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佐賀市市営住宅等管理業務仕様書 

 

＜ 趣 旨 ＞ 

 佐賀市営住宅及び佐賀市特定公共賃貸住宅について、下記のとおり管理を実施するもの

とする。 

 

１．入居者募集業務 

市営住宅は、毎年度５月・８月・１１月・２月の年４回定期募集及び随時募集を行い、

入居希望者を募集する。ただし、特定公共賃貸住宅・単独住宅は随時募集のみを行うこ

ととする。 

（１）募集空家調査  

空家の実地調査を行い、各空家状況及び募集の可否を市に報告する。 

（２）募集広報 

広報パンプレット作成、配布、及びホームページの作成をする。 

（３）募集案内作成 

募集案内や申込書類等を作成すること。 

（平成 29 年度実績：一回の募集で最大 192 部配布） 

（４）募集説明・配布 

入居希望者に対し、資格の有無や申請書類等の説明を行い、有資格者にのみ募集

案内を配布する。 

（５）受付準備 

受付前日までに受付会場の設営や受付事務の準備を行う。 

（６）受付 

日曜日を含む６日間、午前９時から午後５時までを募集期間とし、受付を行うこ

と。ただし受付期間及び時間を延長しても構わないこととする。前日までの申込

状況を翌日９時に受付会場に掲示すること 

（７）実地調査 

優先入居申請者宅の実地調査を受付後２週間以内に実施する。居住面積や家屋危

険度等について調査し、住宅困窮度評価を行い、受付書類と共に調書を市に提出

すること。 

（８）書類点検 

受理した書類を抽選日までに、受付者以外の者で入居資格の有無等を再点検する

こと。 

（９）入力・仕分 

受理した書類を抽選日までにデータ入力し、市に提出する。 

（10）抽選会準備 

抽選の玉や抽選器、会場の準備を行い滞りなく抽選会を実施できるよう準備する

こと。 

（11）抽選会 

抽選会は公開抽選とし、申込者に誤解を与えないよう透明性のある抽選会とする

こと。募集受付月の月末までに抽選会を実施すること。 

抽選方法は、抽選器による公開抽選とし、必ず申込者に抽選器を回させ、予定者
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１名、補欠者２名を選出させること。当該部屋申込者が不在の場合は、他部屋申

込者に協力を依頼し、実施することとする。申込者が１名も抽選会に参加しない

場合は市職員が抽選器を回す 

（12）予定者及び補欠者の確定 

一般入居・優先入居の予定者１名、補欠者２名を確定させ、市に報告する。 

（13）通知及び公表 

抽選会後ただちに抽選結果を窓口で表示すること。また、抽選会翌日にホームペ

ージに抽選結果を掲載すること。さらに、予定者及び補欠者に対し抽選会後１週

間以内に通知文を送付すること。 

（14）随時住宅相談 

市営住宅等への入居希望者に対しは随時募集方法や申込資格、団地情報等の説明

を行うこと。ただし、定期募集の受付期間は随時募集の受付を一旦停止してよい。 

 

