
別紙第１ 

 

平戸市市民プール「シーライフひらど」清掃業務仕様書 

 

１ 清掃内容 

(1) 敷地全体を含めた本施設について、良好な環境衛生、美観の保持、安全かつ快適な

空間を保つため、適切な清掃業務を実施すること。 

(2) 清掃作業の際は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。２の清掃箇所で示さ

れていない箇所があれば、随時清掃すること。 

 

２ 清掃業務の要領等については次のとおりとする。 

 

 

 

随
時

週
2
回

年
2
回

ロビー ○
事務室 ○
コーチ室 ○
売店 ○ (開店期間)
裁暖室 ○
シャワー室 ○
トイレ ○
倉庫 ○
プール水槽 ○
プールサイド ○ ポリッシャー清掃
足洗い場 ○
更衣室 ○

プール水槽 ○
プールサイド ○
トイレ ○ ７月～９月

○

　　　　　　　項　　目

　箇　　所

園内除草清掃

内部

外部



別紙第２ 

 

平戸市市民プール「シーライフひらど」貯水槽清掃業務仕様書 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 業務内容 

  貯水槽清掃業務 

受水層（16ｔ）       年２回 

 

２ 業務方法 

・業務は，利用者の妨げにならないように配慮すること。 



別紙第３ 

 

平戸市市民プール「シーライフひらど」自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 業務内容 

(1) 電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済

産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項その他必要な事項がある場合

は、これについて報告及び助言を行う。 

(2) 電気事故発生時における応急措置並びに事故原因の探求の協力及び再発防止の協

力助言、また必要に応じ臨時点検を行う。 

(3) 法令に基づく立入検査の立会いを行う。 

(4) 自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、法令に基づく工

事期間中の点検、竣工検査を実施し必要な助言を行います。 

(5) 自家用電気工作物の設置又は変更について、経済産業局長に対し申請書又は届出

書の提出を必要とする場合における書類又は図面の作成及び手続の協力を行う。 

 

 ・点検の頻度 

月次点検   隔月 1 回 

年次点検   毎年 1 回（年次点検Ａ３年２回 年次点検Ｂ３年１回） 

※ただし、年次点検Ｂを実施した年度から起算して３年以内に、次

回の年次点検Ｂを実施する。 

臨時点検   必要の都度 

※上記の月次点検、年次点検及び臨時点検業務は、原則として所定

就業時間内に実施する。 

工事期間中  毎週 1 回 

 

・委託設備 

需要設備：設備容量 180kVA 受電電力 123kw 受電電圧 6,600V 

 

２ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 

 

 



別紙第４ 

 

平戸市市民プール「シーライフひらど」自動制御機器・制御盤保守点検業務仕様書 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 業務内容 

空調用自動制御盤装置年間保守 

 (1) 自動制御機器保守点検 

ボイラー廻り制御(1)      １組 

ボイラー廻り制御(2)      １組 

ボイラー廻り制御(3)      １組 

シャワー廻り制御(4)      １組 

オイルタンク廻り制御(1)    １組 

ファンネルユニットゾーン制御  ４組 

パネルヒータ制御（操暖房）   １組 

(2) 制御盤保守点検 

制御盤（CP-１,CP-２） 

点検の頻度 

(1) 定期点検  毎年２回 

 

２ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 



別紙第５ 

 

平戸市市民プール「シーライフひらど」真空温水ヒーター定期点検業務仕様書 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 業務内容 

 ＧＥＣヒーター設備点検整備を年３回行い、本体の機能を常に適正に維持運転可能

な状態とすることを目的とする。 

・ バーナーの点検整備 

・ バーナーの機能点検及び燃焼調整 

・ 本体の煙管清掃 

・ 自動制御及び安全装置の作動確認 

・ 消耗部品の取替 

対象機器 

  機器名：ＧＥＣヒーター 形式 GEC40TNR-WH 製造№V-3406 

       ＧＥＣヒーター 形式 GEC40TNR-WH 製造№V-3407 

 

２ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 

 

 



別紙第６ 

 

平戸市市民プール｢シーライフひらど｣プール循環濾過保守点検業務仕様書 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 業務内容 

 施設の下記の内容について保守点検を行う 

(1) ろ材の強制洗浄 

(2) ヘヤーキャッチャーの洗浄 

(3) 減菌機の洗浄及びモーターの整備 

(4) ポンプ等のグリスアップ 

(5) その他 

 

点検の頻度 

(1) 毎年４回（３ヶ月毎） 

 

２ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 

 



別紙第７ 

 

平戸市市民プール｢シーライフひらど｣屋外プール用ポンプ定期点検業務 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 業務内容 

定期点検（年１回） 

ポンプ台数（７台） 

点検内容 

(1) 電圧、電流値の確認 

(2) 電動機の絶縁抵抗測定 

(3) 運転中、吐出圧力計及び吸込み連成計の読みの確認（放流ポンプ除く） 

(4) カップリング芯出しのチェック及び調整 

(5) 軸封部の漏洩量チェック及び調整（パッキン型のみ） 

(6) 軸受部のチェック 

(7) 外観の目視チェック及び振動測定 

 

２ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 

 



別紙第８ 

 

平戸市市民プール｢シーライフひらど｣警備業務仕様書 

 

１ 警備目的 

 警備対象施設の火災・盗難・不法侵入の予防と防止につとめ、施設物件の保全をは

かり施設の円滑なる運営に寄与することを目的とする。 

 

