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弘前文化センター舞台機器操作業務仕様書 
 

１．業務の目的 

 本仕様書は、弘前文化センター大ホール、小ホール及び第３会議室（以下、「ホー

ル等」という。）の舞台機構設備、照明設備、音響設備、映像投影設備等を安全かつ

効率的に運用するため、熟練した技術者を配置し、舞台機器の機能を最大限に発揮す

ることを目的とする。 

 

２．業務内容 

管理運営業務は、通常業務、準備打ち合わせ業務、利用時の業務、終了後の業務と

し、舞台の管理・運用における技術向上、安全管理に関する技術基準の適合維持のた

め、電波法などその他関係法令の順守及び「劇場等演出空間の運用および安全に関す

るガイドライン」（劇場等演出空間運用基準協議会策定）を基本とし業務にあたるも

のとする。 

(1) 業務の範囲 

①ホール等の舞台、照明、音響及び映像投影設備の設営・操作及び撤去、ホール等

において行われる外部舞台技術関係者並びに利用者への指導助言、監督業務。 

②ホール等利用者との催事進行、舞台設営及び付帯設備利用等の打ち合わせに関す

る業務。 

③ホール等の舞台、照明、音響、映像投影設備等の日常点検・整備並びに管理業務。 

④その他前各号の業務に付帯する業務。 

(2) 通常業務 

①総合的安全管理。 

②利用者との打ち合わせ。 

③催事に伴う準備作業。 

④設備機材・物品の適切な保守管理、報告。 

⑤移動用電気配線機材の絶縁保持及び適正管理。 

⑥下見等来館者への説明及び案内。 

⑦勤務計画書及び業務報告書作成及び提出。 

⑧大ホール内の巡回。 

⑨搬出入口の障害物除去等に関する適正な維持管理。 

⑩ホール等の利用、運営に関して必要な事項の発注者への助言。 

(3) 準備打ち合わせ業務 

①業務開催当日までの準備作業、当日の進行、役割分担、舞台操作関係等の技術的

な打ち合わせの実施及び利用者への指導、助言。 

②消防法等に基づく申請事務に関する指導、助言。 

③利用者及び出演者等の避難誘導経路の説明並びに防災の指導、助言。 

④機材、物品等の搬出入方法の指導。 

(4) 利用時の業務 

①舞台上の安全管理、外部スタッフによる興行時を除き、舞台上手、下手への人員

配置による安全管理。 

②演出に則した技術的操作。 

③外部スタッフへのホール付帯設備の操作に係る指導及び監督。 

④外部スタッフによる機材・物品等の搬出入の指導、設営並びに撤収の補助。 

⑤持ち込み機材の安全確認及び指導、助言、監督。 
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⑥持ち込み電気機材の絶縁状態の確認及び接続方法の指導、設備容量の管理。 

⑦特殊な設備の持ち込み、設置に係る安全確認及び、関係法令等の順守状況の確認

及び指導、監督。 

⑧観客の状況把握及び利用者への危険回避のための指導、注意。 

⑨その他臨機対応に必要とされる業務。 

⑩非常時における観客や出演者の避難誘導等の防災業務に対する補助及び協力。 

(5) 終了後の業務 

①利用後の整理復元作業と付帯設備の管理。 

②設備・機材の撤去、復元作業またはその作業の指導、助言及び監督。 

③持込み設備・機材の撤去補助。 

④設備・機材の損傷の有無、数量の点検報告。 

⑤設備全体における総合確認の実施。 

⑥出入口の施錠及び警備員への終了報告。 

 

３．業務体制 

(1) 業務に関し配置を必要とする技術者 

①統括責任者 

舞台管理運営業務に関し、連続して５年以上の実務経歴を有するものとする。ま

た、管理運営業務においては次の第２項から第７項までの業務を兼務することが

できるものとする。 

②電気工事士等(低圧仮設電路、使用電気機器の技術基準適合の維持) 

管理運営業務のうち利用時の業務においては、舞台演出空間仮設電気設備及び臨

時的に設置される構内低圧仮設電路について電気設備技術基準への適合を維持

するものとし、第２種電気工事士以上の免状を有する者を利用時の業務時間内は

常駐させるものとする。 

また、当該資格保有者は、次の各項の業務を兼務することができるものとする。 

③防火管理(補助要員) 

管理運営業務のうち利用時の業務時間内においては、防火管理者の資格を有する

者を常駐させるものとする。 

また、当該資格保有者は、次の各項の業務を兼務することができるものとする。 

④技術員 

舞台、音響、照明等の技術管理業務に関し、専門的知識を有すると認められる学

歴又は３年以上の実務経歴を有する者とする。 

⑤補助技術員 

舞台、音響、照明等に係る専門的知識を有し、当該機器運用について、適切に対

応執行できる者とする。 

(2) 運営体制 

①技術者の配置 

運営にあたっては、行事内容等を勘案して各々必要な技術者を配置し、統括責任

者及び舞台、照明、音響の技術責任者、技術員を配置するものとする。 

②業務責任の分担 

統括責任者すべての業務について、技術責任者は担当する業務に関するすべての

責任を負うものとする。 

③執務体制 

統括責任者は原則として常駐するものとし、統括責任者が一時的に不在の場合は、
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他の技術責任者の中から代務者を選任し、業務を代行させるものとする。 

④技術者選任に関する報告 

統括責任者、技術責任者、技術員を選任したときは、専門技術に係る免状等の写

し及び経歴を明示した履歴書（写真を添付）を提出すること。異動の場合も同様

とする。 

(3) 服務規律 

①業務にあたっては弘前文化センターのスタッフであることが分かるような統一

された服装とし、所属、氏名が記載された名札を着用し、容姿についても常に清潔

感を保つものとする。 

②ホール等の利用者及び出演者から金品を受けてはならない。 

③必要なくして部外者をホール等に立ち入らせてはならない。 

④大ホールにおいて催事等の無い時の出入り口の管理については、施錠管理しなけ

ればならない。 

 

４．勤務日及び勤務時間 

(1) 休館日（毎月第３火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日にあたるときは、その日の直後の水曜日、ただ

し、当該水曜日が同法に規定する休日に当たるときは、その直後の木曜日、当該木

曜日が同法に規定する休日に当たるときは、その直後の金曜日）及び年末年始期間

（１２月２９日から翌年１月３日まで）は勤務を要しないものとする。 

但し、特別の事由により勤務した場合は、その勤務にあたった時間について、別

の日程により時間を調整するものとする。 

(2) ホールの使用時間は午前９時から午後１０時までを基本とするが、使用時間以外

の時間においても業務を支障なく遂行できる範囲を勤務時間とする。 

但し、平常時の始業時間は８時３０分からとし、ホール等での行事が無い場合の

終業時間は午後５時とする。 

 

５．留意事項 

(1) 業務上知り得た情報は第三者に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は解

除された後においても同様とする。 

(2) 業務の遂行にあたり関係法令を順守するものとする。 

(3) 常に従事者の技術的資質向上に努めるものとする。 

(4) 業務内容以外の事項においても、管理運営上必要と認める場合は行うものとし、

その対応業務内容について発注者に報告するものとする。 

(5) 委託期間の満了又は契約の解除等で新たに配置される受注者と業務を交替する

場合は、必要期間における業務一切の引継を確実に行うものとする。 

(6) 特殊な演出効果が必要とされ、対処できない場合は、発注者の了解を得て使用者

と協議のうえ、外部の技術者での対応等により適切な対応を行うものとする。 

但し、外部の技術者等により対応を行った経費は、当該委託費の中に含まないも

のとする。 

(7) 発注者が実施する環境保全活動関する取り組みへの協力要請に対して、可能な限

りこれに協力するものとする。 
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弘前文化センター清掃業務仕様書  
 

 

１．業務の目的  

本仕様書は、弘前文化センターの合理的かつ適切な清掃を委託するこ

とにより、弘前文化センター敷地及び建築物並びに工作物等を常に最適

な環境状態に保ち、美観を長期にわたり維持することを目的とする。  

 

２．業務内容  

(1) 日常清掃業務  

(2) 特別清掃業務  

※詳細に関しては「別紙  業務内容詳細」によるものとする。  

 

３．業務体制  

(1) 業務従事者名簿  

受注者は、業務従事者の名簿を発注者に提出しなければならない。

異動があった場合も同様とする。  

(2) 清掃業務主任者の配置  

弘前文化センターの特殊性として、実施イベントの内容等によって

は清掃を避けなければならない場所や時間帯があることから、作業の

打ち合わせ・連絡・変更等について機敏に対応出来るようにするため、

清掃業務主任者を配置しなければならない。  

(3) 清掃作業要員  

受注者は、建物内外の清掃作業要員を相当数配置し、業務に支障の

ないよう効率的に清掃作業を行うものとする。  

(4) 清掃従事者に対する教育  

受注者は、自社の清掃従事者に会館の清掃に必要な教育と訓練を行

い、かつ十分な研修を行い、意識の向上に努めることとする。  

①初任者研修  

初任者に対し講習及び実習を十分に行った後、業務に従事させる

こと。  

②研修・訓練の実施  

作業水準の維持及び向上を図るため、作業従事者の研修・訓練を

実施すること。  

(5) 服務規律  

業務にあたっては、統一された服装とし、所属・氏名が記載された

名札を着用し、容姿についても常に清潔感を保つものとする。  

 

４．業務実施時期  

(1-1) 日常清掃  

午前８時から午後５時まで。ただし、次の休館日を除く。  

①毎月の第３火曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和 23
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年法律第 178 号）に規定する休日に当たるときは、その直後の水

曜日。ただし、当該水曜日が同法に規定する休日に当たるときは、

その直後の木曜日、当該木曜日が同法に規定する休日に当たると

きは、その直後の金曜日とする。）  

②１月１日から１月３日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日まで  

(1-2) 時間外清掃（不定期）  

大ホールの使用で常駐清掃時間内では清掃が完了しないとき、又

は常駐時間外で大ホールの使用があったときは、使用終了後、２時

間以内で実施するものとする。  

また、常駐時間外で大ホール以外の使用があり、発注者から依頼

があったときは、使用終了後に清掃を実施するものとする。  

(2) 特別清掃  

休館日の午前８時３０分から午後４時３０分まで。  

     

５．留意事項  

(1) 損害等  

①受注者は、委託業務に当たり、弘前文化センターの建物・工作

物・その他備品等に対し故意又は重大な過失により損害を与えた

ときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において損害を賠

償し、原形に復さなければならない。  

②受注者は、委託業務実施中に破損箇所を発見したときは、直ちに

発注者に報告しなければならない。  

 (2) 作業実施上の留意事項  

①業務の実施に当たっては、火の取り締まり及び衛生並びに安全に

留意するとともに、特に風紀については厳重に注意すること。  

②器具の衝撃又は過失等で、館内の機器、備品及び設備（床及び配

線等）等を損傷しないよう十分注意すること。  

③発注者が指定した物以外、ガソリン、ベンジン等引火性の危険物

及び薬品は使用しないよう厳重に注意すること。  

④電気及びガスの取り扱いについては、危険及び損害の出ないよう

十分に注意すること。  

(3) 環境への取り組み  

受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請

に対して、可能な限りこれに協力すること。  
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別紙１－１ 

業務内容詳細  

 

対象施設は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下｢法律｣と

いう。）第１条の特定建築物に該当するため、同法及びその他関係法規を遵守す

るとともに、この仕様書に記載されない軽微な事項についても、これに付帯するも

のとする。また、建物の管理保存並びに美観及び衛生上必要と認められる業務は、

実情に応じて委託料の範囲内で誠意をもって実施するものとする。  

 

１） 清掃業務の場所及び範囲  

① 場所：弘前市大字下白銀町 19－4 

② 範囲：弘前文化センター敷地及び建築物  並びに工作物等  

２） 報告  

受注者は、市（以下｢発注者｣という。）の指定する様式（清掃日誌）に委託業

務の内容及び経過等を記載のうえ、発注者に提出して点検及び確認を受けな

ければならない。 

３） 清掃実施計画書  

契約及び発注者の指示により、日常、普通、特別等各清掃に関する毎月の

「清掃実施計画書」を実施の前までに発注者に提出し、確認を得なければなら

ない。変更の場合もまた同様とする。 

４） 器具及び材料等  

この清掃業務に必要とする器具及び材料等（クリーナー、ポリッシャー、ワックス、

トイレットペーパー、シャボネットを含む。）は、すべて受注者の負担とする。  

５） 作業区分等  

清掃作業区分、清掃内容、清掃回数及び方法については、「別紙  清掃方法

マニュアル」によるものとする。 

６） 除雪  

① 冬期間（１２月から翌年３月まで）は、弘前文化センター構内通路の除雪を

行い、利用者の通行及び停車に支障を来さぬよう通路を確保すること。  

② 除雪の基準は、１回の積雪量およそ１０㎝以上の場合実施するものとし、その

他必要に応じて発注者と受注者とが協議し、決定するものとする。  

７） 清掃自主検査  

  受注者は、清掃業務における良好な環境の維持と、建物の保全がなされている

か、月１回以上自主検査を行い、不具合がある場合速やかに改善しなければな

らない。  
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別紙１－２ 

業務内容詳細  
 

１．日常清掃 
  

対象 内容 回数 

床 
掃除機又はダスタークロスで除塵後、モップで水拭き、も

しくは適正洗剤を使用し洗剤拭き。 
毎日及び適時 

カーペット 

(玄関ﾏｯﾄ含む) 

