
 

仕      様      書 
 

 

１．件名 国立西洋美術館消防用設備保守点検業務 

 

２．点検対象設備 

      消防用設備（詳細は「点検対象消防用設備一覧」のとおり） 

 

３．所在地 

      東京都台東区上野公園７番７号 

      国立西洋美術館 

 

４．契約期間 

   平成２８年４月１日 ～ 平成２９年３月３１日 

 

５．定期点検について 

（１）点検実施時期 

「消防法施行規則の規定に基づき，消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容

に応じて行う点検の期間，点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

（平成１６年消防庁告示第９号）」の規定に従い，機器点検及び総合点検を行うものとする。 

（２）点検内容 

ａ．別紙「保守対象消防用設備等一覧」に記載の設備等について，「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表の様式を定める件（昭和５０年消防庁

告示第１４号）」の規定に基づき，点検すること。 

ｂ．点検の結果，部品交換等の必要が生じた場合には，発注者と協議の上，作業を行うこと。 

  なお，部品交換等に要した費用（軽微なものは除く。）については，別途発注者に請求で

きるものとする。 

（３）点検計画書 

請負者は，初回点検の１ヶ月前までに，消防法，消防法施行規則及び消防庁告示等（以下「消

防法等」という。）で定める点検内容に基づいた点検計画書を作成の上，発注者（発注者が別

途統括管理を委託した者を含む。以下同じ。）に提出するものとする。 

（４）報告義務 

① 請負者は，保守点検終了後速やかに消防法等で定める点検票を発注者に提出するものとす

る。 

② 請負者は，消防法等の定めるところにより，所定の報告書を行政庁に提出するものとする。 

（５）作業に必要な器具類 

点検作業に使用する工具及び試験器具等は，原則として全て請負者が持参するものとする。 

 

６．故障等の緊急対応について 

（１）作業内容 

ａ．請負者は，故障等のため発注者から連絡があったときは，直ちに技術者を派遣し，適切な

処置を行い，速やかに復旧に努めるものとする。 

ｂ．作業の結果，部品交換等の必要が生じた場合には，発注者と協議の上，作業を行うこと。 

なお，部品交換等に要した費用（軽微なものは除く。）については，別途発注者に請求で

きるものとする。 

（２）報告義務 

請負者は，故障等の復旧作業を行った場合，作業完了後，報告書を発注者に提出し，確認を

受けるものとする。 

（３）作業に必要な器具類 

作業に使用する工具及び試験器具等は，原則として全て請負者が持参するものとする。 

 

 



７．一般事項 

（１）本保守点検業務の履行に当たっては，館の運営等に支障のないよう，事前に作業日程等につ

いて，発注者と十分に打合せを行うこと。 

（２）作業現場の管理は関係法規に従い遺漏なく行い，点検者その他の管理，風紀，衛生の取り締

まり並びに火災，盗難，その他の事故防止について十分注意すること。また，現場内は常に清

潔にし，作業時に発生したごみ等は，請負者が処理すること。 

（３）点検時，機器間配線異常が発見された場合は，調査・報告の上補修すること。 

（４）作業開始時及び終了時は，発注者の確認を受けること。 

 

８．範囲外事項 

下記の費用は，発注者の負担とすること。 

（１）発注者の取扱上の不注意による事故及び天災等，外部妨害による障害の復旧にかかる諸費 

用 

（２）改造，変更等にかかる諸費用 

（３）オーバーホールにかかる諸費用 

（４）点検のために使用する電力，水道，足場及び架設工事費 

 

９．その他 

請負者は，建築基準法の一部を改正する法律（平成２６年法律第５４号）の定めにより，平成２

８年６月に施行予定の改正後の建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく防火設備に係る

検査及び定期報告について，発注者への情報提供に努め，所定の報告書を行政庁に提出するものと

する。 

 なお，追加で必要となる検査が生じた場合の費用については，別途協議するものとする。 

  