２．入退去業務 

（１）資格審査説明 

入居予定者に対し、入居資格審査の必要書類の説明及び早期提出を依頼すること。

また、暴力団員の確認及び書類資格審査のため、入居可能日が審査書類提出完了

から起算して２０日以降になることを説明する。 

（２）入居資格審査 

書類受理日から２日以内に責任者を含む職員３名以上にて審査を行い、佐賀市へ

進達すること。 

佐賀市の審査終了後ただちに審査結果を予定者に電話連絡を行い、入居可能日の

指定をさせること。 

（３）請書受理 

入居可能日または、その前日までに請書等書類を提出させ、受理する。また、連

帯保証人が適格者であるか電話または文書で確認を行うこと。 

請書の提出ではなく緊急連絡人の届出を行う予定の者においても同様の確認を行

うものとする。 

（４）敷金受領確認 

敷金納付書作成を市に依頼し、納付書を予定者に交付し、納付指導を行うこと。

入居可能日、または前日までに敷金納付を確認し、その写しを控えておくこと。

敷金は市が直接管理を行うこととする。 

（５）入居決定通知書交付 

入居可能の指定を受けたら、ただちに市に進達し、入居決定通知書の作成を行う

こと。入居日、または前日に予定者に交付する。 

（６）入居時説明 

入居者へ入居者の義務や各種届、団地生活についての注意事項を説明、指導を行

うこと。 

（７）鍵授受（入居） 

新品の錠前に付属している鍵３本をすべて入居者に渡すこと。ただし、カギにマ

スター組み込みがなされていない団地など、地域の実情に沿って受け渡し本数の

調整を行ってもよい。 
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（８）緊急避難一時入居事務 

火事や災害等により緊急一時避難の相談があった場合、受入期間や必要書類等を

説明し、市に進達すること。また、自治会長等と連絡調整を行い、入居事務を行

うこと。また、受入期間を超えて居住し続ける場合は、立退き指導を行うこと。 

（９）入居者管理台帳及び各種書類整備 

新規入居者の管理台帳を作成し、管理台帳の更新を行うこと。また、入居者別に

書類を綴り整備すること。 

（10）退去部屋確認 

当該住宅にて立会いをし、退去時義務の履行や破損箇所等入居者負担の有無を確

認すること。 

（11）鍵授受（退居） 

新品の錠前に付属していた鍵３本を退去者から受取ること。欠損がある場合は、

シリンダー交換の費用負担を説明し、納付指導を行うこと。 

（12）退去届受理 

退去届の記載指導をし、未記載、未押印等不備がない事を確認し受理すること。 

（13）家賃精算 

退去日（退去届受理日）までの当月の日割家賃を計算し、窓口で家賃を受領する

こと。ただし口座引落が確実な場合は、その限りではない。特定公共賃貸住宅明

渡届は一月を３０日で日割計算を行うこと。 

（14）敷金清算 

個人負担の有無を確認後、敷金返還額を確定させ、市に進達すること。個人負担

がある場合については退去者に履行の指導または敷金差引等を説明し了解の上処

理すること。 

（15）管理台帳・書類整備 

管理台帳及び退居届、当該退居者の一連の書類の整備を行うこと。 

（16）建替・用途廃止に伴う住戸移転の支援 

移転料調査のため、エアコン、固定電話設置の確認をすること。住居移転に伴う

必要書類の記載指導及び記載内容、押印確認を行い受理すること。残存物の有無、

鍵の受取等の移転完了確認を行うこと。 

 

３．収入調査業務 

毎年度６月から順次受付を実施すること。支所管内団地については、支所に出張し入

居者の負担軽減を図るとともに、郵送での受理を含む効率的な受付を実施すること。 

 

（１）収入申告書作成 

収入申告書や記入例パンフレット、税務諸証明交付申請書等を入居戸数分作成す

ること。 

（２）収入申告書配布 

直接各入居者宅に配布すること。配布については毎年６月１日以降に各入居 者

に送達されるようにすること。 

（３）収入申告受付 

収入申告書及び所得証明書等の受理及び入居状況・連帯保証人の確認を行う。 

（４）収入申告書未提出者の催促 

期限を区切り未提出者に対し、文書や電話連絡にて提出を催促すること。 
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（５）収入分位調査 

世帯全員の所得額、控除額、政令月収、収入分位を調査し、データ入力の上、市

に提出すること。 

（６）収入再認定調査 

随時、収入再認定申請書の受付を行い、世帯人員の増減や退職等による年度途中

での収入再認定の調査を行い、新たな政令月収、収入分位等を計算・調査し市に

進達する。 

 

４．管理業務（入居者・駐車場） 

（１）届出受理 

各種届出書類の記載指導及び各種要件に合致しているか確認し受理すること。 

・佐賀市営住宅条例施行規則上の様式及び駐車場関連書類 

様式 名称 内容 

８ 市営住宅同居者異動届 同居者の転出、出生等 

９ 市営住宅氏名変更届 氏名の変更 

１０ 市営住宅不使用届 １５日以上不使用の場合 

 その他 駐車場関連書類 

  ・佐賀市営住宅特定公共賃貸住宅条例施行規則上の様式 

様式 名称 内容 

４ 特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届 連帯保証人の変更 

５ 特定公共賃貸住宅異動届 氏名の変更、同居人の転出、出生等 

９ 特定公共賃貸住宅一時不使用届 １５日以上不使用の場合 

 

