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旭西排水センターほか自家用電気工作物保安業務委託一般仕様書

第１章   総    則

（目　的）

第１条   本仕様書は，旭西排水センターほかポンプ場１６機場，浄化センター１機場の自家

用電気工作物を適切に保守点検し，機器の適正な管理及び事故・故障を未然に防止するこ

とを目的とした保安業務（以下「業務」という。）の実施について必要な事項を定めるも

のである。受託者は，旭西排水センターほかの機能が十分発揮できるよう契約書，仕様書，

その他関係書類に基づき，効率的，経済的，且つ安全に業務を履行しなければならない。

（業務の内容）

第２条   業務の主な内容は，旭西排水センターほかの自家用電気工作物を保安監督および保守点

検し、軽微な事項等にあっては補修・清掃などを随時に行うものである。また，機器の故

障など緊急時においては，本市監督員の指示のもと現場に急行し，復旧及び関係各機関へ

の連絡等を行うものである。ただし，旭西排水センターについては，電気主任技術者とし

ての保安監督業務は含まれない(本市側で選任)。

（関係法令の遵守）

第３条   受託者は，業務の実施に当たり，下水道法，労働基準法，道路交通法，廃棄物の処理及

び清掃に関する法律の他，電気事業法等の電気に関する諸法令法令，施行令，通達等を遵

守しなければならない。

２　関係機関より各法令に基づく改善命令・措置命令等の指導を受けた場合は，速やかに

対応し，内容等を書面をもって遅滞なく委託者に通知しなければならない。

（保安業務）

第４条   第２条に掲げる業務は次の通りとする。

（１）月次点検業務

（２）年次点検業務

（３）緊急時対応業務

（４）その他，書類等の作成及び関係各機関への届出等。

各点検内容等は，特記仕様書による。

（関係機関への届出）

第５条   受託者は，業務履行に必要な届出・申請等の書類を作成し，関係機関へ届出を行うこと。

なお，届出等に必要な費用その他は，受託者の責任において負担すること。

（業務実施計画書）

第６条   受託者は業務に着手するに当たり事前に業務実施計画書を作成し，本市の承諾を得るこ

ととする。

その他，業務着手前に以下にあげる書類を作成して提出すること。

（１）点検業務の細目及び基準書

（２）その他特に必要とされるもの，および市監督員より指示のあったもの



（業務履行の確認）

第７条   業務履行の確認は，点検立会，委託写真帳及び点検毎の報告書をもって確認とする。

（緊急事態発生時の対応）

第８条   受託者は，関係法令・法規等の遵守はもとより，業務に起因する事故防止に努めること

とする。このため，事故防止を目的として，各操作機器・点検機器の整備，安全啓発活動

等を積極的に実施すること。

２　受託者は，受託範囲機器の突発的事故等（落雷等の天災も含まれる。）緊急事態の発

生するおそれのある場合，または発生した場合は，委託者の指示に従うこと。また，現場

作業に従事する技術者の非常呼出及び緊急連絡等が常に可能な体制を確立しておかなけれ

ばならない。

上記の体制等は，本市にその旨を事前に書面をもって通知しなければならない。また，上

記の非常呼出が委託者によって発令された場合，当該緊急事態発生場所に到着し速やかに

原因究明及び，故障対応しなければならない。

３  緊急事態発生時の内容及び対応措置についての報告を，速やかに書面をもって提出し，

本市の承諾を得なければならない。

４　万が一の事故発生においては，前項同様速やかに報告を行うとともに，第三者に損害

を及ぼしたときは，損害に対して十分な措置を行うものとする。また，これらの損害賠償

等は，全て受託者の責に負うものとする。ただし，事故原因が委託者の責に帰すべき事由

により生じた場合にはこの限りではない。

（施設の保全）

第９条   受託者は，各機場の既設構造物・機器などに損傷又は損害を与えた場合，受託者の負担

と責任において原状回復すること。ただし，事故原因が委託者の責に帰すべき事由により

生じた場合にはこの限りではない。

（秘密保持等）

第１０条   受託者は，当該委託契約履行上知り得た秘密を，他人に漏らしてはならない。

（提出書類）

第１１条   受託者は，本業務において次の関係書類をＡ４判にて提出すること。

１  委託業務着手前に提出する書類

（１）委託業務着手届 一部

（２）業務責任者及び主任技術者届 一部

（３）委託作業表 一部

（４）その他監督員の指示による必要な書類 一式