別紙 

保守対象消防用設備等一覧 

項目 種別 数量 建物名 

１．消火器 

粉末消火器 加圧式 

３４本 本館 

３８本 新館 

６２本 企画展示館 

強化液消火器 蓄圧式 

２本 本館 

４本 新館 

１９本 企画展示館 

２．屋内消火栓設備 

水源  
１式 新館 

１式 企画展示館 

加圧送水装置 ポンプ方式 
１式 新館 

１式 企画展示館 

配管等  
１式 新館 

１式 企画展示館 

屋内消火栓箱等 
露出型、埋込型 １０基 新館 

露出型 ２６基 企画展示館 

３．スプリンクラー設備 

水源  １式 企画展示館 

加圧送水装置 ポンプ式 １式 企画展示館 

配管等  １式 企画展示館 

送水口  １式 企画展示館 

スプリンクラーヘッド 閉鎖型 ６２１個 企画展示館 

流水検知装置・圧力検知装置  ７台 企画展示館 

一斉開放弁（電磁弁を含む）  ７台 企画展示館 

耐震装置 吸水・吐出フレキシブル継手 １式 企画展示館 

４．不活性ガス（二酸化炭素）消火設備 

消火剤貯蔵容器等 

ＣＯ２ ５５㎏ ２２本 
新館 

ＣＯ２ ４５㎏ ２本 

ＣＯ２ ４５㎏ １０１本 企画展示館 

起動用ガス容器等 
ＣＯ２ １㎏ ２本 新館 

ＣＯ２ １㎏ １２本 企画展示館 

選択弁 
ガス圧式 ２台 新館 

ガス圧式 １２台 企画展示館 

操作管・逆止弁 
逆止弁 ４個 新館 

逆止弁 ３４個 企画展示館 

起動装置 
露出型操作箱 ３個 新館 

埋込型操作箱 １２個 企画展示館 

警報装置 
スピーカー ４個 新館 

スピーカー １７個 企画展示館 

制御盤 
 １式 新館 

 １式 企画展示館 

配管等 
 １式 新館 

 １式 企画展示館 

放出表示灯 
露出型 ５個 新館 

露出型 ２３個 企画展示館 

噴射ヘッド 
 ５個 新館 

 ４５個 企画展示館 

防護区画 

ドアチェック 
５個 新館 

１９個 企画展示館 

防火扉 １面 企画展示館 

ガス圧ダンパー 
１２個 新館 

４１個 企画展示館 



防護区画隣接部分の保安措置 

放出表示灯 露出型 １個 新館 

放出表示灯 露出型 ９個 企画展示館 

スピーカー １個 新館 

スピーカー １７個 企画展示館 

非常電源 
 １式 新館 

 １式 企画展示館 

５．ハロゲン化物消火設備 

ハロゲン化物消火剤貯蔵容器 ハロン１３０１ ５０㎏ １６本 新館 

起動用ガス容器等 ＣＯ２ １㎏ ３本 新館 

選択弁 ガス圧式 ３台 新館 

操作管・逆止弁 逆止弁 ５個 新館 

起動装置 露出型２個、埋込型１個 ３個 新館 

警報装置 モーターサイレン ３個 新館 

制御盤  １式 新館 

配管等  １式 新館 

放出表示灯 露出型 ６個 新館 

噴射ヘッド  ２２個 新館 

防護区画 
ドアチェック ５個 新館 

ガス圧ダンパー １０個 新館 

非常電源  １式 新館 

６．自動火災報知設備（ＧＲ型複合盤 １９９７年能美防災製） 

予備電源・非常電源 密閉型ニッカド蓄電池 １式 企画展示館 

受信機・中継器  １式 企画展示館 

感知器 

差動式（スポット型） 
５個 新館 

６３個 企画展示館 

定温式（スポット型） 
３個 新館 

３８個 企画展示館 

煙式（スポット型光電式） 
１３３個 新館 

１７４個 企画展示館 

煙式（スポット型光電アナログ式） 
１１３個 本館 

８２個 企画展示館                                                                                                                          

ガス感知器 ８個 企画展示館 

発信機  

９個 本館 

１１個 新館 

１６個 企画展示館 

７．非常警報器具及び設備（日本ビクター製） 

非常電源  １式  

放送設備 

起動装置 １式  

増幅器等 １台  

スピーカー ２１６個  

８．誘導灯及び誘導標識 

誘導灯  

２８個 本館 

４９個 新館 

１０２個 企画展示館 

誘導標識  
７個 新館 

７個 企画展示館 

９．排煙設備（１９９７年ミツヤ送風機製作所製） 

防煙区画壁  ４か所  

排煙口・給気口  ４か所  

風道  ４か所  

電動機の制御装置  ４台  

起動装置  ４個  

排煙機・給気機  ４台  

排煙出口  ４か所  



１０．連結散水設備 

送水口  １２個 新館 

配管等  １式 新館 

散水ヘッド  ５０個 新館 

１１．無線通信補助設備 

無線機接続端子  ４個  

増幅器  １式  

分配器等  １式  

空中線  １式  

漏洩同軸ケーブル  １式  

１２．非常電源（自家発電設備） 

自家発電装置  
１式 新館 

１式 企画展示館 

始動装置  
１式 新館 

１式 企画展示館 

制御装置  
１式 新館 

１式 企画展示館 

保護装置  
１式 新館 

１式 企画展示館 

計器類  
１式 新館 

１式 企画展示館 

燃料容器等  
１式 新館 

１式 企画展示館 

冷却水タンク  
１式 新館 

１式 企画展示館 

排気筒  
１式 新館 

１式 企画展示館 

１３．非常電源（蓄電池設備） 

蓄電池  
１式 新館 

１式 企画展示館 

充電装置  
１式 新館 

１式 企画展示館 

１４．防火戸・防火ダンパー等連動設備 

防火扉  
１４か所 本館 

１４か所 新館 

シャッター  
２０か所 本館 

４か所 新館 

ダンパー  

２８か所 本館 

７６か所 新館 

１０５か所 企画展示館 

垂れ壁  
１０か所 本館 

５か所 新館 

排煙口  
２か所 本館 

３９か所 企画展示館 

給気口  ７か所 企画展示館 

 

 