掃除機で吸塵。シミ等は強アルカリイオン電解水を使用し

シミ抜き。 
〃 

ｶｳﾝﾀｰ・椅子 
タオルで水拭き、もしくは強アルカリイオン電解水を使用し

水拭き。 
〃 

窓台 
タオルで水拭き、もしくは強アルカリイオン電解水を使用し

水拭き。 
〃 

電話機 
タオルで水拭き、もしくは強アルカリイオン電解水を使用し

水拭き。 
〃 

手摺り 
タオルで水拭き、もしくは強アルカリイオン電解水を使用し

水拭き。 
〃 

附属家具 
タオルで水拭き、もしくは強アルカリイオン電解水を使用し

水拭き。 
〃 

畳 タオルで空拭き清掃をする。 〃 

給湯室・洗面所 
シンク内を適正洗剤を使用し洗浄、水拭きで仕上げる。金

属部分を磨く。茶殻等の処理。 
〃 

便所 

床面を除塵後、モップで水拭き、もしくは適正洗剤を使用

し洗剤拭き。衛生陶器を適正洗剤を使用し洗浄、水拭きで

仕上げる。金属部分を磨く。鏡部分を水拭き、空拭きで拭

き上げる。トイレットペーパーの補充。 

〃 

玄関ガラス 
タオルで水拭き、もしくは強アルカリイオン電解水を使用し

水拭き。 
〃 

下足箱・ｽﾘｯﾊﾟ 
タオルで水拭き、もしくは強アルカリイオン電解水を使用し

水拭き。 
〃 

天井・壁面 掃除機又はフラワークリーン等使用し除塵する。 〃 

屋上 
屋上のゴミを拾い清掃する。 

屋上での作業は、底が柔らかいズック等を履くこと。 
〃 
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別紙１－２ 

業務内容詳細  
 

２．特別清掃     

床面 

ビニル床部

分 

 

【剥離洗浄 

・ﾜｯｸｽ掛け】 

①掃除機やダスタークロスで除塵。 

年１回 

（剥離作業を含

む） 

②適正洗剤を床面に塗布し、適正パッド装着のポリッシャー

で表面（剥離）洗浄。 

③ウェットバキュームで汚水を回収し、水拭きで仕上げる。 

④床面乾燥後、適正なワックスを塗布。 

⑤非常にデリケートな床材の為、使用洗剤・ワックスに関し

ては細心の注意をし、作業を行う。 

窓ガラス 

適正洗剤を使用し、ガラス、サッシ部分を拭きあげる。 

高所作業のときは、高所作業車を使用するなどし、適切な

措置を講ずること。 

年１回 

照明器具 
照明器具（大ホール、ホワイエ、エントランスロビー、小ホー

ル及び第 3会議室は除く）の拭き清掃。 
年１回 

カーペット カーペット床全面を清掃し、丁寧に汚れを除去。 年１回 

和室 

①畳の清掃、日光消毒及び除塵（10畳間１室、12.5畳間１

室）。 

年２回 

（6月・12月） 
②畳下敷紙（新聞紙）の交換。 

③消毒・殺虫剤の散布。 

年末清掃 

①附属家具(事務室を除く）をタオルで水拭き、もしくは適

正洗剤を使用し洗剤拭き。 年１回 

（12月） 
②金属部分、取っ手、階段金具等の磨き出し清掃。 
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弘前文化センター舞台音響設備保守点検業務 

 

 

１ 業務の目的 

舞台音響設備の設備性能及び機能を良好に維持する為、適切な点検整備を計画的に

行い、故障が発生した場合の修理対応に必要な事項を定め、良好なサービスの維持を

図ることを目的とする。 

 

２ 業務場所 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９番地４） 

 

３ 保守点検対象設備及び点検回数  

大ホール、小ホール及び第３会議室 年１回 

  

４ 点検日時 

定期点検は、原則として施設担当者及び設備担当者の確認を得て、あらかじめ日程

を協議の上、決定するものとする。 

 

５ 保守業務内容 

(1) 年１回点検整備を実施し、異常及び不具合を確認した場合は、直ちに適切な処理

を講ずるものとする。なお、実施日については協議の上、決定するものとする。 

(2) 設備故障等の連絡を受けた場合は、現場へ急行し且つ適切な処置を講ずるものと

する。 

(3) 点検及び故障時対応の際に修理費を必要とするときは、事前に発注者の承認を得

るものとする。 

 

６ 点検項目 

外部損傷 全ての機器に

共通 

キズ、汚れ、破損の有無確認。また、簡易な補修。 

取付状態 スピーカー 天井、壁面等への取付部分の安全性確認。（ビス、

ボルトの増し締め、腐食等の確認） 

その他の据置

き型の機器 

所定の位置で、かつ安全な場所に設置されている

かの確認。 

主動作 パワーアンプ アッテネーターの機能、接触不良等の有無確認。 

CD 等ソース機

器 

ソフト再生による音声・映像の確認。録画・録音動

作確認。リモート制御動作確認。 

マイクロホン 音質確認。ワイヤレスマイクのダイバシティ動作、

音切れ等の動作チェック、電波受信状態確認。 
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スピーカー 鳴動による機能・音質確認。 

ミキサー 出力シグナルメーターの指示値の確認。 

各スイッチ、フェーダー動作のノイズ等の確認。 

その他各効果

機器 

ＥＱ、ＣＯＭＰ／ＬＩＭ、ディレイ等の効果・音質

確認。 

リモート制御動作確認。 

その他機器 各々が持つ基本的動作の確認、調整。 

表示装置 表示部を持つ

全機器共通 

液晶、ＬＥＤ等の表示機能確認。 

異常発熱 全ての機器に

共通 

主に電源を持つ機器の、常温使用による異常な発

熱の有無。 

回線試験 コネクター盤

類 

パッチパネル～コネクター盤類間の導通及びノイ

ズの有無。 

内部清掃 BD・CD 等ソー

ス機器 

磁気ヘッドクリーニング、機構部清掃、レーザーピ

ックアップ清掃。 

外部清掃 全ての機器に

共通 

外観上に関係する汚れ、キズ等の補修。 

 

７ 保守点検報告 

(1) 保守点検報告は点検終了後、書面にて報告すること。 

(2) 点検報告書は点検終了後に提出するものとし、必ず担当者の確認を得ること。 

(3) 点検報告の際は、今後交換を必要とされる部品や機器の耐用状況について報告す

ること。 

 

８ 保守設備区分 

弘前文化センター長寿命化改修工事(舞台音響設備)機器構成表に記載の機器及び

それに関わる配線の管理。 

※含まない設備・・・照明設備：調光盤、各照明器具 

 

９ 保守契約金額に含まれない費用 

(1) 交換部品、消耗部品 

(2) イベント時の設営、立会い、撤去、復旧作業費及び定例打合せ等 

(3) 設備利用中に破損したメディアソフト（ＤＶＤ、ＣＤ、ＬＤ、カセット等） 

(4) システム変更、改修工事に係る費用 

(5) 故意による機器の破損、損傷時の修復費 

(6) 天災による故障、破損、損傷時の修復費 

(7) 音響測定費 

(8) オンコール対応費 

※定めない事項については、その都度両者協議の上、決定するものとする。 
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１０ 留意事項 

(1) 業務の着手・完了等の報告を必ず発注者に行い、原則として立会いを求め確認を

行うものとする。但し発注者が不要と認めた場合は、この限りではない。 

(2) 業務施行に際しては、安全・騒音などに注意すること。 

(3) 第三者に支障のないように特に注意すること。 

(4) 本仕様書並びに労働安全衛生法等関係法令・規定に基づいて、誠実に実行するこ

と。 

(5) 既存の建物・設置物に損害与えないように注意すること。損害等が生じた場合は、

直ちに発注者に連絡し、受注者の責任において復旧または弁償すること。 

(6) 本業務施行中に本仕様書にない不都合・不良箇所等を発見したときは、速やかに

発注者と協議し、その対処方法について提言し、発注者の指示を受けること。 

(7) 受注者は、発注者が実施する環境保全活動に関する取り組みへの協力要請に対し

て、可能な限りこれに協力するものとする。 
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弘前文化センター舞台照明設備保守点検業務仕様書 

 

 

１ 業務の目的 

舞台照明設備の設備性能及び機能を良好に維持する為、適切な点検整備を計画的に

行い、故障が発生した場合の修理対応に必要な事項を定め、良好なサービスの維持を

図ることを目的とする。 

 

２ 業務場所 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９番地４） 

 

３ 保守点検の範囲 

 (1) 大ホール 

   ①第１回点検（外観、機能点検） 

    （ア）記憶調光卓の基本動作試験 

    （イ）調光ユニット等の出力電圧測定（ランダム抽出測定） 

    （ウ）配線、器具点検及び清掃 

   ②第２回点検（総合点検） 

    （ア）記憶調光卓の総合動作試験 

    （イ）調光ユニット等の出力電圧測定（全点測定） 

    （ウ）配線、器具点検及び清掃 

 (2) 小ホール 

①Ｓ・Ｃ・Ｒ調光磯、ユニット盤、回路選択盤、負荷モニター盤の動作試験及び

清掃 

②配線及び各コンセントの清掃並びに導通試験及び絶縁試験 

 

４ 保守点検の実施時期 

（1） 前項の点検を年２回行うこととし、その完了報告書を作成すること。 

 （2） 実施日時については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。 

 

５ 留意事項 

 （1） 点検の結果、不良箇所があり部品の交換及び修繕の必要がある場合は、発注者

の指示を受けるものとする。 

 （2） 発注者が設備の変更、撒去あるいは改修等をする場合、これに協力するものと

する。 

 （3） 発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対しては、可能な限

りこれに協力すること。 
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弘前文化センター舞台吊物設備保守点検業務 
 

 

１ 業務の目的 

舞台吊物設備の設備性能及び機能を良好に維持する為、適切な点検整備を計画的に

行い、故障が発生した場合の修理対応に必要な事項を定め、良好なサービスの維持を

図ることを目的とする。 

 

２ 業務場所 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９番地４） 

 

３ 保守点検の範囲 

 (1) 電動吊物の動作試験及び点検調整 

大ホール舞台 緞帳 1張、絞り緞帳 1張、スクリーン 1連、引割幕 1張、 

サスバトン 3基、 

ホリゾントライト（バトン付、一文字幕共吊り）1基 

小ホール舞台 ボーダーライト 1基、バトン 2本、水引幕 1張、引割緞帳 1

張 

第３会議室 バトン 1本 

(2) 音響反射板の動作試験及び点検調整並びに清掃 

(3) 電動吊物機器の絶縁試験及び清掃 

(4) 手動吊物動作試験及び点検調整 

大ホール舞台 暗転幕 1張、引割幕 2張（ただし、引割幕２の開閉は電動）、 

ボーダーライト（バトン付、一文字幕共吊り）２基、大黒幕

1張、 

ホリゾント幕 1張、松羽目（バトン６）1張 

 

４ 保守点検の実施時期 

年４回（６月、９月、１２月、３月）行うこととし、実施日時については、発注者

と受注者が協議して決定するものとする。 

 

５ 留意事項 

(1) 点検の結果、不良箇所があり部品の交換及び修繕の必要がある場合は、その対処

方法について提言し、発注者の指示を受けるものとする。 

(2) 軽微な部品交換または軽微な修理等で、定期点検整備の際に実施可能なものにつ

いては、発注者の担当職員の指示に従い、点検作業に支障のない範囲で実施するも

のとする。 

(3) 設備を構成する装置・機器・部品等の更新・交換・修理にかかる費用は別途とす

る。 

(4) 発注者が設備の変更、撤去又は改修を行う場合は、これに協力するものとする。 

 (5) 発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対しては、可能な限り

これに協力すること。 
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ピアノ保守点検業務仕様書 

 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９－４）のピアノ保守点検業務は、この

仕様書に定めるところにより実施するものとする。 

 

１ 目的 

 受注者は、弘前文化センターに設置するピアノの調律及び整備点検を実施し、常

に良好な状態に整備するものとする。 

 

２ 業務の範囲 

保守点検の対象は次のとおりとする。 

スタインウェイグランドピアノ（Ｄ２７４）１台（大ホール用グランドピアノ） 

ヤマハグランドピアノ（ＣＦ３Ｓ）１台（小ホール用グランドピアノ） 

ヤマハグランドピアノ（Ｇ５Ｅ）２台（第 1、２練習室用グランドピアノ） 

ヤマハアップライトピアノ（Ｕ３Ｍ）１台（第３練習室用アップライトピアノ） 

 