（２）申請書受理： 

各種届出書類の記載指導及び各種要件に合致しているか確認し受理すること。 

・佐賀市営住宅条例施行規則上の様式 

様式 名称 内容 

６ 市営住宅連帯保証人変更承認申請書 連帯保証人の変更 

７ 市営住宅同居承認申請書 親族等の同居申請 

１０ 市営住宅入居承継承認申請書 入居者の死亡や離婚に伴う承

継申請 

１５ 収入認定更正申請書 認定に不服がある場合に申請 

１６ 収入再認定申請書 年度途中の異動、失・退職時等

により申請 

１７ 市営住宅家賃等減免（徴収猶予）申請書 徴収猶予の申請 

１９ 市営住宅用途併用承認申請書 住宅の一部を住宅以外の用途

に併用する場合 

２０ 市営住宅模様替え（増築）承認申請書 アンペア変更や模様替えの申請 

  

・佐賀市営住宅特定公共賃貸住宅条例施行規則上の様式 

様式 名称 内容 

６ 特定公共賃貸住宅家賃減額申請書 新たに家賃減額を受けようと

する場合 
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８ 特定公共賃貸住宅家賃等徴収猶予申請書 徴収猶予の申請 

１０ 特定公共賃貸住宅模様替え（増築）承認申請書 アンペア変更や模様替えの申請 

１１ 特定公共賃貸住宅同居承認申請書 親族等の同居申請 

１２ 特定公共賃貸住宅入居承継申請書 入居者の死亡や離婚に伴う承

継申請 

（３）駐車場使用申込の受付 

空区画の確認及び、申込条件の確認を行い受付すること。保証金納付書発行及び

使用許可証発行を市に進達すること。 

（４）保証金受領確認及び許可書交付 

保証金納付指導及び受領確認を行い、使用許可証の交付を行うこと。 

（５）駐車場返還届受付 

保証金の有無や返還口座の記載の有無を確認し、受理すること。 

（６）使用料清算 

返還日までの日割使用料の計算及び受領を行うこと。ただし口座引落が確実な場

合はこの限りではない。 

（７）届出受理（駐車場関連） 

使用者、区画、車両変更の届出を受理すること。 

（８）管理台帳・書類整備 

駐車場管理台帳及びデータの更新、書類を整備すること。 

（９）車庫証明発行 

使用区画の確認及び滞納の有無の確認を行い、車庫証明書を発行すること。また、

事前に市から提供する車庫証明の管理を厳重に行い、整理簿等を作成し管理をす

ること。 

 

５．入居者相談等 

  各種要望、苦情及び相談の対応をすること。相談を受けたときは、速やかかつ責任を

持って対応すること。処理が困難な場合等は、関連部署と連携をとり対応するとともに、

市に報告し指示を仰ぐこと。また内容が業務内容範囲外であっても、相談を聞いた上で、

適切に案内、引継ぎを行うこと。特に動物飼育、迷惑行為、駐車場利用等の苦情等は、

当該入居者に対し随時、継続的に是正指導を行うこと。 

 

６．家賃収納業務（別途委託契約） 

（１）口座振替奨励 

新規入居者及び納付書納入者に対し口座振替を奨励すること。 

（２）納付書発送 

年度当初に市が発行する年間納付書を確認し、発送の補助を行うこと。また、随

時納付書発行、発送をすること。 

（３）窓口・訪問徴収 

窓口に持参された家賃等（家賃、駐車場使用料、督促手数料）や臨戸訪問による

家賃を徴収すること。徴収した家賃等は、１週間分まとめて翌週の月曜日（当該

月曜日が休日のときは、その日後の最初の休日でない日）に市に持参すること。

その際、現金出納簿、領収書控えを揃え市の確認を受けること。 
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（４）滞納整理業務 

滞納者に対しては、随時電話連絡、臨戸訪問等を行い、納付指導を行うこと。ま

た、滞納者別に訪問記録票等の記録を残し、法的措置等の対応が必要な悪質滞納

者について市に引継ぎを行うこと。 

（５）収納率 

収納率の向上を図ること。前年度決算時の滞納額を元に、滞納額の向上及び低下

について、次年度の管理経費の増減を行うこととする。収納率の上昇（下降）分

を管理経費に増加（削減）することとする。ただし増加幅は１，０００千円とし、

減少幅は１，０００千円とする。 

 

