
井田病院消防設備等点検業務委託仕様書 
 

１  目的  

 本件は、消防法第１７条の３の３の規程に基づく点検である。  

 

２  委託期間  

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで  

 

３  履行場所  

  川崎市中原区井田２－２７－１   川崎市立井田病院  

 

４  点検対象機器  

（１）病院本館  

①  スプリンクラー設備  

・水源          １式  

・加圧送水装置       １式  

・呼水装置        １式  

・補助加圧ポンプ       １組  

・湿式アラーム弁      １３台  

・乾式・予作動アラーム弁     １台  

・補助散水栓      １４６基  

・末端試験弁       １３個  

・送水口        ３基  

・コンプレッサー装置      １台  

・予作動弁制御盤       １台  

・定温式スポット型感知器    １２個  

・閉鎖型感知器ヘッド     １６個  

・スプリンクラーヘッド      ４０７９個  

 

②  不活性ガス消化設備  

・消化薬剤貯蔵容器     ４４本  

・選択弁        ５本  

・手動起動装置       ３個  

・制御盤        １面  

・差動式スポット型感知器     ６個  

・スピーカー        ３個  

・放出表示灯       １１個  

・圧力スイッチ       ３個  

・復旧弁箱        ３個  

・安全弁・リリーフ弁      ６個  

・噴射ヘッド（標準品）     １４個  

 

③  消防用水設備  

・加圧送水装置等       １式  

・呼水装置        １台  

 

④  連結送水管設備  

・送水口        ２基  

・放水口（ホースなし）      ２基  

・補助（高架）水槽      １式  

 

⑤  移動式粉末消火器  

・消化薬剤貯蔵タンク      ４式  



・加圧式ガス容器       ４本  

・ホースリール        ４基  

・表示灯        ４個  

 

⑥  消火器設備  

・粉末消火器        ２０４本  

 

⑦  火災報知器設備  

・ＧＲ型複合受信機      １式  

・副表示機       １３個  

・分散処理盤        ４面  

・中継盤        ４面  

・機器収容箱（補助散水線組込型）            ９５面  

・機器収容箱（補助散水栓組込型  防滴型）        １面  

・総合盤（埋込型）             ６面  

・総合盤（露出型  防滴型）                ２面  

・光電アナログ式スポット型感知器          １６２６個  

・光電アナログ式スポット型感知器（熱検知機能付）   １８３個  

・光電アナログ式スポット型感知器（点検口付）      １２個  

・定温式スポット型感知器（特殊・６０℃自動試験機能付）２８個  

・定温式スポット型感知器（特殊・防水・６０℃自動試験機能付）   

１０個  

・定温式スポット型感知器（１種・防水・７０℃自動試験機能付）   

                          １１３個  

・光電式スポット型感知器（２種・露出型）       ４８個  

・定温式スポット型感知器（特殊・防水・６０℃）      ６個  

・差動式スポット型感知器（２種・露出自動試験機能付）   ３個  

・アドレスアダプタ                   ６８個  

・インターホン親機                    １個  

・インターホン子機                    ２個  

・火災通報装置                      １個  

・電話機増設装置                     １個  

・増設電源装置                      １個  

・火災通報専用電話機                  １４個  

 

⑧  防排煙設備  

・定温式スポット型感知器（特殊・６０℃自動試験機能付）１０個  

・光電アナログ式スポット型感知器（露出型・熱検知機能付）     

                           ３９個  

・自動閉鎖装置                     ３７個  

・ブザー                         ７個  

・ガス漏れ検知警報器                   ９個  

・ガス洩れ検地部                    １３個  

 

⑨  非常照明・誘導灯分岐設備  

・非常照明器具                   １２３６個  

・誘導灯                       ２９４個  

・誘導灯信号装置                     １個  

 

⑩  非常用放送設備  

・非常業務放送架                     １式  

・遠隔操作器                       ２台  

・電源遮断ユニット                    ６台  



・スピーカー                    １０２５個  

・アッテネータ                    ５６８個  

 

⑪  自家発電設備  

・出力２０００ＫＶＡ発電機                １台  

        ・自動起動盤  付属設備                  １式  

 

⑫  蓄電池設備  

・型式  ＭＳＥ７００Ａｈ－５４セル            １式  

 定格容量 ７００Ａｈ  

 公称電圧 １０８．０Ｖ  

 放電時間 １０分間 

 