３ 調律の基準ピッチ 

  調律における基準ピッチは、４４２Ｈｚとする。  

 

４ 業務の回数等 

業務の回数は、次のとおりとする。 

 (1) 年２回以上とし、業務の実施日時については、発注者と受注者が協議のうえ決

定する。 

 (2) 点検項目は、以下のとおりとする。 

１ 鍵盤調整 

２ 鍵盤の高さ・深さ調整 

３ 弦合わせ 

４ ウイペン合わせ 

５ 打弦距離調整 

６ ジャック前後・上下の調整 

７ ハンマー接近量の調整 

８ ハンマードロップ量の調整 

９ バックチェックの調整 

10  レペティションスプリングの調整 

11  ダンパー調整 

12  ペダルの調整 

13  駒、響板部の点検 

14  調律 

15  整音 
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５ 報告等 

点検結果の報告等は次によるものとする。 

(1) 受注者は、業務を実施したときは、作業報告書を提出するものとする。 

(2) 業務の結果不良箇所があり部品の交換及び修繕の必要がある場合は、発注者

の指示を受けるものとする。 

 

６ 環境への配慮 

受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可

能な限りこれに協力すること。 
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弘前文化センターテレビ共同受信施設保守点検業務仕様書 

 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９－４）のテレビ共同受信施設保守点検業

務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 

 

１ 目的 

受注者は、弘前文化センターに設置するテレビ共同受信施設の保守点検業務を実施

し、常に良好な受信状態に保持するものとする。 

 

２ 業務の範囲 

保守点検の範囲は次のとおりとする。 

(1) テレビ放送共同受信用アンテナ装置（ＵＨＦ）の保守点検業務 

(2) テレビ共同受信施設の主伝送線設備（主伝送線、増幅器、分岐線、分配器等）

の同調調整点検整備 

(3) 保守点検整備に必要な軽微な故障、修理及び部品取替え 

 

３ 業務の回数等 

保守点検は、前項の点検を年１回行うこととし、実施日時については、発注者と

受注者が協議のうえ決定するものとする。 

 

４ 報告等 

(1) 受注者は、業務を実施した時は、作業報告書を提出するものとする。 

(2) 業務の結果、不良箇所があり、部品の交換及び修繕の必要がある場合は、受注

者はその対処方法について提言し、発注者の指示を受けるものとする。 

 

５ 受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対しては、可

能な限りこれに協力すること。 
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弘前文化センター植栽管理業務仕様書 

 

１．業務目的 

 本業務は、植栽管理について、専門的見地から、植栽地を構成している樹木・植物の

生育条件を整え、その形態の育成・維持・保全を図ることにより、植栽のもつ美観等の

目的・機能の維持に資することを目的とする。 

 

２．業務内容 

(1) 施行場所 

弘前市大字下白銀町１９－４ 弘前文化センター敷地内 

(2) 業務区分 

区分 内容 注意事項 

植木雪囲い 

取り払い 
既設雪囲いの撤去 樹木の損傷に配慮すること。 

農薬散布 

殺菌、殺虫剤の散布 

２回以上 

（樹木の状況による） 

使用殺虫剤についてはあらかじめ発

注者に報告し、その承認を得るこ

と。 

芝刈り 
芝生の整備 

３回以上 

芝刈機の取り扱いには十分注意を

し、樹木等の損傷に配慮すること。 

草刈り 
草刈り 

３回以上 

草刈機の取り扱いには十分注意を

し、樹木等の損傷に配慮すること。 

追肥散布 
樹木の状況に合わせて

追肥散布 

肥料障害がでないように配慮するこ

と。 

植木剪定 樹木の剪定 

形状等は原状維持を原則とし、特別

な事情により変更を要する場合は、 

事前に発注者へ報告しその承認を得

ること。 

植木雪囲い 樹木の雪囲い 
樹木の大きさ、形状に合わせて十分

雪害から守るように行うこと。 

花壇整備 花壇の整備 
花の植え付け種類は、発注者に事前

相談して決めること。 

 

３．業務体制 

(1) 業務従事者名簿 

受注者は、業務従事者の名簿を発注者に提出しなければならない。異動があった

場合も同様とする。 

(2) 業務責任者の配置  

本業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するため、業務責任者を配置しなけ

ればならない。 
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４．留意事項 

(1) 剪定作業等で発生した枝葉、残材、ゴミ等は、速やかに処理し、周辺の清掃を完

全に行うこと。 

(2) 受注者は、業務完了後に、作業箇所毎における施工前、施工中及び施工後の記録

写真を添付した業務完了報告書を提出すること。 

(3) 受注者は、労働安全衛生法等の関係法令の遵守はもちろんのこと、常に作業の安

全、歩行者への配慮、並びに駐車規制を含め総合的安全対策に配慮し、事故防止に

努めなければならない。 

(4) 作業実施中に事故等が発生した場合は、応急処置を講じ、遅延なくその状況を発

注者に報告するとともに、受注者の責任において処理するものとする。 

(5) この仕様書は、業務の基本事項を示すものであり、状況に応じ軽微なもの、又は、

設計書に記載されていない事項であっても管理上必要なものについては、発注者の

指示に従い、異議なく実施するものとする。 

(6) 受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可

能な限りこれに協力すること。 

(7) 業務実施期日については、発注者と受注者とが協議のうえ決定する。 
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冷暖房空調設備等運転管理業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

 当該業務は、発注者が管理する弘前文化センターにおいて、施設及び諸設備等を適

正に保全し、その機能を維持し良好な状態を保持するとともに耐久性の確保を図り、

館内の環境を適正に維持管理することを目的とする。 

 なお、本仕様書は、作業の概要を示すものであり、その内容の詳細が記載されてい

ない事項であっても、現場の状況に応じて発注者が必要と認め、指示した軽微な事項

については、受注者は、契約の範囲内で実施するものとする。 

 

２ 業務内容 

 受注者は、設備管理業務を遺漏なく遂行するために統括責任者を定めてこれに当た

るとともに、実施に際しては関係法令を遵守し、建築物保全業務要領（昭和 57 年 3

月建設大臣官房庁営繕課）への準拠のため、中央監視制御設備、電気設備、熱源設備、

空気調和設備、給排水衛生設備、その他館内諸設備機器等に係る次の業務を、下記に

より的確に実施しなければならない。 

ただし、館内の空気環境基準及び設備の運転管理、整備実施に当たっては、別表１

（弘前文化センターの設備整備基準表）に記載のあるものは当該基準によるものとす

る。 

(1）設備の管理における留意点 

Ａ.電気設備の管理業務 

管理業務は、電力消費の最大需要電力の傾向を把握し、最大需要電力の圧縮に

努めるものとする。 

(a)強電に関する管理上の留意点 

①最大需要電力の圧縮のため、最大需要電力についてあらかじめ決めた範囲

内にとどめるよう、電力の需要状態に対応した空調の対応運転の実施。 

②非常用自家発電装置の起動点の最適化、系統連系及びインターバル管理の

実施。 

③催事に伴う仮設配電の電路の電気設備技術基準への適合管理及び指導。 

(b)弱電に関する管理上の留意点 

①高調波に伴う弱電経路へのノイズ混入対策の指導及び助言。 

②インバーター機器の電路への接続制限及び指導の実施。 

(c)電気事故、漏電発生時の留意点 

①感電等の事故が発生した場合の緊急対応措置の実施。 

②漏電等が発生した場合の原因調査並びに必要な対応措置の上、今後のため

の対策等について発注者への助言を行う。 

   (d)停電・復電時の対応 

①停電が長期に及ぶことが予想される場合は、非常用発電設備の自立運転管

理。 

②電力の安定的復旧が確認された場合は関係機器の復旧措置の実施。 
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Ｂ.空調機等機械設備の運転管理業務 

 運転等作業は、発注者の施設における事業目的の充足（利用者及び精密機器等

に対する適切な環境の保持等）を満足することを目的として実施しなければなら

ない。 

(a)作業実施上の留意事項 

①管理要員は、常に自らの健康状態を把握・管理し、運転等作業に支障を来

たさないよう、また、過失や不注意による事故を起こさないようにするこ

と。 

②機械設備等の正常な状態を確保するため、運転、操作、点検、整備、調整

等の各作業を掌握し、かつ異常事態発生時の対応処置を確実に実行するこ

と。 

③館内各室等の温度及び湿度は、設定条件を確保するよう常に監視、計測、

記録し、急激な上昇又は下降を生じさせないよう適切に制御すること。 

④運転作業等の実施時は、施設、設備、備品、その他の工作物に損害を与え

ないよう注意し、また、物品は丁寧に取り扱うこと。 

⑤勤務場所を離れるときは、運転管理作業の空白や異常事態を生じないよう、

必ず他の管理要員に引き継ぐこと。 

⑥勤務環境は清潔な環境を維持するため、監視室、機械室、電気室、空調機

械室等の各室内及び操作盤、機器、用具類等の整備、整理整頓し、整備清

掃すること。 

⑦機器設備等の漏電等が確認された場合は、その箇所を特定し、必要な臨時

の措置を講じた上で委託者に報告しなければならない。 

⑧機器設備等の不具合箇所、改善を要する点等を見いだしたときは、随時発

注者に連絡しその状況等を説明すること。 

(b)始動前の準備及び始動時の注意点 

取り扱う機器の大小を問わず、作業手順を考慮の上で、次の点には特に注意

すること。 

①取り扱う機器の整備状態の点検。 

②電源（投入・切断）等の点検、確認。 

③機器周囲等の運転障害物の有無の確認。 

④電流送電の有無、開閉スイッチの作動の点検、確認。 

⑤始動時は、起動した機器及び周辺関連機器状態の点検、確認。 

(c)運転中の注意点 

次の点には、特に注意すること。 

①機器の周囲等は障害物を除去するなど作業に支障がないようにし、電気関

係の接続、絶縁等を確認して安全な状態を確保する。 

②機器が正常に作動していることを確認、調整し、計測・測定の結果を記録

する。 

(d)機器運転累積時間の把握 

空調機、ポンプ等の電動機に関する累積運転時間を記録し把握する。 
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(e)終了時の注意点 

次の点には、特に注意すること。 

①機器を停止させた後必ず点検し、所要の整備、調整等を行う。 

②機器の運転等に関する記録は当日中に整理し、翌朝、発注者に提出する。 

③勤務場所等の整頓、電源等の処置を行い、最終確認の上で退勤する。 

Ｃ.館内における温度管理 

空調運転に伴う温度管理は、管理関係各室（事務室等）については、管理要員

が勤務する日の毎日、その利用状況に合わせた時間帯、来館者が共通利用するそ

れ以外の箇所については、館内全体の利用状況を考慮しながら実施するものとす

る。 

Ｄ.空調機等設備の保守・整備 

管理要員は、次により空調機その他の機械設備を保守・管理し、機械設備によ

る事故発生の防止に努めなければならない。 

(a)空調機等の機械設備については常に保守、点検、整備等を行い、平素の運転に

支障を来たさないように管理する。 

①中性能フィルターの目詰りの度合いの把握による交換及び在庫の報告。 

②プレフィルターの汚れ度合いに応じた定期的洗浄の実施。 

(b)事故又は災害による場合以外で、日常行う運転時又は点検時に機械設備の異

常を認めたときは、直ちに調整、整備等を行って復旧措置を講じ、速やかに発

注者に報告するものとする。 

(c)機械設備の異常により危険な状態に立ち至るおそれがあるときは、直ちに当

該機器を停止の上発注者に通報するものとする。 

(d)前記（c）までに掲げる場合において、通例的な調整・整備では平常の運転が

不可能であるときは、受注者は、発注者にその修理、補修等の必要を進言する

ものとする。 

(2)日常の運転管理及び設備保守に関する工程管理 

①中央監視システムによる設備統合マネジメント業務。 

②省エネルギーに関する統合マネジメント業務。 

③設備保守に関して設備の運転管理に支障が生じないよう、受注者は発注者と連

携して工程管理に当たるものとする。 

(3)維持管理等 

①日常巡視点検。 

②定期点検設備（保守小破修理、消耗品等補充交換、整理清頓)。 

③空気調和設備の内部清掃及びフィルター清掃。 

④室内機、ＦＣＵ、全熱交換機のフィルター清掃。 

⑤冷却水の水質管理及び注入薬品の在庫管理。 

⑥最大需要電力（30minデマンドの監視）の抑制制御及び管理。 

(4)測定記録管理等 

①管理日誌。 

②巡視点検記録。 
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③定期点検測定等記録。 

④整備・修理等記録。 

⑤異常・障害等記録。 

⑥ガス消設備点検日誌。 

⑦電気・水・ガスの消費量、デマンド及び発電量、排熱投入量の記録等。 

⑧関係機器の延べ稼働時間の定期的記録 

⑨業務連絡簿の整備。 

⑩諸設備機器台帳の整備。 

⑪諸設備機器関係図書、取扱説明書等の整理保管。 

⑫工具、計器類、業務用消耗品管理台帳等の整理保管。 

(5)非常措置 

火災、停電、漏電、断水、地震などの災害、その他異常が発生したときは、直ち

に累災防止の措置を執るなど適切な措置を講ずるとともに、速やかに発注者及び関

係部署に連絡するものとする。 

(6)関連設備間の保守点検等の日程調整 

館内機械設備の年間保守点検における全体的保守管理工程の管理並びに関係業

者の日程調整及び連係調整を行うものとする。 

(7)その他関係業務 

①受注者は、関係設備の運転状態について、取得データの分析及び考察に基づき、

発注者への省エネルギー対策に関する対策手法並びに省エネ提案。 

②発注者が別途発生する保守点検業務等実施に当たっての立会、連絡。 

③関係部署との連絡。 

 