７．家賃滞納整理業務 

（１）督促状確認・送付 

市が発行する督促状について最新の入金状況や転送住所等確認連絡すること。 

（２）催告 

滞納者及び連帯保証人への催告の補助を行うこと。 

（３）分割納付受付 

家賃滞納者の解消指導による分割納付の受付を行い、市に報告すること。 

（４）即決和解 

裁判所を通し市と入居者間で分割納付の和解を行う業務の補助をすること。市に

入居者を呼び出す時等に立会いをすること。 

（５）契約解除 

市が悪質滞納者に対しての契約解除を行う際に補助を行うこと。 

（６）明渡請求 

市が悪質滞納者に対して明渡し請求を行う際の補助を行うこと。また、現場対応

時に立会いをすること。 

（７）訴訟 

市が契約解除や明渡に応じない悪質滞納者に対しての提訴を行う際の補助を 

行うこと。 

 

８．家屋修繕・設備等維持管理業務 

（１）一般修理 

現場を確認し、修理、補修を随時行うこと。また、修繕業者については市が提示

する佐賀市工事指名登録業者 C・D 級内の業者及び地元業者を活用することとす

る。ただし、緊急時及び専門技術等が必要な場合、指定管理者が対応することが

効率的な場合はこの限りではない。指定管理者は業者管理及び発注、検査確認、

支払、修繕費管理、記録整理簿等の事務管理を行うこと。また、緊急修理等を含

め夜間、休日を問わず２４時間３６５日対応すること。 

修繕費は年間２０，０００千円を上限とし、その金額内で年間の修繕を行うこと。

ただし、災害等による修繕や設備交換等の場合は、市と協議の費用負担を決定す

ることとする。 

 

（２）給水ポンプ等保守点検 

揚水・給水ポンプ等の保守点検業務。P８参照 
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（３）植栽維持管理 

植栽設置団地における植栽の維持管理。P９、１０参照 

（４）昇降機保守点検 

昇降機の保守点検業務。P１１、１２参照 

（５）消防設備等保守点検： 

団地等における消防設備等保守点検業務。P１３参照 

（６）貯水槽清掃 

受水槽・高架水槽の清掃業務。P１４参照 

（７）水質検査 

簡易専用水道法定検査、任意の水質検査業務。 

（８）屋根保守点検 

築１０年以上経過した勾配屋根（中耐構造）について検査。P１５参照 

（９）滅菌装置保守点検 

受水層付属の滅菌装置を毎月保守点検。P１６参照 

（10）各種点検・照会 

国や県、他市からの各種施設や入居者等の管理状況照会があった場合の資料を作

成し市に提出すること。また随時団地を巡回し設備・施設・遊具等についての点

検業務を行うこと。不備や危険箇所がある場合は速やかに修繕を行うこと。修繕

できない場合等は使用禁止等適切な対応を行うこと。 

 

９．住宅管理人配置廃止に伴う団地巡回業務 

  高齢者や独居老人世帯の安心確保のため、定期的に団地巡回を行い、入居者情報の把

握に努めること。 

 

10．団地消防計画に伴う団地住民の防火訓練実施  

  団地消防計画及び関係法令に基づき防火訓練の対象団地全団地にて実施し、報告書を

提出すること。 
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市営住宅給水ポンプ点検業務仕様書 

 

１．業務内容 

（１） 一般事項 

点検を行う給水ポンプは次のとおりとする。 

  揚 水 ポンプ（植木団地、常盤団地、千々岩団地、西佐賀団地、鍋島西団地、 

正里団地、船津団地、石塚団地、西古賀団地、下古賀団地） 

  加圧給水ポンプ（西与賀団地、高木団地、南佐賀団地、袋団地、楊柳団地、江頭団地、

東寺井団地、小副川峰団地、岸髙団地、弥栄団地、弥栄第２団地、

小副川永渕団地、小副川ひなた団地、中原団地、岩屋団地、広瀬団

地、鹿江団地、嘉瀬団地） 

    なお、加圧給水ポンプに搭載している発電機の点検も含む。 

（２）点検及び保守 

点検は、共通仕様書に定めるところにより適正に行い、必要に応じ、保守その他

の措置を講じるものとする。消耗部品（グランドパッキン、メカニカルシール、

オイルシール、軸受、軸継手ゴム、潤滑油、ベアリング、リレー、電球、ガソリ

ンその他これらに類するもの）の費用は、点検業務に含むものとする。 

（３）臨機の措置 

給水ポンプ、制御盤、電源等の故障が発生した場合は、指定管理者は速やかに技

術者を派遣し、修理を行うものとする。なお、技術者の派遣に伴う費用は点検業

務の費用に含むものとし、前項記載の消耗部品以外の交換等の必要が生じた場合

は、その費用はその都度市と協議する。 

（４）その他 

ポンプ室内配管の点検も同時に行うこと。また、ポンプ室内及びその周辺の清掃

を行うこと。 

 