（２）ケアセンター  

①  消火栓設備                                               

           ○ポンプ１台（ 40㎜×140ｌ／ min ×67ｍ×3.7kw ）  

         ○消火栓     １６台  

○テスト弁     １ケ所  

 

②スプリンクラー設備  

           

      スプリンクラーヘッド   254 個  

      ポンプ       １台  （ 100 ㎜×900ｌ／ min ×60m ×18.5kw）  

       圧力タンク   １台  

      アラーム弁    ３ケ所  

       管末テスト弁   ４ケ所   

 

③消火器設備          

      

     総合ケアセンター     １４本  

その他               １７本  

     計             ３１本  

 

 

 

 

④救助袋設備  

     総合 ｹｱｾﾝﾀｰ  垂直式救助袋   ２階   ２基  

            避難はしご   １階   １基  

            緩降機      ２階   １基  

 

⑤ダクト消火設備  

    ケアセンター   フード      ２台  

            強化液ボンベ   ４本  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑥自動火災報知機設備  

  ○受信機  Ｐ－１   ４０回線  １台    総合ケアセンター  

  ○副受信機      ２０回線  １台    総合ケアセンター  

  ○発信機  １２個    総合ケアセンター  

  ○差動式スポット型 １００個    総合ケアセンター  

  ○定温式スポット型 ２２個    総合ケアセンター  

  ○煙感知器  光電式 １９個    総合ケアセンター  

  ○防火戸  ６面    総合ケアセンター  

  ○シャッタ－  ３面    総合ケアセンター  

  ○煙感知器  ６個    総合ケアセンター  

  ○消火栓起動装置  １式    総合ケアセンター  

   避難口誘導灯  １９台  総合ケアセンター   

   通路誘導灯  ８台  総合ケアセンター   

 

⑦ガス漏れ警報設備   

ケアセンター  １９９８年設置  

    受信機：ＨＧＯ－ＡＡＳ１５１００５（ホーチキ製） 

    副受信機：ＰＥＸ－４０Ｇ（ホーチキ製）  

    検知器：ＫＮ－３５（富士電機製）２個  

 

⑧非常用放送設備  

品     名  規     格  台数  場    所  

  パワーアンプ   ビクタ－ＥＭ－Ａ１６３   １  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA棟 2階    

  非常放送用遠隔操作部    １  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA棟 1階   

  スピーカー   天井埋込型  １００  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA･B棟各所   

  スピーカー   防滴型    ５  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA･B棟各所   

  スピーカー   壁掛型   １１  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA･B棟各所   

  スピーカー   ホーン型    １  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA･B棟各所   

  音量調節機    ４５  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA･B棟各所   

  ドアホン      １  総合 ｹｱｾﾝﾀｰA棟 1階   

  ワイヤレスアンテナ     ２  総合 ｹｱｾﾝﾀｰB棟多目的室   

  多目的室用スピーカ     ４  総合 ｹｱｾﾝﾀｰB棟多目的室   

  接続盤     １  総合 ｹｱｾﾝﾀｰB棟   

 

⑨自家用発電設備  

･ケアセンター  

   メーカー：株式会社 新潟鉄工所  

   名   称：６ＢＴ－５．９Ｇ（1998年３月製）（ 1998年 10月設置）  

   製造番号：ＮＤ０７０５  

   形   式：立形水冷４サイクルディーゼル機関  

   定   格：３φ３Ｗ・２００Ｖ・１００ＫＶＡ  

 

 

国土交通省大臣官房官庁営繕部  監修  

最新版「建築保全業務共通仕様書」による。  

 

 

 

 

 

 



 

（３）立体駐車場  

①  移動式粉末消火設備            １８台   

 

②  消火器設備  

・粉末消火器           １６本  

・  

 

③  火災報知器設備                      １式  

Ｐ型１級受信機（ＲＰＶ－ＡＡＷ１０）    １面  

機器収容箱        ６台  

差動式スポット感知器     ４７個  

光電式スポット感知器      ３個  

表示灯        １８個  

                          

④  非常照明・誘導灯分岐設備       １式  

・誘導灯                 １３個     

・誘導標識        １枚  

 

⑤  非常用放送設備                      １式  

スピーカー                 ３台  

 

（４）保育室  

①  消火器設備  

・粉末消火器            ６本  

・  

 

②  火災報知器設備                      １式  

Ｐ型１級受信機（ＲＰＶ－ＡＡＷ１０）    １面  

機器収容箱        １台  

差動式スポット感知器      ８個  

光電式スポット感知器     １９個  

定温式スポット感知器     １０個  

表示灯        １８個  

                          