３ 管理業務体制 

(1)常駐者の必要資格等 

受注者は、設備管理業務を確実に実施するために、中央監視マネジメントシステ

ムによる環境での空調機運転の５年以上の経験を有する者を配置し、常駐させなけ

ればならない。 

①運転業務等に携わる管理要員は、電気設備、熱源設備、空調設備・給排水設備

の運転管理のため配置されるものであって、次に掲げる資格を有する者である

こと。また、そのうちの１名を主任者として指定すること。 

ア 第３種電気主任技術者以上 （電気設備管理における選任要件無し。）。 

イ ２級ボイラー技士以上。 

ウ 乙種第四類危険物取扱者 (保安監督者選任要件無し。) 

エ ＭＳ社エクセル（表計算システム）統計関数の理解及びこれらの活用によ

るデータ処理を行う能力を有すること。 

なお、上記のア、イ、ウ、エの資格・能力は、管理要員につき重複して有し

ていても差し支えないもとする。 

②受注者は、上記管理要員のア、イ、ウの資格を証する書類の写しを発注者に提

出するものとする。変更があった場合も同様とする。 
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(2)交代要員の確保 

受注者は、管理要員が勤務しない場合、災害その他緊急事態が発生した場合など

特別な事情が生じたときは、設備管理業務に支障を来たさないよう、交代又は臨時

派遣の要員を配置するものとする。 

(3)空調設備等運転日誌の提出 

受注者は、空調設備の日常の運転操作等の作業終了後、遅滞なく空調設備等運転

日誌を作成し、発注者に提出しなければならない。 

(4)管理要員の作業不従事 

作業従事中の管理要員の健康状態に異常が生じ、作業に従事できなくなったとき

は、受注者は、直ちに対応措置を講じ、速やかにその措置内容を発注者に報告する

ものとする。 

 

４ 勤務時間帯 

 管理要員の勤務時間帯等は、次により勤務の割振りをするものとする。 

(1)管理要員の勤務日 

管理要員の勤務日は、休館日（毎月第３火曜日、祝日に当たる場合は翌日）及び

年末年始期間（12月 29日から翌年１月３日まで）を除く毎日とする。ただし、当

該除外日であっても事業運営の必要により発注者が特に指定する日は、勤務日とす

る。 

(2)交代要員の配置 

受注者は、（1）により発注者が指定する日に勤務することとなった管理要員につ

いては、その勤務時間数が１週平均 40時間を超えないように割振りし、その結果、

管理要員の代休日となる日には、交代等要員を補充配置しなければならない。 

(3)管理要員の勤務時間 

管理要員の勤務時間は、以下のとおりとし、設備運転時間は当該勤務時間の開始

時刻から終了 30分前までとする。 

①基本勤務時間（次号以下各号に規定する場合を除く。） 

早出  午前８時 00分から午後５時 00分まで（休憩１時間）。 

※ただし、大会・催物等により閉館時間が早まる場合においては、その時間

の１時間前からの勤務時間とする。 

遅出  午後１時 00分から午後 10時 00分まで（休憩１時間）。 

②発注者が特に指定した日 

管理要員１名勤務 発注者の指示する時間帯（休憩時間を含む。）。 

③勤務除外日のうち、特別点検を実施する日 

基本勤務時間 午前８時 00分から午後５時 00まで（休憩１時間）。 

(4)設備機器管理における勤務対応 

諸設備機器の管理に支障を来たすおそれがある場合は、調整の目処がつくまで勤

務時間外においても勤務するものとする。また、事故発生等の緊急時には、発注者

の要請により勤務時間外においても出勤するものとする。 
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(5)管理要員の協力 

上記のほか、管理要員の勤務については、受注者は、委託契約上許容できる範囲

で、発注者に協力するものとする。 

 

５ 事故防止 

事故の未然防止に努め、電気機械設備等の故障等を早期に発見するため、次の事項

に注意し、異常が認められたときは、直ちに対処するものとする。 

①加熱、漏電、異常音、異臭、異常振動等の発生源の有無 

②操作部（スイッチ、操作盤等）、施設造作等の異常の有無 

③各室内の温度、湿度等、測定計器表示上の異常の有無 

④測定計器自体の異常の有無 

⑤危険物等その他の引火性物質の適切・完全な処置 

 

６ 業務に使用する備品、消耗品等 

設備管理業務に用いる材料・消耗品類（事務用品、工具類、油脂類、空調フィルタ

ー、管球等）、梯子、脚立等は、発注者が用意し、受注者に提供するものとする。受注

者は、発注者の管理のもと、自らの責任においてこれらを管理・使用するとともに、

自らの責めに帰する理由により紛失、毀損等したときは、自らの経費負担により補充

しなければならない。 

 

７ 機械警備入退館用カード等の管理 

(1)ＩＣカードの管理 

発注者は、管理要員が機械警備時に入退館するときに使用するための鍵又は解施

錠カード（以下この項において「ＩＣカード等」という。）を受注者に貸与し、受注

者は、自らの責任においてこれを厳重に管理するものとする。 

(2)毀損時の弁償 

受注者は、貸与されたＩＣカード等を管理要員に使用させるに当たっては、その

取り扱いに十分注意させるとともに、ＩＣカード等を紛失、毀損等したときは直ち

に発注者に報告し、かつ、自らの経費負担により再発行を受けなければならない。 

 

８ 業務実施上の留意事項 

(1)管理要員の服装 

受注者は、管理要員に、発注者の承認を得た作業用の制服（夏季･冬季別とし、帽

子、手袋等を含む。）を着用させるものとする。なお、制服には、管理要員の所属を

明らかにするため、その者の氏名又は会社名を表示しなければならない。交代等要

員が配置されたときも、また同様とする。 

(2)定めのない事案への対応 

前各項に定めのない具体的処置方法等の細目については、管理要員は、発注者の

職員の指示を受けて処置することを基本とする。ただし、緊急を要する場合にあっ

ては、この限りではない。 
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(3)保全管理における協力体制 

施設設備等の保全・改善、防火防災、建物の衛生管理のために発注者が修繕その

他の措置及び環境保全活動に関して、受注者は、本来の業務に支障がない限り、進

んで協力しなければならない。 

(4)環境への取り組み 

発注者が実施する環境保全活動に関する取り組みへの協力要請に対して、可能な

限りこれに協力するものとする。
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別表 1 

弘前文化センターの設備整備基準表 

 

 

 

そ
の
他
補
機
設
備 

 

点検対象 数量 点 検 整 備 内 容 

ポンプ類 3基 

  

電流値の適正値、振れ等の確認 

グランドパッキン部の漏水量の確認、締め代

確認、増し締め  

密閉式膨張タンク 

(地下機械室) 

2基 毎日目視点検、温度、圧力の確認 

年２回の暖冷房、バルブ切替 

 

  

電
気
設
備 

点検対象 数量 点 検 整 備 内 容 

高圧受変電設備 

低圧配電設備 

動力制御盤・電灯分電盤 

一式 各バンクの最大需要電力の記録 

受変電設備、電灯盤、動力制御盤 

電圧・電流値の記録、異音、異臭等 

異常の有無を毎日点検・記録する。 

 

負荷設備 一式 簡単な小修理、整備、電球類の取り換えを日

常業務で実施 

 

非常用自家発電設備 一式 月 1回の試験運転及び燃料の残量の確認 

油配管用側溝の漏油、排水の点検 

 

熱
源
設
備 

点検対象 数量 点 検 整 備 内 容 

温水ヒーター 

（地下機械室） 

１基 毎日運転・停止 

燃焼状態の確認、圧力計の計測 

 

ＥＨＰ 

（屋上・テラス） 

10基 異音等の確認 

 

チラー 

（屋外東側） 

7基 毎日運転・停止  

運転時間の計測  

冷温水ヘッダ―(往)、(返) 

（地下機械室） 

2基 毎日目視点検、温度、圧力の確認 

年２回の暖冷房、バルブ切替 
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空
気
調
和
設
備 

点検対象 数量 点 検 整 備 内 容 

空気調和設備 

吸排気ファン 

排煙機 

9基 

10基 

4基 

各系統ごと使用に応じて運転停止 

電流・温度・湿度の計測及び記録 

状態に応じてフィルター洗浄又は清掃 

年２回、Ｖベルト調整、給油、電動機絶縁測

定、ドレンパン清掃 

加湿器調整整備、内部清掃 

 

全熱交換機 

（各室毎） 

12基 各室ごと使用に応じて運転停止 

状態に応じてフィルター清掃 

 

ＥＨＰ屋内ユニット（天カセ） 

ＥＨＰ屋内ユニット（壁掛） 

ＦＣＵ（床置き） 

52基 

3基 

8基 

各室ごと使用に応じて運転停止 

状態に応じてフィルター清掃 

 

 

ＢＢＨ放熱器 

（舞台上部） 

9基 目視点検、漏水等 
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弘前文化センタ－ねずみ・こん虫駆除業務仕様書 

 

弘前文化センターねずみ・こん虫駆除業務については、この仕様書により実施する

ものとする。 

 

１．受注者は、委託業務の実施について、この仕様書によるほか建築物における衛生

的環境の確保に関する法律及びその他の関係法規を厳守するとともに、実施方法に

ついて事前に発注者と協議のうえ実施するものとする。 

 

２．業務委託施設及び防除面積 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９番地４） 計７，３７２．７１㎡ 

   鉄筋コンクリ－卜一部鉄骨造地下１階地上３階建   ７，３４６．０３㎡ 

   附属施設 ブロック造平屋建               ２６．６８㎡ 

 

３．施行工程 

(l) 予備調査 

ねずみ及びこん虫の種類・巣・進入経路等を調査の上、駆除計画を策定し、

その詳細を契約締結の日の翌日から１週間以内に発注者に提出しなければなら

ない。 

(2) 殺鼠・殺虫 

    駆除計画に基づき年２回（４月、１０月）要所要所に殺鼠剤、殺虫剤を無駄

なく散布し、薬剤散布後ねずみ及びこん虫の死骸処理も含め２週間以内に終了

しなければならない。 

    ただし、この処置を実施したときは、報告書に写真（実施前、実施中、実施

後）を添付しなければならない。 

(3) 防鼠・防虫 

殺鼠・殺虫終了後１週間以内に再発侵入通防止するため、侵入経路等に忌避

剤を散布するなど必要な処置を講じなければならない。 

(4) 保全 

    ねずみ及びこん虫が駆除された状態を保全するため、防鼠、防虫の処置を実

施した翌月から毎月１回以上定期に保守巡回し、異常を発見した時は適切な処

置を施し、その結果を発注者に報告しなければならない。ただし、防鼠、防虫

工程前であっても発注者が必要と認め、受注者に保守巡回を求めたときも同様

とする。これに要した費用は受注者の負担とする。 

(5) 使用薬剤 

ア 使用薬剤は使用場所及び対象物により固型剤、乳剤、油剤若しくは粉剤と

し、特に人畜に安全性の高いものを選択し、防疫用薬剤以外は使用してはな

らない。 

イ 使用薬剤は散布箇所、薬剤の種別、及び量をあらかじめ決定し、発注者に

書面により報告するものとする。 
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ウ 使用薬剤の希釈倍率及び散布量は伝染病予防法施行規則に定める基準によ

らなければならない。 

 

４．業務従事者 

  受注者は、業務に従事する者の名簿（氏名、生年月日、住所を明記）及び業務に

従事する者の中から業務責任者を選任して契約締結の日から３日以内に書面により

発注者に報告しなければならない。業務責任者は業務実施に際し必要事項について

発注者と連絡をとるものとする。 

 

５．受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可

能な限りこれに協力すること。 
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弘前文化センターエレベーター保守点検業務委託仕様書 
 

 

弘前文化センターエレベーター保守点検業務は、この仕様書に定めるとこ

ろにより実施するものとする。 

 

１．業務場所は、次のとおりとする。 

  弘前文化センター （弘前市大字下白銀町１９番地４） 

 

２．エレベーターの種類及び台数 

  インバータ制御方式工レベーター １基（ＶＦＧＬＢＲＮ） 

 