２．点検回数 

   点検回数は、年２回とする。 
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植栽維持管理業務仕様書 

 

１．業務範囲 

  樹木の整枝剪定、病害虫の防除、除草、施肥等の樹木管理を行う。 

 

２．一般事項 

（１）対象植物への配慮 

  作業にあたっては、対象植物の特性、活力及び環境条件などを十分理解し、特に

生き物としての植物に対する細心の注意と愛情を持って作業を行い、その目的を

達成するよう努めるものとする。 

（２）施行時期 

    各作業は、天候、育成状態を考慮し、最大の効果が期待できるようにするととも

に、入居者の要望を十分に聞き、作業を進めること。 

（３）材料の管理 

    搬入した材料は、植栽が損傷、枯損することのないよう適切な措置を講ずること。 

（４）施行管理 

    常に美観を損なうことがないように責任を持って施工管理をすること。 

 

３．各工事別仕様書 

（１）整枝剪定 

    指定樹木の整枝剪定を行い（年１回）、剪定時期については、適切な時期を選び、

切り取った樹木は産業廃棄物処分とする。 

    主に剪定すべき枝は、枯枝、通風・採光・電線・軒樋・人車の通行の障害となる

枝、折損によって危険を来す恐れのある枝であり、成長が著しいものについては

特に切り込むこと。ただし、樹木の枯れるような切込みは避けること。 

    工事は、樹木の成長を考慮し、監督員と協議しながら行うこと。 

    指定樹木の下部に雑草がある場合は、除草を行うこと。 

年間計画による剪定以外にも入居者の要望があった場合は、市と協議を行いなが

ら柔軟な対応を行うこと。 

（２）防除 

    病害虫の発生には、常に留意し適切な時期に防除をおこなうこと。薬剤散布は全

樹木を対象とし病害虫の発生時に複数回に分けて適時行うものとする。 

    薬剤散布は最低でも年間前期後期に各１回以上行うこと。 

    使用する薬剤は各樹木の病害虫に適したものを使用すること。ただし病害虫の発

生がない場合は抑止効果のある薬剤でも可とする。 

（３）除草 

    機械刈りを原則とする。機械で刈り取れない場合は人力とする。 

    低木、花壇内等の除草に際しては、低木、草花等に損傷を与えぬよう注意する。 

    刈り取った雑草は、集積し、まとめて処分するとともに、除草跡はきれいに清掃

する。 

日程調整、作業内容については、団地代表者等と十分な協議をすること。 

（４）施肥 

  指定樹木について施肥を行う（雑草が茂っている場合は除草を行うこと）時期、

方法については最大の効果が得られるように施すこと。なお、降雨直後は行わな
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いこと。 

中木…固形肥料（ウッドエース同等）（1 年間で全体の 1／３実施） 

低木…化成肥料（8-8-8 同等）（１年間で全体の１／２実施） 

（５）その他 

剪定・防除の施工時には、特に車・人・洗濯物などに十分注意して行い、事前に

作業内容の周知を徹底すること。委託内容と現地本数、及び状況に変化があった

ときは、佐賀市へ連絡し、管理報告書にも特記として記入すること。台風等自然

災害が発生した場合、現地を巡回し樹木の倒木等がないか確認すること。なお、

台風等自然災害時に樹木の倒木等を確認する巡回の費用は本管理業務に含まれて

いるものとする。業務の一部及び全部を市の承認を得て委託する場合、委託先の

業者にて作業を完結させること。再委託を禁止する。 

 

４．書類 

（１）施行計画書（団地毎、樹木別に分ける。） 

（２）主要資材使用承諾願（材料、機械等） 

（３）薬剤等の散布調査票（佐賀市様式） 

（４）工程表 

（５）写真  防除…樹種毎（高・中・低）、団地毎、作業状況、配合状況及び使用薬剤等 

剪定…樹種毎、団地毎、作業前・中・後 

除草…団地毎、作業前・中・後 

施肥…樹種毎、団地毎、作業前・中・後及び使用薬剤等 

 

上記書類を毎年度事業報告書に添付の上、報告すること。 

9 
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昇降機メンテナンス仕様書 

 