２　委託業務中に提出する書類

（１）月次点検報告書（旭西：３ヶ月毎） 一部

（２）業務計画書 一部

（３）保安体制構成員一覧表 一部

（４）緊急連絡体制表 一部

（５）その他監督員の指示による必要な書類 一式

３  委託業務完了時に提出する書類



（１）委託業務完了届 一部

（２）委託業務写真帳 一部

（３）点検報告書（総括） 二部

（４）その他監督員の指示による必要な書類 一式

（事前調査）

第１２条 　受託者は，業務の現場作業着手に先立って，機器の状況・関連作業及び関係する各機場

の通常運転管理内容等について綿密な調査を行い，十分に実状を把握の上業務の履行にあ

たること。

特に，各機場の通常業務の特殊性を十分に理解し，機械的及び時間的制約のある機器・現

場を把握すること。また，業務範囲と密接な関係のある制御機器等も十分に理解した上で

作業すること。

（主任技術者）

第１３条 　受託者は，第２条に掲げる業務を履行するにあたり，相当の経験を有するものを主任技

術者と定めて，受託者に選任届を提出すること。なお，主任技術者は業務履行に必要な資

格を有するものであること。

２　受託者は，前項の規定により選出された主任技術者が，病気その他の理由により業務

の履行が困難な場合は，新たに主任技術者を選任し委託者に選任届を提出すること。この

場合においても，前項の規定により選任すること。

３　主任技術者は業務を履行するにあたり，契約書，仕様書・図面・当該施設の通常業務

の内容及び制約・各機器操作方法等，適正かつ円滑な業務遂行に必要な知識について十分

に熟知するとともに，常に新しい技術を吸収し，業務履行の能率向上に努めること。

（技術者）

第１４条 　受託者は，第２条に掲げる業務を履行するにあたり，相当の経験を有するものを技術者

と定めて，点検業務等に従事させること。なお，点検技術者は業務履行に必要な資格を有

するものであること。

２　技術者は当該に従事するにあたり，仕様書・図面・当該施設の通常業務の内容及び制

約・各機器操作方法等，適正かつ円滑な業務遂行に必要な知識について十分に熟知すると

ともに，常に新しい技術を吸収し，従事する業務の能率向上に努めること。

（疑義等）

第１５条   本仕様書に疑義を生じた場合には，両者協議の上定めるものとする。

（履行期間）

第１６条 　本業務の履行期間は，令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。

（その他）

第１９場 　落雷，台風，地震などから発生する自家用電気工作物に係るトラブルは，施設全体の機

能停止というきわめて重大な事態となり，また，多数施設で同時に発生することから，多

人数の保安業務従事者や保安業務用機械器具を同時に多数箇所投入し組織力をもって対応

すること。



旭西排水センターほか自家用電気工作物保安業務委託特記仕様書

（適　用）

第１条   本特記仕様書は，旭西排水センターほかポンプ場１６機場，浄化センター１機場

の自家用電気工作物保安業務委託に適用する。

（業務対象機器）

第２条   本業務の対象となる機器は，旭西排水センターほかの場内及び各機場の自家用電気工作

物である。自家用電気工作物の制御等を行う機器及び制御回路・警報回路等，また非常用

発電機及び付随する機器も業務対象に含まれる。なお，遠方監視制御装置・情報処理装置

等の取扱に高度な専門技術を要するものについては，本業務対象外とする。

（使用機材）

第３条   本業務で使用する点検機器等は，受託者の負担と責任において準備すること。なお，点

検等に必要な消耗品についても同様に，受託者の負担と責任において準備すること。

また，測定機器類は関係法令・法規等に準拠し，点検整備・検定等を行った動作良好なも

のを使用すること。

（保護具の着用）

第４条   本業務を履行する際，労働基準法・労働安全衛生法及び関係法令・法規等に定められた

防護具を着用すること。また，必要に応じて絶縁保護具等を適切に着用し，感電等の事故

を防止すること。なお，本業務に従事する際は，点検従事者である旨の腕章を用意し着用

すること。

（業務の把握）

第５条   受託者は，旭西排水センターほかにおける通常業務により発生する履行上の時間的及び

作業的制約を十分に理解し施設の通常業務及び機器運転等に支障をきたさないよう，業務

を履行しなければならない。また，本業務で行う点検等が支障をきたすと判断した場合，

受託者は本市監督員の指示に従って日程及び作業内容の変更を行うこと。