３．受注者は、３ヶ月に１回及び必要に応じて技術員を派遣し、前項エレベ

ーターを適切に調整し、安全かつ良好な運転状態を保つよう保守点検をし

なければならない。 

 

４．受注者は、エレベーター各部の点検、給油及び調整を行いかつ受注者の

判断により必要と認めた場合は、次の機器並びに附属部品に対して修理又

は取り替えをしなければならない。 

(1) 点検内容及び修理・取替工事詳細は２．１．１から２．１．５による

ものとする。 

 

５．定期的に安全装置の全般にわたって調査を行うほか、必要に応じて機能

試験を行わなければならない。 

 

６．４項に掲げた修理又は取替工事の範囲は、エレベーターを通常使用する

場合に当然生ずべき摩耗及び損傷に限るものとし、市の不注意又は不適当

なる使用管理その他受注者の責によらない理由によって生じた修理又は取

替工事は含まないものとする。 

 

７．次に掲げる事項は契約から除くものとする。 

(1) 関係法規の改訂又は官公署の命令若しくは要求による設備の改修及び

新規附属物の追加に関する工事 

(2) 昇降かごかご床ゴムタイル、各階人口戸、三方敷居意匠部分の塗装、

メッキ直し等の修理取り替え及び清掃 

 

８．受注者は、市が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、

可能な限りこれに協力すること。 
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２．１．１ 作業の範囲 

(1) リモート点検 

①対象設備の運行状態を常時記録し、その記録を収集して、定期的に対

象設備を構成する機器及び運転機能を点検します。点検する項目・内

容は、別表Ⅰ記載のとおりとします。 

②午前１時から５時までの間に対象設備の自動運転等を行い、定期的に

対象設備を構成する機器及び運転機能の診断を行います。診断する項

目・内容は、別表Ⅱ記載のとおりとします。 

③上記①②の点検対象の項目・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ます。 

④対象設備の運行状態のデータに基づく点検結果及び変調状態に対する

処置の結果については、毎月１回「リモート点検報告書」にてお知ら

せします。また、変調発生後の処置のために現場で作業を行ったとき

は、その作業に応じて「作業報告書」又は「故障修理作業報告書」を

提出します。 

⑤対象設備の運行状況を「ご利用状況報告書」にて、３ヶ月に１回お知

らせします。 

(2) 点検･手入れ保全 

①定期に計画的な点検･手入れ保全(給油･調整･清掃等)を実施します。 

②点検･手入れ保全の箇所･機器･内容は、別表Ⅲ記載のとおりとします。 

③点検・手入れ保全のうち、別表Ⅲの実施欄に○印が付されている項目

については、契約年度中に必ず実施するものとし、その他の項目につ

いては受注者が必要と認めたときに実施するものとします。 

 (3) 閉じ込め信号受信時の対応 

   受注者は、リモート点検装置の自動通報による閉じ込め故障発生の信

号を受信した際、かご内からの音声と画像を使用してかご内の確認を行

い、電話回線を使用した復旧に向けた操作と専門技術者の現場への派遣

を実施します。この結果については、「作業報告書」又は「故障修理作

業報告書」を提出します。ただし、通信回線上の機能障害、電気の供給

停止等により、電話回線を使用した復旧作業ができない場合や、利用者

の安全確保が十分でない場合、又は現場での対象設備の状態確認を優先

して行う必要がある場合は、受注者の判断により電話回線を使用した復

旧操作を実施しない場合があります。 

 (4) 地震時のエレベーター自動診断及び復旧 

①受注者は、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

テムを提供します。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ものとします。ただし、次の場合は自動診断及び

仮復旧は行わないものとします。 

(ｱ) 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 

(ｲ) 電気の供給が停止した場合 

(ｳ) エレベーターの安全装置が動作し、停止した場合 

(ｴ) エレベーターかご内に人がいる可能性があると判断した場合 
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②エレベーターが自動診断を行う診断項目は別表Ⅳ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

ものとします。 

(5) 安心ディスプレイの設置 

①受注者は、対象設備のかご室内又は乗場にディスプレイ（以下、「対

象機器」）を設置します。 

②受注者は、対象機器の「外観点検」「画像状態の確認」を定期的に行

います。 

③受注者は、対象機器に受注者が設定した次の映像又は画像を表示しま

す。ただし、通信回線上の機能障害、電気の供給停止等により画像を

表示できない場合があります。 

(ｱ) かご内カメラ映像 

(ｲ) 受注者指定の画像 

(ｳ) 閉じ込め故障信号受信時に直接通話対応中の受信専門員の画像 

(6) かご内へのＢＧＭ（音楽）提供 

①受注者は、対象設備のかご室内にＢＧＭ（音楽）を提供します。ただ

し、電気の供給停止時には再生できません。 

②受注者は、ＢＧＭ（音楽）の再生状態を定期的に確認します。 

③ＢＧＭ（音楽）再生の時間帯は午前８時から午後７時までとします。 

(7) 消耗部品の供給 

①作業に必要な部品のうち、消耗部品 (通常の使用による摩耗･劣化によ

り、補完･交換を頻繁に行う小部品･油脂類等)を供給します。 

②消耗部品の範囲は、別表Ⅴのとおりとします。 

(8) 機能維持工事 

①対象設備の機能維持を図るため、機器の摩耗･劣化を予測し、その予測

に基づいて、機器の構成部品の修理･取替(以下、機能維持工事という)

を行います。ただし、その対象となる機器の摩耗･劣化は、対象設備を

通常使用する場合に生ずる範囲のものに限るものとします。 

②機能維持工事の範囲は、別表Ⅵのとおりとします。 

③機能維持工事が終了したときは、「工事完了届」を提出します。また、

機器や箇所等の機能維持工事を行ったときは、その写真を提出します。  

(9) 品質検査 

本年度中に１回、対象設備の総合的な機能を確認する検査を行いま

す。品質検査の結果については、報告書を提出します。 

(10)緊急時の対応 

①受注者は受注者の受信施設にて、常時、受信専門員が発注者からの緊

急連絡を受信するものとします。発注者から、対象設備について故障

等の緊急事態が発生した旨の通報を受けたときには、速やかに、対象

設備の運行状態を確認するとともに事態に応じた適切な処置をとりま

す。この処置の結果については、報告書を提出します。 

②故障が発生した場合、発注者から連絡（遠隔点検装置の自動通報を含

む）を受けて後、２４時間以内に復旧します。 

③かご内に乗客が閉じ込められた場合、発注者又はかご内の乗客からの

連絡を受けて後、３０分以内に救出します。 

④ ①、②、③については、天災地変、輸送機関の事故等受注者の責によ
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らない場合を除きます。 

(11)維持管理のための情報提供サービス 

   発注者による日常管理のために、安全確保･正しい利用方法、また、関

係法令改正の連絡等の情報提供サービスを行います。 

(12)供給機器・部品等 

①受注者が本項(1)～(12)及び第２項に定める契約対象外作業で発注者に

供給する機器・構成部品等は、当該昇降機製造会社が指定又は推奨す

るものとします。 

②受注者は受注者の部品供給を行う施設に機器・構成部品等を備蓄し、

緊急時においても速やかに供給します。なお、備蓄の対象となる機器

・構成部品等は、受注者の判断によるものとします。 

２．１．２ 契約対象外作業 

以下に定める作業は契約の対象外とし、発注者が受注者にこれらの作業

を行わせようとするときは、発注者又は発注者の指定した者と受注者が別

途協議し、作業内容･仕様、実施時期及び料金を定めたうえで、受注者がこ

れを行うものとします。 

(1) 受注者の責に帰すべからざる事由 (第三者の行為、発注者の過失等)に

よって発生した対象設備の機能低下・不全、変調、異常、故障等に対す

る部品の修理・取替。 

(2) 関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導による対象設備の改修

・新規付加物の設置に関する工事。 

(3) 意匠関係工事、巻上機の一式取替工事、一切の建築関係工事、その他

第１項に定める契約範囲以外の作業。 

２．１．３ 作業時間帯 

受注者は、緊急事態に対応する場合を除き、契約に基づく作業を受注者

の所定就業時間内 (受注者の通常勤務時間内)に行うものとし、発注者の都

合により受注者の所定就業時間外に作業を行うこととなった場合は、別途

料金を加算するものとします。 

２．１．４ 作業中の運転休止 

受注者は、対象設備の点検・修理その他の作業を行うにあたり、必要に

応じて対象設備の運転を休止することができるものとします。 

２．１．５ 保守時の立会い 

発注者は、別表Ⅲの項目について必要と認めた場合、事前に受注者に通

知し、契約内容の履行状況を確認することができるものとします。 

２．１．６ 検査立会い 

建築基準法第１２条、又は労働安全衛生法第４１条に定める法定検査の

立会いを行います。 

２．１．７ 法律に基づく検査 

本契約に建築基準法に基づく定期検査等を含む場合は、法令に定められ

た項目を検査し、所轄官公庁に報告します。 
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別表Ⅰ 

 ＜リモート点検「遠隔機器点検」内容＞ 

点検項目 点検内容 

制御関連機器 

設置環境 機器温度 

制御盤 
接触器動作状態 

制御機器動作状態 

巻上機 ブレーキ動作状態 

かご関連機器 

かごの戸 
戸の開閉状態 

ドアスイッチ動作状態 

かご操作盤 押ボタン動作状態 

かご内照明（注１） 点灯状態 

外部連絡装置 インターホン電源電圧状態 

停電灯 点灯状態 

乗場関連機器 
乗場の戸 

戸の開閉状態 

ドアスイッチ動作状態 

乗場押ボタン 押ボタン動作状態 

昇降路内関連機器 安全スイッチ 動作状態 

運転性能 

起動状態 

加速状態 

一定速走行状態 

減速状態 

着床状態 

(注１)照明の種類により対象外となる場合があります。 

 

別表Ⅱ 

 ＜リモート点検「遠隔診断」内容＞ 

分類 
診断メニュー 

実施 
 診断内容 

運転機能 

診断 

運転性能診断 
加減速度 ○ 

異常音 ○ 

戸開閉診断 
開閉負荷・開閉時間 ○ 

制御スイッチ動作点 ○ 

ブレーキ性能診断 

両側静トルク ○ 

片側静トルク ○ 

動トルク ○ 

非常用動力バッテリー診断 ○ 

かご制御機器機能診断 

速度制御機能 ○ 

非常停止機能 ○ 

フロア検出機能 ○ 

外部連絡装置機能診断 かご内インターホン ○ 

積載質量検出センサー診断 ○ 

管制運転 

機能診断 

地震時管制運転機能診断（ＥＥＲ） ○ 

火災時管制運転機能診断（ＦＥＲ） ○ 

自家発管制運転機能診断（ＯＥＰＳ） ○ 

冠水時管制運転機能診断（ＰＥＲ） ○ 

＜留意事項＞ 

①  診断運転の時間帯は午前１時～５時の間です。 

②  管制運転機能診断は、対象となる管制運転装置が装備されている場合のみ実施し

ます。 
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別表Ⅲ 

＜昇降機設備点検内容＞ 

箇所 機器名 点検内容 実施 

機械室 

室内環境 

○機械室出入口戸・窓の開閉・施錠状態 

○機械室周壁劣化・損傷の有無 

○機械室照明の点灯状態 

○機械室内の整理・清掃状態 

○機械室内の換気状態 

○ 

制御盤 

受電盤 

○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 

○ 

○セレクタモータ作動状態 

○セレクタの劣化・損傷の有無 

○セレクタ回り給油部の給油状態 

 

巻上電動機 

巻上機 

○巻上機運転状態 

○巻上電動機回転状態 

○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 

○角給油部の給油状態 

○巻上電動機絶縁状態 

○ 

そらせ車 

○そらせ車の回転状態 

○そらせ車劣化・損傷状態 

○そらせ車取付態 

○ 

調速機 

○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 

 

その他 
○端子箱の取付状態 

○配管・配線の劣化・損傷の有無 
○ 

かごまわり 

かご上 

○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 

○ 

かご戸まわり 

○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 

○ 
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箇所 機器名 点検内容 実施 

かごまわり 

かご戸まわり 

○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 

○ 

ﾄﾞｱﾏｼﾝＢＯＸ 

かご上ｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾄﾞｱｲﾝﾊﾞｰﾀＢＯＸ 

○各安全スイッチ取付・作動状態 

○ステーション・ＢＯＸ内各機器作動状態 

○ステーション・ＢＯＸ内各機器劣化・損傷の有無 

○ 

着床装置 ○着床リレー作動状態 ○ 

非常止め装置 

○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 

○ 

Ｅ型ランディング 

スイッチ 

○スイッチ取付・作動状態 

○スイッチの劣化・損傷の有無 

○カバー取付状態 

○ナイロンガイドの劣化・損傷の有無 

○ 

リタイヤリングカム 

（錠外し装置） 

○カムの取付・作動状態 

○カムの劣化・損傷の有無 

○各給油部の給油状態 

 

