３）交換部品及び予備品 

   ・ブレーキパッド 

（４）支給品又は貸与品 

   ・作業にあたり必要最低限のコンセント電源、水道水については無償提供する。 

 

 



５ 引渡検収 

   ・点検終了後、必要により運転状況の確認及び作業報告書の確認を以って引き渡しとする。 

   ・点検報告書の提出を以って検収するものとする。 

 

６ 提出書類 

   ・作業計画書 

   ・検査報告書 

   ・作業写真 

 

７ 免責事項 

  下記の事項については免責とする。 

   ・取扱説明書に基づかない運転によって発生したトラブル 

   ・指定業者以外の点検修理後のトラブル 

   ・天変地異、その他不可抗力によるトラブル 

 

８ その他の事項 

   ・作業に当たっては調査職員の指示に従い、作業に当たっては周囲の安全に十分配慮する

こと。 

   ・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。 
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三沢市国際交流スポーツセンター 



防火対象物定期点検業務仕様書 
 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と防火対象物定期点検業務の受託者（以下「乙」という。）

は、この仕様書の定めるところにより点検報告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．目 的 

  本業務は、消防法第８条の２の２に定められている防火対象物定期点検報告を行う

ことを目的とする。 

 

２．委託業務の対象となる施設 

（１）対象施設名 ： 三沢市国際交流スポーツセンター 

（２）所 在 地 ： 三沢市南山一丁目１３８番地２号 

（３）構   造 ： 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

（４）規   模 ： 延床面積 ９，４６０．８９㎡ 

 

３．実施期間 

  契約の翌日から  年３月３１日までとする。 

 

４．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．点検内容 

  消防法及び関係法規で定められた点検項目を行うものとする。 

 

６．点検報告の回数 

  防火対象物定期点検報告回数は、１年に１回とする。 

 

７．報 告 

  防火対象物定期点検の結果及び処置については、点検のつど法令等に定められた報

告書によるものとする。 

 

８．工具及び機械器具 

  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。 

 

９．作業時間 

  点検業務の作業時間は、施設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。 

 

10．関係法令等による立入検査には、そのつど立ち会うものとする。 