メンテナンスは、遠隔監視サービス機能を標準装備したエレベーター（以下エレベータ

ーという）の２４時間運行監視を行い、計画的な予防保全を実施することにより、エレベ

ーターを常時正常かつ良好な運行状態に維持すると共に、万一エレベーターに異常が生じ 

た場合は迅速かつ的確な処置を行うこと。 

 

記 

 

１．エレベーターの遠隔監視 

（１）遠隔監視体制 

  ①エレベーターの運行状態を遠隔監視システムにより監視すること。 

  ②２４時間受信専門員が待機し、受信業務を行うこと。 

（２）エレベーターの運行監視及び運行データの収集、活用 

   ２４時間運行状態を監視すると共に運行データを収集・記録し、データの分析

を基に万全の予防保全を行うこと。 

   また、万一、次の監視項目の信号を受信した場合は、遠隔監視による運行デー

タを活用し、迅速かつ的確な処置を講じると共に専門技術者を派遣すること。 

①かん詰故障   ②使用不能故障  ③着床不良  ④戸開閉不良 

     ⑤安全装置動作 ⑥制御系電源異常  ⑦制御用マイクロコンピューター(ＣＰ

Ｕ)異常     ⑧温度異常 

  （３）遠隔監視結果報告 

     遠隔監視の結果は、四半期毎の報告書をもって定期的に知らせること。 

 

２．直接通話サービス 

  エレベーターが次の①、②の状態になった場合、エレベーターのかご内乗客が、かご

内インターホンにより受信専門員と直接通話することが可能であること。 

 ①かん詰故障の場合（この場合、自動的に直接通話が可能であること。） 

  ②使用不能故障の場合（この場合、かご内インターホンからの呼び出しにより直接通 

話が可能であること。） 

  なお、状況により受信専門員から、かご内乗客に向けて直接通話すること。 

 

３．予防保全 

  （１）点検・手入れ保全 

    ①運行データの分析を基に、計画的に専門技術者による最適な点検･手入れ保全作

業（給油・調整・清掃等）を実施すること。 

    ②点検・手入れ保全作業の対象箇所・機器は、「作業の対象」のとおりとすること。 

    ③点検・手入れ保全作業のつど「作業報告書」を提出すること。 

  （２）メンテナンス工事 

    ①エレベーターの機能維持を図る為、運行データを基に機器の磨耗・劣化を的確

に予測し、機器の構成部品の修理、部品取替えを最適な時期に行うこと。 

    ②修理又は部品取替の費用については、別途協議とする。 
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４．故障・運行異常受信時の対応 

  エレベーターの運行状態の異常通報を受信した場合、及び１－（２）項の異常信号 

を受信した場合は、２４時間待機している専門技術者を派遣し異常を確認するととも

に適切な処置を行うこと。 

 

５．品質検査 

  定期的にエレベーターの総合的な機能を確認する検査を行うこと。 

 

６．法令に基づく検査の立会い 

  建築基準法第１２条第３項に基づく定期検査の立会いを行うこと。 

 

７．維持管理の情報サービス 

  安全確保、正しい利用法についてご案内し、又、関係諸法規改正の連絡等の情報提供

サービスを行うこと。 

 

８．作業中の運転休止 

  点検等作業中はエレベーターの運転を休止することも可。 

 

作業の対象 

区分 作業の対象 

機械室 巻上機・電動機・そらせ車・制御盤 

電磁ブレーキ・調速機 

かご室関連 押しボタン・位置表示器・照明・停電灯 

外部連絡装置・運行状態・戸の開閉状態 

かご廻り 戸の開閉装置・戸の開閉機構 

戸閉め安全装置・ガイドシュー・ローラー 

非常止め装置・着床装置 

乗場 押しボタン・位置表示器 

戸のインターロック 

昇降路 上下部リミットスイッチ・非常止め装置 

ロープ・レール 

付加装置 遠隔監視制御装置・地震時管制運転装置 

停電時管制運転装置・火災時管制運転装置 
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消防設備等保守点検業務仕様書 

 

１． 業務内容 

この業務は、消防法第１７条の３の３、消防法施行令第３５条及び３６条および消

防法施行規則第３１条の６の規定により、佐賀市営住宅の消防設備等の点検および整

備を行う。 

 