ガイドシュー 

（ガイドローラ） 

○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 
○はかり装置取付・作動状態 

○センサ部劣化・損傷の有無 
○ 

吊り車 
○綱車劣化・損傷の有無 

○吊り車回転状態 
 

救出口 

○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 

○ 

その他機器 

○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 

昇降路 ○昇降路周壁劣化・損傷の有無 ○ 

終点スイッチ ○終点スイッチ作動状態 ○ 

ガイドレール 
○レール劣化・損傷の有無 

○レール取付状態 
○ 

つり合おもり 

○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 
○ 

ロープ 

○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 

○ 

つり合チェーン 
○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 
 

着床装置プレート 
○プレート劣化・損傷の有無 

○プレート取付状態 
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箇所 機器名 点検内容 実施 

昇降路 

移動ケーブル 

○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 

○ 

乗場戸まわり 

○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 

○ 

出し入れ口まわり 

○扉自閉機能作動状態 

○扉取付状態 

○ハンガー取付・作動状態 

○ハンガー劣化・損傷の有無 

○扉関連安全装置取付・作動状態 

○扉関連安全装置劣化・損傷の有無 

－ 

その他機器 
○ケーブル保護網の劣化・損傷の有無 

○ロープ振れ止め取付状態 
○ 

ピット 

ピット 
○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 

○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 
○張り車劣化・損傷の有無 

○張り車取付・回転状態 
○ 

かご室 

乗場 

かご 

○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 

○ 

照明・意匠 

○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 
○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 ○外部連絡装置作動状態 ○ 

乗場 

出し入れ口 

○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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【付加装置】 

箇所 機器名 点検内容 実施 

地震時管制 

運転装置 

（ＥＥＲ） 

全般 
○管制運転作動状態 

○気配りアナウンス作動状態 
○ 

昇降路内 
○地震感知器作動状態 

○地震感知器取付状態 
○ 

機械室内 
○地震感知器作動状態 

○地震感知器取付状態 
○ 

停電時 

自動着床装置 

（ＭＥＬＤ） 

全般 

○自動着床状態 

○戸開閉状態 

○停電灯点灯状態 

○ 

制御盤 

かご上ステーシ

ョン内 

○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 

 

バッテリー ○作動電圧  

火災時管制 

運転装置 

（ＦＥＲ） 

全般 
○管制運転作動状態 

○気配りアナウンス作動状態 
 

制御盤 

○接触器取付状態 

○接触器作動状態 

○接触器劣化・損傷の有無 

 

乗場 

○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 

 

自家発管制 

運転装置 

（ＯＥＰＳ） 

全般 
○管制運転作動状態 

○気配りアナウンス作動状態 
 

制御盤内 

○接触器取付状態 

○接触器作動状態 

○接触器劣化・損傷の有無 

 

遮煙ドア 乗場ドア 
○気密材取付状態 

○気密材劣化・損傷の有無 
 

マルチビーム 

ドアセンサ 

（ＭＢＳ） 

本体 

○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 

 

超音波 

ドアセンサ 

（ＵＳＤＳ） 

本体 

○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 

 

ホールモーショ

ンセンサ 

（ＨＭＳ） 

本体 

○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 

 

ラインシグナル 

ドアセンサ 

（ＬＳＤＳ） 

本体 

○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 
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箇所 機器名 点検内容 実施 

ドアシグナル 本体 

○ケーブル配線状態 

○基板取付・配線状態 

○作動状態 

 

かご気配り 

ドアセンサ 

（ＣＲＥＱ） 

本体 

○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 

 

音声合成 

アナウンス 

装置 

（ＡＮＮ） 

本体 

○装置本体取付状態 

○装置本体劣化・損傷の有無 

○スピーカー取付状態 

○作動状態 

○音声・音量の状態 

○ 

車椅子仕様 

専用乗場釦 
○乗場釦作動状態 

○乗場釦劣化・損傷の有無 
○ 

専用操作盤釦 

○操作盤カバー取付状態 

○かご釦作動状態 

○かご釦劣化・損傷の有無 

○ 

鏡 
○鏡固定状態 

○鏡汚れ・損傷の有無 
○ 

手すり 
○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 

○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 

○ 

指紋照合 

呼び登録装置 

（注１） 

全般 

○操作部劣化・損傷の有無 

○表示機器点灯状態 

○操作部取付状態 

○処理部及びテンキーの取付状態 

○表示部取付状態 

 

かご内 

ＩＴＶカメラ 
 

○カメラ本体取付状態 

○カバー取付状態 

○レンズ汚れ・損傷の有無 

○カバー汚れ・損傷の有無 

○カメラの作動状態 

 

エアコン 全般 

○異常振動、異常音の有無 

○機器外観の汚損・劣化・発錆の有無 

○熱交換器汚損状態 

○フィルター汚損状態 

○吸込・吸出空気温度異常の有無 

○絶縁状態 

○ドレン部汚損状態 

 

エレコール 

セキュリティ 

システム 

ＩＤ，ＩＯ 

コントローラ 

○コントローラの劣化・損傷の有無 

○コントローラの作動状態 

○コントローラの取付状態 

○表示機器点灯状態 
 

全般 ○非接触キー照合時のエレベーター動作確認（注２） 

ディフェンス 

スクリーン 
全般 

○スクリーン損傷の有無 

○スクリーンの巻取状態 

○スクリーンおもり損傷の有無 

○スクリーン開閉状態 
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箇所 機器名 点検内容 実施 

冠水時管制 

運転装置 

（ＰＥＲ） 

冠水検出 

センサ 

○センサ作動状態 

○管制運転作動状態の有無 
 

長周期振動時 

管制運転装置 

（ＢＳＥＲ） 

全般 

○管制運転作動状態 

○アナウンス作動状態 

○感知器作動状態 

 

(注１)指紋データの登録・管理（バックアップ､アップロード､しきい値変更等）は､

本契約に含まれません。 

(注２)非接触キー照合時のエレベーター動作確認につきましては、非接触キーの現

地貸与を条件とします。 

 

 

別表Ⅳ 

 ＜地震時自動診断項目＞ 

項目 診断内容 

メインロープ、ガバナロープ、 

移動ケーブルの干渉 巻上機トルク値、秤値、異常音 

かご・つり合いおもりの脱レール 

戸開閉異常 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 

 

 

別表Ⅴ 

 ＜消耗部品＞ 

項       目 実  施 

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） ○ 

照明用ランプ、スターター（注３） ○ 

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。 

(注４)緩衝器の作動油は含みません。 
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別表Ⅵ 

   <工事範囲> 

項       目 実  施 

■巻上機 

ギア取替 ○ 

軸受取替 ○ 

歯当り調整 ○ 

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(ホイール)取替 ○ 

ブレーキプランジャー取替 ○ 

ブレーキスリーブ取替 ○ 

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 ○ 

ギアオイル取替 ○ 

防振ゴム取替 ○ 

■そらせ車、頂部返し車 

シーブ溝削正 ○ 

軸受取替 ○ 

■油圧パワーユニット 

バルブ取替  

電磁コイル取替  

ポンプ軸受取替  

メカニカルシール取替  

Ｖベルト取替  

サクション（ポンプ）フィルター・ストレーナー取替  

サイレンサー取替  

圧力計（圧力センサー）取替  

磁気式エンコーダー取替  

■油圧回路部品 

ラジエータ取替  

ラジエータファン取替  

ラジエータオーバーホ-ル  

ラジエータポンプ取替  

Ｏリング取替  

ＶＩＣジョイント取替  

サーモスイッチ（油温センサー）取替  

■調速機 

軸受取替 ○ 

シーブ取替 ○ 
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項       目 実  施 

■張り車(ガバナ・つり合ロープ) 

軸受取替 ○ 

シーブ取替 ○ 

■かご枠 

防振ゴム取替 ○ 

かご速度検出器取替  

かご速度検出器（ワイヤーロープ取替）  

■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 ○ 

フリクションダンパー取替 ○ 

■ガイドシュー 

シュー（ローラ）取替 ○ 

防振ゴム取替  

■給油器 

給油器取替 ○ 

■かご戸装置 

ドアレール取替 ○ 

レバー機溝取替 ○ 

リトラクタブルベーン取替 ○ 

網カケ滑車取替 ○ 

連動ロープ（ベルト）・チェーン取替 ○ 

■ドアマシン 

プーリ（スプロケット）取替 ○ 

駆動チェーン（ベルト）切詰・取替 ○ 

軸受取替 ○ 

 位置スイッチ取替 ○ 

ブラシ保持器取替  

ドアモーター取替 ○ 

■錠外し装置 

オーバーホール ○ 

コイル取替 ○ 

■かご、乗場ドアハンガー・ドアシュー 

ドアハンガー組立取替 ○ 

■ゲートスイッチ 

ゲートスイッチ取替 ○ 

■セーフティシュー 

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（ローラー）取替 ○ 

連動ロープ取替 ○ 

綱カケ滑車取替 ○ 
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項       目 実  施 

■インターロック 

インターロック取替 ○ 

■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 ○ 

■ガバナロープ 

ガバナロープ切詰・取替 ○ 

■つり合ロープ・鎖 

つり合ロープ（鎖含む）切詰・取替 ○ 

■巻上（ポンプ）電動機 

軸受取替 ○ 

ラジエータファンモーター取替  

■受電盤 

ＮＦブレーカ取替 ○ 

■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 ○ 

■冠水検出装置 

冠水検出センサ取替  

■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 ○ 
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項       目 実  施 

■Ｅ型ランディングスイッチ・カムサポート 

スイッチユニット取替 ○ 

布付ナイロンガイド取替 ○ 

カムサポート取替 ○ 

■外部連絡装置電源 

外部連絡装置電源取替（停電装置を含む） ○ 

■パルスタコ・エンコーダ 

符合板取替 ○ 

検出部取替 ○ 

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 ○ 

かごまわり配線取替 ○ 

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 ○ 

■ヒューマンドアセンサ 

ヒューマンドアセンサ取替 ○ 
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【付加装置】 

項       目 実  施 

天井ＬＥＤ照明取替 ○ 

地震時管制運転装置用感知器取替 ○ 

停電時自動着床装置用リレー取替 ○ 

停電時自動着床装置用バッテリー取替 ○ 

火災時管制運転装置用リレー取替  

ＡＡＮ用半導体ユニット取替 ○ 

ＡＡＮ用バッテリー取替 ○ 

ＡＡＮ用スピーカー取替 ○ 

超音波ドアセンサ取替  

マルチビームドアセンサ取替  

光電式ドアセンサ取替 ○ 

地震感知器取替 ○ 

空調機熱交換器の洗浄・部品取替  

 

■除外項目 

次の項目は、本契約の工事範囲には含まれません。 

（１）工事範囲以外の修理・部品取替及び意匠部品（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）巻上機、電動機等の機器の一式取替。 

（３）一切の建築関係工事。 

（４）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。 

（５）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。 

（６）地震、類焼、爆発、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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弘前文化センター自家発電設備保守点検業務仕様書 

 

１．業務場所及び型式  

場所：弘前市大字下白銀町１９番地４ 

  型式：ヤンマーエネルギーシステム株式会社製  

非常用発電装置：ＹＦＧ２５０Ｇ-３ 

機関型式：６ＨＡＬ２-Ｔ 

    

２．業務内容    

保守点検業務の範囲は次のとおりとする。 

 

Ａ．予防的な保全策 

受注者は、①に掲げる項目を１年ごとに確認し、かつ、②に掲げる部品を標準的

な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な

期間として設計上設定される期間（製造者が設定する推奨交換期間等）以内に交換

（推奨交換期間等に達していない部品等は点検）することとし、交換部品について

は事前に別途見積書を提出すること。 

①点検項目 

(1) 冷却水ヒータ 

ア 冷却水ヒータケース外周又は近傍の配管等に触れ、その他の部位より温度が

高いことを確認すること。 

イ テスタにて冷却水ヒータの断線等の有無を確認すること。 

②交換（点検）すべき部品 

(1)発動機潤滑油 (2)冷却水 (3)燃料フィルター (4)潤滑油フィルター 

(5)給気フィルター(6)冷却ファン駆動用Ⅴベルト (7)冷却水用等のゴムホース 

(8)燃料、冷却水、潤滑油系統、給気、排気系統や外箱の扉吸気口等に用いられる

シール材 (9)始動用の蓄電池  

 

Ｂ．機器点検 

点検項目 

(1)設置状況 (2)表示 (3)自家発電設備 (4)始動装置 (5)制御装置 (6)保護装置 

(7)計器類 (8)燃料容器等 (9)冷却水タンク (10)排気塔 (11)配管 (12)結線接続 

(13)設置 (14)始動性能 (15)運転性能 (16)停止性能 (17)耐震措置 

 

Ｃ．総合点検 

点検項目 

(1)接地抵抗 (2)絶縁抵抗 (3)自家発電装置の接続部 (4)始動装置 (5)保護装置 

(6)負荷運転または内部観察等  
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３．業務完了の報告 

  業務完了後、消防庁の定める様式により、発注者へ報告書を提出するものとす

る。 

 