（制約事項）

第６条   旭西排水センターほかの各施設は常時汚水排水・雨水排水及び水処理等の施設であり，

年次点検検等で停電を伴う作業を行う場合，時間的制約が発生する。そのため受託者は年

次点検の時期及び作業内容等を明記した点検作業書を本市監督員に提出し，事前に承諾を

得ること。なお，年次点検は汚水排水・水処理等の施設については停電時間は半日程度，

雨水排水施設は当日の気象状況等により時間制約，または点検日の変更があり得るため受

託者は，上記制約等を十分に理解した上で適切な点検技術者の人員確保及び配置を行うこ

と。

（履行場所）

第７条   本委託業務の履行場所の所在地は次のとおりとする。

（１）旭西排水センター 岡山市北区七日市西町６番１０号

（２）天瀬ポンプ場 岡山市北区京橋南町１番１０号

（３）巌井ポンプ場 岡山市北区富町二丁目６番３０号



（４）万成ポンプ場 岡山市北区谷万成二丁目１２番７号

（５）笹ヶ瀬ポンプ場 岡山市北区野殿西町１番３

（６）平田ポンプ場 岡山市南区米倉１５１－２

（７）当新田ポンプ場 岡山市南区当新田２６７－１

（８）岡南ポンプ場 岡山市南区築港元町８番８号

（９）浦安ポンプ場 岡山市南区築港栄町１０番地１５

（10）錦ポンプ場 岡山市南区藤田２３５６－１

（11）野殿ポンプ場 岡山市北区野殿西町４２８番６

（12）古新田ポンプ場 岡山市南区古新田９９０番１

（13）田中ポンプ場 岡山市北区田中５８１番地

（14）北長瀬ポンプ場 岡山市北区北長瀬２１０５

（15）芳賀佐山ポンプ場 岡山市北区芳賀５１０１番地

（16）芳賀佐山第２ポンプ場 岡山市北区芳賀５１１１－１１

（17）上芳賀ポンプ場 岡山市北区芳賀２４２４－１０

（18）足守浄化センター 岡山市北区足守２１６８番地３

（月次点検）

第８条   月次点検は，保安規定にて定められた頻度で本市監督員の承認を得て来場し，自家

用電気工作物の点検を行う。ただし，低圧受電設備の施設は隔月点検とすることがで

きる。

月次点検の内容は，以下のとおりとする。

（１）受変電設備及施設内の各盤類の目視等による点検，及び軽微な補修及び清掃等。

（２）各受変電盤及び変圧器の電圧・電流・漏洩電流値等の測定。

（３）非常用発電機の試運転及び点検

  蓄電池　－　電圧・液量・触媒栓等

  発電機　－　各液量及び液温，漏れ　　電圧・油圧・回転数・周波数・動作確認等

（４）報告書の作成及び報告

（５）その他必要な点検

（６）必要に応じ盤清掃・軽微な補修・消耗品等の交換（消耗品は本市支給）

入場時，退場時には，旭西排水センター中央監視室（２２５－５５３５）まで連絡するこ

と。なお，不具合箇所が発見された場合は，上記の連絡とは別に，旭西排水センター２階

事務所（２２５－０６４６）の本市監督員に速やかに報告すること。速報資料等を求めら

れた場合は速やかに提出すること。

（年次点検）

第９条   旭西排水センターの年次点検は，本市監督員の指定する日時に来場し，自家用電気工作

物の点検を行うこと。なお，受託者は年次点検の計画書を作成し，本市監督員の承諾を得

ること。旭西排水センター以外の各機場の年次点検については，本市監督員と協議し承諾

を得た日時に実施すること。

　なお、旭西排水センターの年次点検は、保安規定に基づき、６年に１度の精密巡視点検

を行うこと。点検内容の詳細は保安規定を確認し、不明な点は監督員と協議を行うこと。

　年次点検においては，機場によっては業務の性格上，長時間停電は不可能であるため短

時間で作業が終了するよう作業員を確保するとともに，停電日時・点検方法等について綿

密な打ち合わせを行うこと。



　年次点検にあたり，施設内の関連機器の立ち下げ及び立ち上げは，本市職員において行

うものとし，受託者は，立ち下げ完了後停電条件が整い次第速やかに本市監督員の指示の

もと，年次点検に着手するものとする。なお，旭西排水センター以外の機場については，

区分開閉器の操作及び操作に関する各種届出及び電力会社との作業連絡等は，受託者の負

担と責任において行うこと。

　また，場合によってこの停電作業に平行して，本市が発注する他の修繕・委託業務が行

われる場合，受託者は安全管理体制の指揮及び事故防止の適切な処理をとること。

　年次点検（停電作業）に使用する仮設電源及び光源等は，受託者の負担と責任において

準備すること。なお，受託者は，年次点検終了後速やかに本市監督員の指示に従い復電作

業を開始すること。復電後，本市職員の行う施設内の関連機器の立ち上げ完了まで立会し，