２．対象団地 

市営住宅（植木（中）・常盤・南佐賀・千々岩・高木・西佐賀・鍋島西・正里・ 

西与賀・袋・楊柳・城南・江頭・嘉瀬・道崎・兵庫・船津・石塚・ 

東寺井・千歳・古湯本村・弥栄第二・鹿江・西古賀・下古賀）２５団地 

 

３．検期限および回数 

前期点検は毎年９月３０日までに１回行うこと。 

後期点検は毎年３月３１日までに１回行うこと。 

 

４．消防設備の種類および数量 

別紙のとおり 

 

５．業務内容 

（１） 点検は、消防庁長官が定める基準により行うこと。 

（２） 非常警報設備については、配線点検もあわせて行うこと。 

（３） 点検により発見した不良箇所のうち軽微なものについては整備を行い、措置内 

容を報告すること。また、重大なものについては必要な応急措置をとるとともに、

直ちに佐賀市に報告し、その指示を受けるものとする。 

 

６．その他 

(１) 点検整備は、消防法に定める資格者で行うこと。 

(２) 点検整備報告書は、各点検終了後各１部を佐賀市に提出すること。 

(３) 佐賀市は点検整備に要する消耗品等を一切支給しない。 

(４) 消火器の放射試験を行うときは、薬剤充填または交換を行うこと。なお、この費

用は委託料に含まれる。全体数量の１/１０を対象とする。 

(５) 点検の日程等について事前に入居者に回覧または掲示を行い、避難ハッチ点検に

ついては入居者の了解確認を取ること。 
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貯水槽清掃業務仕様書 

 

１．適用範囲 

仕様書以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課保全指導室監修の建築保全業 

務共通仕様書（平成３０年版）による。 

 

２．業務内容 

財団法人ビル管理教育センターの貯水槽の衛生管理に基づき、貯水槽の点検清掃を

行うこと。 

 

３．業務計画書 

業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、業務を行う者が有する

資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書を作成し佐賀

市に提出すること。 

 

４．作業報告書 

作業の終了に伴い、作業報告書及び水質検査報告書を佐賀市に提出すること。なお、

点検清掃を行った箇所のカラー写真を添付すること。 

また、別途改善が必要と思われたものはその改善工事の見積額とともに報告するこ

と。 



15 

 

屋根保守点検業務仕様書 

 

１．適用範囲 

契約書及び仕様書以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課保全指導室監修の

建築保全業務共通仕様書（平成３０年版）による。 

 

 

２．業務内容 

（１） 一般事項 点検を行う屋根は、次のとおりとする。 

アスファルトシングル葺：（正里団地、城南団地、東寺井団地、弥栄第 2 団地） 

瓦葺：（西与賀団地） 

石綿スレート葺：（袋団地、楊柳団地、鹿江団地） 

（２）点検及び保守 点検は、共通仕様書に定めるところにより適正に行い、必要に応じ

保守その他の措置を講じるものとする。 

（３）その他 軒樋、ルーフドレンの点検も同時に行うこと。また、樋等の清掃を行うこ

と。 

 

３．点検回数 

点検回数は年１回とする。 

 

４．業務計画書 

業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制（緊急連絡先含む。）、実施工程、業

務を行う者が有する資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務

計画書を佐賀市建設部建築住宅課に提出する。 

 

５．業務報告書 

業務の結果を建築保全業務報告書様式等による報告書に記入し、作業終了後、速や

かに佐賀市建設部建築住宅課に提出する。 

なお、劣化部分が著しい場合は改修工法、範囲等を検討しその改修工事の見積額と

ともに報告書を提出する。 

また、点検状況を示す写真及び図面を提出する。 
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滅菌装置保守点検業務仕様書 

 

１．対象団地 

岸高団地、弥栄団地、弥栄第２団地 

 

２．定期点検 

 年１２回（月１回） 

 

３．点検内容  

（１）滅菌ポンプ外観確認（異音、振動） 

（２）薬品タンク外観確認（タンク破損、液漏れ状況） 

（３）吐出ホース並び吸込ホース確認 

（４）サイフォン阻止弁動作確認 

（５）薬液水量確認並び補充 

 

４．事故発生時における応急措置、事故原因の調査及び再発防止策等の実施 

 

５．軽微な不良箇所の改修手直し 

 

６．点検前後の残留塩素・PH 測定 

 

７．塩素注入量の調整 

 

８．報告書提出 

（１）業務完了報告書 

（２）各点検時における点検表 

（３）点検写真 

 

 