４．必要機材の準備 

  受注者は､適切かつ効率的に業務を遂行するために必要な機械・器具及び材料等

を準備し、発注者の業務及び設備の運転に支障を与えないよう努めなければならな

い。 

  

５．その他 

(1) 業務を担当する技術員は、当該施設・業務の内容を熟知した者を配置するこ

と。 

作業中業務内容にて指定した以外の不適合箇所発見の際は別途見積書を提出す

ること。 

(2) 作業日程は市職員と協議のうえ、決定すること。 

(3) 作業中に当該発電設備の運転が必要となった場合には、速やかに作業を中止し

て設備を復旧すること。 
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弘前文化センター空気環境測定業務仕様書 

 

弘前文化センター空気環境測定業務については、この仕様書に定めるところにより実

施するものとする。 

 

１．業務場所 

  弘前文化センター   弘前市大字下白銀町１９番地４ 

  空気環境測定は、弘前文化センター内の次の１４ヵ所を対象とする。 

 ○地下１階 機械室 

○１階   事務室、美術展示室、ホール客席１・２、ホールホワイエ 

○２階   エレベーターホール、小ホール、第３会議室、喫茶室 

○３階   多目的活動室、第１工作実習室、調理実習室 

○外部   外気 

 

２．業務の範囲 

  空気環境測定の範囲は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（以

下「施行令」という。）に定める事項とする。 

 

３．測定の方法 

 測定の方法は、施行令に掲げる事項を建築物における衛生的環境の確保に関する法

律施行規則（以下「施行規則」という。）に定める器材を使用して測定するものとす

る。 

 

４．測定の回数 

測定の回数は、委託期間中６回（５月、７月、９月、１１月、１月、３月）とする。 

  実施時期については、発注者と受注者とが協議のうえ決定し、業務実施のときはこ

れに立ち合って確認するものとする。 

 

５．測定に使用する器材等 

  測定に使用する器材等は、すべて受注者の負担とする。 

 

６．業務従事者 

  この場合の業務従事者は、施行規則に定める者とする。 

 

７．測定結果の報告 

受注者は、測定業務を完了後「測定記録表」により、発注者に報告し、検査を受け

なければならない。 
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８．その他 

受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能

な限りこれに協力すること。 
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弘前文化センター建築物環境衛生管理監督業務仕様書 

 

 

 弘前文化センター建築物環境衛生管理監督業務については、この仕様書により実施

するものとする。 

 

１．業務場所 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９番地４） 

 

２．受注者は､弘前文化センター建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監

督するため｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律｣第６条に定める建築物

環境衛生管理技術者（以下｢管理技術者｣という。）を弘前文化センターに配置するも

のとする。 

 

３．受注者は､建築物環境衛生管理技術者免状の写しを､あらかじめ発注者に提出する

ものとする。 

 

４．受注者は､管理技術者に変更があったときは､速やかに発注者に変更届を提出し､発

注者の承認を得なければならない｡ 

 

５．管理技術者の職務は次のとおりとする｡ 

(1) 建物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督すること｡そのために次

に掲げる業務を行うものとする｡ 

  ア 維持管理業務計画の立案及び計画書の提出 

  イ 維持管理業務の指揮監督 

  ウ 建築物環境衛生管理基準に関する測定 

  エ 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施 

  オ 維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類の作成 

(2) 建物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため､

必要があると認めるとき意見を述べること。 

 

６．その他 

受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能

な限りこれに協力すること。 
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弘前文化センター自動扉保守点検業務仕様書 
 

 

 弘前文化センターの自動扉保守点検業務については、この仕様書により実

施するものとする。 

 

１．保守の対象物。 

(1) 対象物件 弘前文化センター （弘前市大字下白銀町１９番地４） 

(2) 機種台数 自動扉装置 ６箇所 

(3) 付属機器 起動センサー、補助センサー、制御器、電動スイッチ、

ドア部及び周辺機器 

 

２．保守の方法 

(1) 定期保守 ６カ月毎に１回（年２回）、自動扉保守点検基準書・Ｊ

ＡＤＡガイドラインに基づき行う。 

(2) 点検月  ８月・２月 

※実施日は原則点検月の第３火曜日とするが、詳細は発

注者と受注者が協議の上決定するものとする。 

(3) 緊急保守 発注者の通報に基づき緊急に機器の保守または修理を要

する場合、受注者は技術員を派遣し、迅速に修理に対応

するものとする。 

 

３．料金 

 (1)保守料 

  １年間の保守業務の料金には次の内容が含まれる。 

①  保守技術費用 

②  派遣出張に要する費用  

③  点検に必要な消耗材料費 

(2)交換部品料 

 自動開閉装置の部品交換が生じた場合、交換した部品の費用は発注者が

負担するが、指定部品については受注者が負担することとする。 

  ※指定部品 鍵受け、ストッパー、振れ止め、電源スイッチ、ヒューズ、 

標準ライナー、ドアハンガー、ベルト、プーリー 

(3)特別保守料 

  以下の事由に基づいて定期及び緊急保守業務を行った場合、受注者はそ

の都度必要費用を算定し、通常の保守料とは別にその費用を発注者が負担

する。 

①  発注者の機器使用上の誤りに起因する修理 

②  発注者の故意又は過失による機器の破損、機能低下等の障害の修復 

③  天災地変、不可抗力、その他受注者の責に帰さない事由による保守業

務 

④  発注者の都合により行う工事又は模様替えのため、機器の移設あるい

は改造等の仕様変更 
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４．保守の業務内容 

  受注者が行う保守の業務内容は次のとおりとする。 

(1) 異常の有無の点検 

(2) 機器の清掃、注油及び一般調整 

(3) 機器の自然消耗部品の修復、部品交換及び調整(メーカー純正未使用

部品に限る。また、交換部品については販売元出荷証明書を提出する

こと。) 

(4) 機器の障害の修復及び分解整備 

 

５．保守の点検項目 

  受注者は機器の予防保全のため下記の機械各部の点検調整を実施する。 

(1) サッシ部 

①  無目点検カバーの取付状態 

②  ガイドレール内の状態 

③  扉の状態(傷及び動作時の異音) 

④  振れ止め、扉ガイドの取付状態 

⑤  指詰防止(３０mmのクリアランス確保) 

⑥  隙間(全閉時の戸先、ドアを無目、方立、ガイドレール) 

(2) 懸架部 

①  ハンガーレール、吊車の汚れ、摩耗及び損傷 

②  踊り止め隙間 

③  ストッパー、ハンガーレール、吊車の取付状態 

(3) 動力作動部 

①  手動開閉の動作確認及び異音の有無 

②  エンジンの取付状態 

③  駆動軸の変形、摩耗 

④  プーリーの変形、摩耗(駆動、従動) 

⑤  ベルト、チェーン、ワイヤーの張り、摩耗及び取付状態 

(4) 制御装置 

①  開速度・閉速度の調整、報告書への数値の記載 

②  クッション作用の調整、報告書への数値の記載 

③  開き保持時間(秒)の調整、報告書への数値の記載 

④  開閉回数の確認、報告書への数値の記載 

(5) センサー部 

①  外側起動センサー作動状況及び計器による測定 

②  内起動センサー作動状況及び計器による測定 

③  補助センサー作動状況 

(6) 電気回路 

①  総合動作(通常開閉動作、反転動作) 

②  配線の支持、接続状態及び被覆の亀裂の有無 

③  測定機器(テスター)による電圧の測定 

④  測定機器(メガー計)による漏電の検査 
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６．保守作業 

  受注者は保守点検を実施する場合は次の点を遵守しなければならない。 

(1) 受注者は保守技術者を派遣する場合、所定の身分証明書を携帯させ、

発注者の許可を得てから立ち入り、保守作業を実施させるものとする。  

(2) 受注者は保守技術者に安全教育を実施し、常に安全作業を遵守させ

るものとする。 

(3) 受注者は保守技術者として厚生労働省認定自動ドア施工技能士を従

事させることとする。 

(4) 部品交換、分解整備は受注者の判断により行う。その場合はあらか

じめ発注者の承認を得るものとする。 

(5) 受注者は保守作業終了後、保守点検報告書に業務場所の職員の検印

を受け、発注者に提出しなければならない。 

 

７．保守管理 

  受注者は発注者の自動扉装置開閉について常に最良の状態を保つために

管理業務を行う。 

(1) 定期保守において調整した箇所、部品交換した箇所を報告する。 

(2) 緊急修理対応時は修理完了後、作業報告書を提出し報告する。 

(3) 受注者は定期保守点検後、保全または修繕が必要な箇所を発見した

場合、予防保全策を検討し速やかに発注者に報告するものとする。 

(4) 受注者は提出した各報告書を１０年間保管するものとし、発注者に

提出を求められた場合これを提出しなければならない。 

 

８．環境配慮 

  受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対

して、可能な限りこれに協力しなければならない。 
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弘前文化セン夕―自動制御機器保守点検業務仕様書 

 

 

 弘前文化センター自動制御機器保守点検業務については、この仕様書により実施す

るものとする。 

 

１．業務場所 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９番地４） 

 

２．保守点検業務の対象となる自動制御機器等 

 (1) 中央監視装置（ｓａｖｉｃ－ｎｅｔＧ５） １式  

 (2) 端末、伝送系統（リモートユニット） １式 

 (3) 熱源、空調機廻り自動制御機器  １式 

 

３．保守点検に含まれない事項 

  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保守点検業務に含まれ

ないものとする。 

 

４．保守点検の内容等 

(1) 受注者は、自動制御機器の機能を良好に保つため技術員並びに作業員を派遣し保

守点検業務を実施するものとする。 

(2) 受注者は、自動制御機器の故障等について、発注者から通報があった場合は速

やかに技術員を派遣して措置するものとする。 

(3) 受注者は別表に定める項目により設備点検、調整、整備等の保守点検業務を発

注者又は発注者の指定する設備担当係員立会の上完全に実施し、保守点検業務終

了後速やかに次の項目について記載した報告書２部を提出するものとする。 

   ア 点検後の所見 

   イ 調整の良否 

   ウ 点検者の所属、氏名 

   エ その他必要な事項 

(4) 受注者は、保守点検した結果、部品交換又は補修等の必要があると認めた場合

は、所要部品及び補修等に要する材料等のリストを作成し発注者に提出するもの

とする。 

(5) 発注者は、前２号に基づき部品支換又は補修等の必要があると認めた場合はそ

の実施について別途に計画を作成し、受注者に指示するものとする。 

 

５．工具及び機械器具 

  保守業務に必要な工具及び機械、器具類はすべて受注者の負担とするものとする。 

 

６．委託業務時期 

保守点検の実施時期は、暖冷房空気調和設備の運転に支障を及ぼさないよう十分
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に発注者受注者協議の上定めるものとする。ただし、不時の故障等の場合は発注者

の指示により速やかに措置するものとする。 

 

７．受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可

能な限りこれに協力する。 
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別表 

 

設備区分 実施回数 実施項目 

自動制御機器 年１回 １ 中央監装置（ｓａｖｉｃ－ｎｅｔＧ５） １式 

・プリンター 、無停電電源装置 

・システム機能 

・システム諸情報の確認 

・監視設定機能の確認 

・システム構成機器管理の確認 

・停電、復電制御の確認 

２ 冷温水熱源廻り制御 

３ ＡＣ－１   ホール客席系統 

４ ＡＣ－２   ＢＢＨ－１ 舞台系統 

５ ＡＣ－３   諸効果系統 

６ ＡＣ－４  ＦＣＵ ホワイエ系統 

７ ＡＣ－５   小ホール系統 

８ ＡＣ－６   第３会議室系統 

９ ＡＣ－７  多目的活動室系統 

１０ ＡＣ－８   展示ロビー系統 

１１ ＡＣ－９   一次処理系統 

１２ 真空式温水ヒーター廻り制御 

１３ ダンパ切替制御  

１４ ファン発停制御   

１５ 受水槽廻り制御 

１６ ガス遮断制御 

１７ ３階調理実習室 コイルユニット廻り制御 
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中央監視装置 savic-netG5 （1/2） 

点検仕様書                                                           netG5 

ユニット 保   守   項   目 備 考 

１．ＳＶＣ （１）外観点検 

（２）インジケータ表示確認 

（３）システム情報・設定情報の確認 

（４）データファイルのバックアップ作成 

（５）システム各種ログの保存 

（６）Ethernet 通信状態の確認 

（７）内部温度状態の確認 

（８）ディスク状態の確認 

（９）電源・バッテリ状態の確認 

（10）給電状態の確認 

（11）各部のクリーンアップ 

（12）ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 

（13）バッテリ・消耗部品の定期交換確認 

（14）時計あわせ 

（15）冷却ファンの運転状況確認（冷却ＦＡＮが有

る機種のみ） 

（16）監視盤ソフトのバージョン確認（必要都度更新） 

 

   統合コントローラー  

(スーパーバイザリデバイス)  