２ 警備方法 

（１） 機械警備方式とする。 

（２） 各設置場所に熱線センサーを取付けること。 

（３） 警備装置を既設の自動火災報知機に接続し、火災警備を行うこと。 

 

３ 警備時間 

   警備装置セット時からリセット時までの間とする。 

 

４ 警備任務及び緊急時における措置 

（１） 警備会社は監視センターに警備員１名以上を常駐させ緊急の場合、現地に 25 分

以内に到着できる体制を整えること。 

（２） 警備物件に異常発生を感知したときは、即刻当該施設に急行し、異常事態の確認

を行ない、必要に応じて関係各署、管理責任者に通報すること。 

 

５ 警備措置の設置及び工事費 

（１） 警備装置及びこれに付帯する一切の設備は、警備会社がこれを設置し、警備会社

の所有とする。 

（２） 工事費及び諸手続費は、警備会社の負担とする。 

（３） 契約期間終了後、機器撤去の場合は、契約解除となった日から 15 日以内に原形

を復旧すること。 

（４） 警報装置は、一般電話回線を利用すること。 

 

６ 保守点検 

（１）警備装置は、常に善良な状況を維持し、毎日正常に作動しているか確認すること。 

（２）万一故障になった場合は、警備会社の責任において修理すること。 

 

７ 市の検査 

平戸市において、警備装置の作動状況および警備車配置状況を検査することがある。 

 

８ 損害賠償 

警備会社の過失により発生した事故について、損害賠償責任を負わなければならな

い。 

 

９ 緊急出動料金 

緊急出動料金は、委託料に含むものとする。 

 

10 協議 

この事項に関し疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定する。 



別紙第９ 

 

平戸市市民プール｢シーライフひらど｣浄化槽維持管理業務仕様書 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 浄化槽の種類  

   合併浄化槽  処理対象人員  312 人槽 

 

２ 保守点検業務上の条件 

（１）保守点検業務に要する機械器具及び消耗品の経費は、一切受託者の負担とする。 

（２）業務実施が仕様書に示すものに適合していないと認めたときは、委託者は、その

業務の手直しを命ずることができる。この場合における費用は受託者の負担とする。 

（３）浄化槽内スクリーンの清掃、ブロアー、ポンプ類の点検調整、簡易水検査（ＰＨ・

ＳＶ・透視度・容存酸素・水温・残留塩素）、消毒薬の補給他、長崎県浄化槽事務

取扱要領に基づいて月に１回（合併槽については    回）点検するものとする。 

（４）使用する消毒薬は厚生労働省認可薬品とする。 

（５）指定検査機関の行う水質に関する検査を行うものとする。 

（６）保守点検の記録は、長崎県浄化掃槽事務取扱要領の保守点検記録表合併処理（様

式十三号）によるものとし、この記録表を二部作成し一部を委託者に提出するとと

もに、自ら一部を３年間保存しなければならない。 

（７）業務実施中、破損箇所及び設備機器等の不良箇所を発見した場合は、直ちに委託

者に報告すること。 

（８）上記の他、浄化槽法等関係法令の定めにより保守点検業務を行うものとする。 

 

３ 清掃業務上の条件 

（１）清掃業務は年１回とする。 

（２）清掃業務の記録は、長崎県浄化掃槽事務取扱要領の清掃記録表（様式第 14 号）

によるものとし、この記録表を二部作成し一部を委託者に提出するとともに、自ら

一部を３年間保存しなければならない。 

（３）浄化槽法関係法令及び施行規則（清掃の技術上の基準）の定めにより清掃業務を

行うものとする。 

 

４ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 

 



別紙第 10 

 

平戸市市民プール｢シーライフひらど｣自動火災報知設備保守点検業務仕様書 

 

１ 業務内容 

 消防用設備等の外観及び機能点検年１回、総点検年１回、技術員を派遣し、消防法

施行規則第 31 条の４に定める点検を行う。なお、点検に要する材料は業者負担とする。 

・消防用設備等の種類 

自動火災報知設備・屋内消火栓・誘導灯・消火器 

 

２ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 

 



別紙第 11 

 

平戸市市民プール｢シーライフひらど｣ウォータースライダー定期検査業務仕様書 

 

  この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に定めのない事項であっても

管理上必要と認めた業務については、指定管理者が随時対応すること。 

 

１ 業務内容 

  施設の下記の内容について検査を行う 

(1)構造部関係 

地盤、基礎、構造体の定着、構造物・支柱及ぶ梁、補助部材、その他 

(2)滑走路関係 

滑走路本体、滑走路取付部分、張出し部分(手すり)、飛出防止壁、その他 

(3)スタート台及び階段関係 

スタート台及び階段の構造材、スタート台及び階段の床、その他 

(4)着水部関係 

着水部本体・水深・その他 

(5)揚水装置関係 

用水ポンプ・配管及び防振継手・電動機・計器・集毛機・弁類・その他 

(6)電気装置関係 

受電盤・制御盤・操作盤、電圧計・電流計・表示灯、配電線・配管、その他 

(7)保安関係 

安全柵・誘導柵、注意事項の標示、その他 

 

点検の頻度 

(1)年次点検 毎年１回 

 

２ 業務方法 

・業務は、利用者の妨げにならないよう配慮すること。 

 

 