③  非常照明・誘導灯分岐設備       １式  

・誘導灯                  ５個     

 

④  非常用放送設備                      １式  

非常業務放送架               １台  

スピーカー                 ３台  

アッテネータ        ３台  

⑤  排煙設備        １式  

 

（５）倉庫  

①  消火器設備  

・粉末消火器           ２本  

 

②  火災報知器設備                      １式  

Ｐ型２級受信機               １面  

機器収容箱        ２台  

差動式スポット感知器      ３個  

光電式スポット感知器      ４個  



                          

③  非常照明・誘導灯分岐設備       １式  

・誘導灯                  ２個     

 

④  非常用放送設備                      １式  

スピーカー                 ２台  

アッテネータ        ２台  

⑤  排煙設備       １式  

 

５  委託業務の内容  

（１）・機器点検・総合点検は、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点

検結果報告書に添付する点検票の様式」及び「消防法施行規則の規定に基

づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行なう点検の期間、点検の

結果についての様式」に定めるところにより適正に行い、必要に応じ、保

守、修理その他の措置を講じるものとする。  

・防災管理点検は、消防法施行規則第５１条の１４により行うものとする。  

（２）点検日は、川崎市の担当者と協議のうえ決定することとする。  

（３）点検日時の制限  

・  点検対象 機 器の うち ４－ （１ ） －⑧ 、⑩ 及び ４－ （ ２） －⑥ 、⑧ につ いて

は、土曜日又は日曜日に行なうものとする。  

・  外来・手 術 室・ 透析 セン ター ・ ケア セン ター 等に つ いて は、 日曜 日に 点検

を行なうものとする。 

・  点検対象機器 のう ち 食養科 につい ては 、 18時 30分以 降の行 な うもの とする 。  

・  点検対象 機 器の うち ４－ （１ ） －⑪ 及び ４－ （２ ） －⑨ につ いて は、 受変

電設 備点 検 に合 わせ 、停 電試 験 によ る起 動確 認及び 負荷 運転 の確 認を 行な

うこ と。 ま た、 その 実施 日の １ ヶ月 前ま でに 川崎市 の担 当者 より 通知 する

ものとする。  

（６）点検対象機器のうち ４－（１）－⑪、⑫ 及び４－（２）－⑨ の点検につい

ては川崎市と協議する。  

 

（７）点検対象機器のうち ４－（１）－⑤は川 崎市が行なう消防訓 練（年２回）

に立ち会うものとする。日程は川崎市の担当者より通知するものとする。  

 

（８）機器等に故障など異 常が発生した場合は 、速やかに技術員を 派遣できる体

制であることとする。  

 

 

６  費用負担区分  

（１）受託者の負担  

前項の保守に要する材料は、受託者の負担とする。  

（２）川崎市の負担  

①  川崎 市 の都 合 によ り 行う 工 事ま た は模 様 替え のため の 移設 、 或は 改 修を 必

要とする場合。  

②  設備の破損もしくは老朽化による機器の更新・交換の必要が生じた場合で  

川崎市が認めた場合。 

 

７  点検結果報告書の提出  

消防法に定める結果報告書を３部作成し、速やかに川崎市へ提出すること。  

 

８  完了届等の提出  

受託者は、当月の業務終了後、速やかに完了届並びに報告書を川崎市に提出し、  

当該業務の履行状況について検査を受けなければならない。  



 

９  委託料の請求  

  受託者は、前項の検査合格後、川崎市の指定する方法で当該委託料を請求する  

ものとする。  

 なお，支払回数は２回とする。  

 

10 業務の引継ぎ  

  次年度契約を継承した業者には、病院の通常業務が実施できるよう、業務内容  

の引継ぎを行うこと。  

 

11  感染防止対策  

（１）業務遂行にあたり、病院という施設の特殊性を考慮し、井田病院院内感染対

策マニュアル等に準じた感染防止対策を講じて、作業を行うこと。また、万が

一作業員が感染症等に感染した場合には、病院の指示に従い、当該作業員への

措置及び他の者に感染することが無いように感染対策を迅速に講ずること。  

（２）病院内や受託業者内で発生した感染症など、拡大予防のため互いに情報を提

供する。  

なお、これらの措置にかかる費用については、受託者の負担とする。  

 

12  業務従事者の資格等  

受託者は、点検に必要な免許・資格等を有する者に点検を行なわせること。  

 

 

 

 