各機器の正常な動作及び不具合箇所等の確認を行い，その結果を本市監督員に報告するこ

と。

　各機場の受変電設備の概要は，別紙１「旭西排水センターほか自家用電気工作物受変電

設備概要」及び添付図面等を参照のこと。

（変更等）

第１０条   本業務に係わる内容等の変更についての取扱は，原則として以下のとおりとする。

（１）設備の老朽化等に伴う機器の拡充，整備または取替等によって生ずる機器類操作方

法の変更及び点検等の変更については，本市監督員の指示により受託者において必要な教

育，技術指導を主任技術者及び点検技術者に行い，本業務の適正な履行を図ること。

（２）その他，本業務内容等の変更についての取扱は，別途協議する。ただし，軽微な変

更については，本市監督員の指示に従うこと。

（雑　則）　

第１１条   当該施設は，他の業務（修理，工事等）で車両等の往来があるため，本業務の作業に使

用する機材の運搬及び巡視の際は安全確認を徹底し，事故の防止に努めること。

２　作業工具等の置き忘れを防止するため，作業開始前及び終了後は工具類の数量確認を

行うこと。

３　受託者は，本業務において作業等に従事する主任技術者及び点検技術者に，作業に適

した統一色彩の作業服を着用させること。

（事業場別特記事項）　

第１２条 １　仮設電源

（１）旭西排水センター

　年次点検時には管理棟，特高室用の仮設発電機を設置し，本市監督員の指示する

設備に電源を供給すること。

　使用する仮設発電機はすべて超低騒音型を用い，必要な配線及び機器は事前の調

査を綿密に行い準備すること。仮設発電機の設置後，作業を開始するまでに必ず試

運転を行い電圧，相回転，周波数，残燃料の確認をすること。

（２）各機場

　無停電電源装置がミニＵＰＳとなっている機場の年次点検については、仮設発電

機を設置し、ミニＵＰＳに電源を供給すること。ただし、笹ヶ瀬ポンプ場について

は仮設発電機は不要とする(ミニＵＰＳバッテリでの無停電維持可のため)。



２　特高トランス絶縁油分析

　旭西排水センターの特高トランス１号、２号それぞれについて、経過観察のため以下の

絶縁油分析(採油作業含む)を行うこと。

（１）油中ガス分析

（２）絶縁油試験(絶縁破壊電圧、体積抵抗率、酸価、水分)

３　直流電源装置点検

　旭西排水センターの以下の直流電源装置(整流器、蓄電池)の装置点検を含めること。

（１）特高電気室

整流器YNCH-101/101、蓄電池AHH20SE×86セル 20Ah/1Hr 

（２）自家発電機室

整流器YNCH-240/300、蓄電池AMH60PE×20セル 60Ah/5Hr

（絶縁監視装置）　

第１３条 本市の需要設備に絶縁監視装置を設置する場合は、次の各号によるものとする。

（１）絶縁監視装置は受託者が設置するものとし、設置工事に要する費用及び保守費用は

　　　受託者が負担するものとする。

（２）本市は、受託者が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線などの既存の施設

　　　の利用について便宜を供するものとし、受託者の絶縁監視装置を無断で移設、取外

　　　し、修理等を行わないものとする。

（３）絶縁監視装置の情報を本市の加入電話回線を利用して自動的に受託者の事業所に通

　　　報する場合、または本市が受託者に電話連絡する場合の通信料は、本市が負担する

　　　ものとする。

（４）本市の電気工作物の変更等により絶縁監視装置が設置要件に適合しなくなった場合、

　　　および電気工作物の未改修により絶縁不良が継続する等絶縁監視装置による監視が

　　　不能となった場合は、絶縁監視装置を受託者が撤去するものとする。

（５）受託者は、絶縁監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作並びに本市から

　　　の警報を受託者に自動伝送する場合の伝送試験を月次点検時に行い、設定値におけ

　　　る誤差試験を年次点検時に行うものとする。

（６）受託者は、絶縁監視装置の警報動作電流(設定の上限値は５０ミリアンペアとする）

　　　以上の漏洩電流が発生している旨の警報を連続して５分以上受信した場合、又は５

　　　分未満の漏洩警報を繰り返し受信した場合には、本市に連絡し、受託者は電気工作

　　　物の異常の有無を確認するとともに警報発生の原因を調査し、適切な処置を行うも

　　　のとする。

（７）受託者は、絶縁監視装置の警報の受信記録を３年間保存するものとする。