２．ＲＳ・ＤＤＣ 

端末伝送装置 

（１）システム情報・設定情報の確認 

（２）システム各種ログの保存 

（３）内部温度状態確認 

（４）電源・バッテリ状態確認 

（５）ＥＴＨＥＲＮＥＴ通信状態の確認 

（６）ディスク状態の確認 

（７）データファイルのバックアップ作成 

（８）リモートユニットエラーログの確認 

（９）リモートユニットバックアップの確認 
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中央監視装置 savic-netG5  (2/2) 

点検仕様書                             netG5 

ユニット 保   守   項   目 備 考 

３．ＰＣ 

   監視用ＰＣ 

（１）各部のクリーンアップ 

（２）ＨＤＤドライブ、ＤＩＳＫドライブの機能確認 

（３）ＨＤＤドライブ、ＤＩＳＫドライブのヘッ

ドクリーニング 

（４）ＯＳ各設定内容の確認 

（５）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（６）冷却ファンの動作確認 

（７）ハードウェア構成の確認  

 

 
 

４．ＫＢ、ＭＳ （１）動作点検 

①キーボード 

②マウス 

（２）各部のクリーンアップ  

 

キーボード、マウス 

*監視用ＰＣ 

 

５．ＣＲＴ、ＬＣＤ 

ディスプレイ 

*監視用ＰＣ 

（１）消磁 

（２）設定要素の確認 

①色ズレ、色ムラの確認 

②フォーカス確認 

③コントラスト、画面サイズ、表示位置の確認、調整 

（３）各部のクリーンアップ  

 

６．ＰＲＴ、ＭＰＲ、ＣＬＰ 

    プリンタ 

（１）外観点検 

（２）各部のクリーンアップ 

（３）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（４）テスト印字による機能確認  

 

７．ＵＰＳ 

無停電電源装置 

（１）外観点検 

（２）各部のクリーンアップ 

（３）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（４）バッテリ・消耗部品の定期交換確認 
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基本点検フロー図   

基本点検は、下記手順に従って実施いたします。 

 

 

 

 

単体機能点検 

単体機能 

設定／ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ 

試運転 

制御動作 

良 

否 

良 

否 

良 

否 

計装上 設備上 

否 

ループ連動 
機能 

ループ点検 

※２ 設備上の不具合対 

不具合対策 

※３ 計装上の不具合対 

※３ ※２ 

報告 

完了 
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DDC 式（デジタル式）制御機器 1/2  
基本点検（機器単体機能点検＋ループ点検）             ＤＤＣ総合 

機  種 保   守   項   目 備 考 

 １．検出器 （１）外観目視点検及び取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）配線端子のゆるみ点検及び増締 

（４）実測又は標準試験器による誤差点検及び点検校正 

（５）伝送電圧の点検 

（６）コントロ－ラとの伝送状態の点検確認 

（７）検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等

関連部とのループ作動点検 

（８）実制御における制御状態での点検・確認・調整 

 

発信器  

 ２.コントローラ （１) 外観目視点検及び取付状態の確認 

(２) 外観のクリーンアップ 

(３) 配線端子のゆるみ点検及び増締 

(４) 電源電圧・各制御電圧の点検及びバックアップバッテリ－の点検 

(５) 各ファイルのデリ－ト状態及びエラ－状態の確認 

(６) 軽故障・アラ－ム状態・システムエラ－状態の点検・確認 

(７) 制御パラメ－タ－及び制御プログラムの作動確認 

(８) 上位伝送状態の点検確認 

(９) 各センサ－・変換器との伝送状態の点検・確認 

(10) アナログデ－タに対する誤差試験 

(11) 各入出力信号(発停・警報・アナログ)に対する調節計の作動点検  

(12) 検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等

関連部とのループ作動点検 

(13) 規定値の設定 

(14) 最適値の設定 

(15) 実制御における制御状態での点検・確認・調整 

 

３．変換器 （１）外観目視点検及び取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）配線端子のゆるみ点検及び増締 

（４）電源・電圧の点検 

（５）標準試験器によるゼロ・スパン調整 

（６）各設定に対する出力信号の点検 

（７）伝送電圧の点検 

（８）コントロ－ラとの伝送状態の点検確認 

（９） 検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等

関連部とのループ作動点検 

（10）実制御における制御状態での点検・確認・調整 
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DDC 式（デジタル式）制御機器 2/2  

総合点検（機器単体機能点検＋ループ点検）         ＤＤＣ式 総合 

機  種 保   守   項   目 備 考 

 ４．操作器 (１) 外観目視点検及び取付状態の確認 

(２) 外観のクリーンアップ 

(３) リンケ－ジ組付状態の確認及びストロ－ク調整・回転

角度の点検 

(４) モータの回転作動・回転角度の点検 

(５) ポテンションメ－タ接触点の清掃及び点検 

(６) 伝送電圧の点検 

(７) コントロ－ラとの伝送状態の点検確認 

(８) 検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等

関連部とのループ作動点検 

(９) 実制御における制御状態での点検・確認・調整  

 

 ５．自動制御用 (１) 外観目視点検及び取付状態の確認  

   調節弁 (２) 外観のクリーンアップ 

(３) グランド部漏れ点検 

(４) バルブストロ－ク作動点検及び閉止位置での漏れ点検・調整  

(５) 伝送電圧の点検 

(６) コントロ－ラとの伝送状態の点検確認 

(７) 検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等

関連部とのループ作動点検 

(８) 実制御における制御状態での点検・確認・調整  
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 弘前文化センター消防用設備等保守点検業務仕様書 

        

 弘前文化センターの消防用設備等保守点検業務は、この仕様書に定めるところによる。

        

１．業務場所        

  弘前文化センター   弘前市大字下白銀町１９番地４   

     

２．保守点検を要する設備等の概要       

  別表のとおり。        

        

３．保守点検内容及び方法        

  点検内容及び方法は、次のとおりとする。      

(1) 機器点検        

  ア 消防用設備等に附置される非常電源の正常な作動    

  イ 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別

できる事項        

  ウ 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 

(2) 総合点検        

   消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用す

ることにより、当該消防用設備等の総合的な機能を、消防用設備等の種類等に応じ

点検基準に従い確認すること。      

  

４．点検回数等        

(1) 点検については、当該施設の消防用設備等の種類に応じ、下表のとおりの回数を

行うものとする。 

消防用設備等の種類 
点検内容及び方法 

点検期間 
総合点検 機器点検 

消火器・誘導灯・誘導標識  ○ ６ヶ月毎 

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・

水噴霧等消火設備・屋外消火栓設備・ 

自動火災報知設備・漏電火災警報器・ 

非常警報(放送)設備・ 

消防機関に通報する火災報知設備・ 

避難器具・排煙設備・連結送水管・ 

非常電源・配線・防火設備 

 
○ ６ヶ月毎 

○ 

 

１年毎 



（仕様書２０） 

  

 

 2 / 3 

 

(2) 業務を行う日程については、発注者と受注者とが協議のうえ決定する。  

(3) 自主設置の消防用設備等については、消火器を除き、機器点検の点検期間を１年

とし、総合点検と同時期に実施するものとする。     

(4) 保守点検の建物に個人の住居が存するときは、あらかじめ居住者の承諾を受ける

ものとする。        

        

５．消防用設備等の保守点検実施者       

(1) 保守点検を行うものは、点検を行う設備に応じた消防設備士又は、消防設備点検

資格者とし、受注者は業務従事者の名簿及び資格を証する免状等の写しをあらかじ

め発注者又は当該施設の長に提出するものとする。   

(2) 漏電火災警報設備の点検においては、第三種電気主任技術者又は、第一種電気工

事士の資格者が直接又は、立会いのもとで実施するものとし、事前に発注者及び当

該電気設備の保安管理を行っている事業者の許可を得るものとする。  

      

６．消防用設備等の点検報告        

(1) 受注者は、保守点検の結果、不良箇所等を確認したときは速やかに発注者に報告

し、それに対する指示を受けるものとする。    

(2) 受注者は業務の実施後、棟ごとに所定様式の消防用設備等点検結果報告書に、消

防用設備等の種類に応じた点検表を添付して作成し、発注者に報告するものとする。   

なお、報告部数については、実施ごとに発注者の指示を受けるものとする。 

(3) 行政機関への報告は、受注者から報告を受けた「消防用設備等点検結果報告書」

を発注者が確認後、発注者の指示により消防法及び建築基準法の規定に定められた

期間内に受注者が届け出るものとする。     

  

７．その他 

(1) 受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可

能な限りこれに協力すること。     

(2) 発注者が当該施設において消防訓練等を実施する場合に、発注者の依頼があると

きは、受注者は訓練実施にあたり安全を期するため各設備等の操作要領の指導等、

可能な限り訓練に立会い協力するものとする。 
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別 表 

弘前文化センターの保守点検を要する設備等の概要 

消火器具   粉末消火器（蓄圧式）  ４３ 本 

屋内消火栓設備 加圧送水装置  １ 組 

    操作盤  １ 面 

    消火栓 １６  台 

  起動用スイッチ １６ 個 

  水源  １ 組 

    呼水装置  １ 台 

  ホース耐圧性能試験  １６ 本 

    放水試験 １ 式 

自動火災警報設備 ＧＲ型受信機  １ 面 

    副表示盤  １ 面 

    発信機 １８ 個 

    表示灯 １８ 個 

    光電アナログ式感知器 ９５ 個 

    差動式スポット型感知器 ２１１ 個 

    熱アナログ型感知器 １９ 個 

    配線点検 １ 式 

非常警報器具及び設備  増幅器操作部（360W）  １ 台 

    遠隔操作部  １ 台 

    スピーカー １５３ 個 

    音量調整器 ４０ 個 

  常用電源 １ 組 

    非常電源 １ 組 

誘導灯及び誘導標識 誘導灯  ７７ 台 

 誘導標識 ４ 個 

非常電源（自家発電設備） 交流発電機（200KVA以下）  １ 台 

  制御装置（200KVA以下）  １ 台 

    始動装置（200KVA以下）  １ 台 

    燃料タンク配管（200KVA以下）  １ 台 

  負荷運転（200KVA以下）  １ 台 

    配線運転（200KVA以下）  １ 台 

防排煙制御設備設備 煙感知器  ３９ 個 

    手動起動装置 ３ 台 

    防火扉  １８ 個 

    ダンパー  １８ 個 

    シャッター  ８ 個 

    可動タレ壁  １ 個 

    排煙口  １２ 個 

    排煙機連動試験  １ 台 

    空調機連動試験  １ 台 

    配線点検  １ 式 

 

注）改修工事中のため、設備数が変更となる可能性があります。 
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弘前文化センタ軽油地下タンク等漏えい検査業務 
 

 

弘前文化センター軽油地下タンク等漏えい検査業務については、この仕様書に定める

ところによる。 

 

１．業務場所 

  弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９番地４） 

 

２．地下タンク貯蔵所（４キロリットル、軽油）ほか 

 

３．漏えい検査項目 

(1) 検査範囲 

    地下貯蔵夕ンク、給油管、通気管、送油管、返油管 

 (2) 検査方法及び結果 

    検査は微減圧方又は微加圧方で行なうものとする。 

 

４．業務回数及び日程 

完成検査済証交付を受けた日（令和４年度）から３年以内ごとに１回行うことと

し、実施月日については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。 

 

５．検査報告 

業務完了後７日以内に消防法第１４条の３の２に従い、定期点検実施結果報告書

を発注者に提出するものとする。 

 

６．その他 

 (1) 業務実施にあたってはロープ等を張り、安全管理に十分注意すること。 

 (2) 受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可

能な限りこれに協力すること。 
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弘前文化センターグリーストラップ清掃業務仕様書 

 

弘前文化センター（弘前市大字下白銀町１９－４）のグリーストラップ清掃業務は、

この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 

 

１．目的 

 受注者は、弘前文化センターに設置するグリーストラップの清掃及び清掃により

発生する汚泥を適正に処分するものとする。 

 

２．業務の範囲 

 清掃範囲は次のとおりとする。 

  屋外        １か所 

  屋内（２階喫茶室） １か所 

 

３．業務の内容 

 (1) グリーストラップ清掃 

グリストラップ内に付着した油汚泥をヘラ等で剥がした後に、ブラシ等を用

いてグリストラップ内を清掃すること。 

 (2) 汚泥収集運搬処分 

    清掃で発生した有機汚泥を収集し、産業廃棄物処分場まで運搬の後、処分す

ること。 

（排出量見込み 令和２年度実績 ６００ｋｇ） 

 

４．業務の回数等 

業務の回数は、年１回以上とし、実施日時については、発注者と受注者が協議の

うえ決定する。 

 

５．報告等は次によるものとする。 

受注者は、業務が終了したときは、作業前後の写真及び産業廃棄物管理票（マニ

フェスト）を添付した作業報告書を作成するものとする。 

 

６．業務を実施するにあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその他関係

法令の規定を遵守し、適切に処理すること。 

 

７．環境への配慮 

受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可

能な限りこれに協力すること。 


