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１．業務概要

２．履行場所
　東京都大田区羽田空港地先（別添図参照）

３．履行期間

４．業務用基準面
　業務用基準面は、A.P±0.000m(T.P-1.134m) とする。

５．業務内容

灯浮標保守点検
　普通点検　（1回／1月）　

　 　水中部点検　（1回／年）
　灯浮標部品交換
　係留索部品交換

６．支給材料・貸与物件
　な　　し

７．業務仕様
　７－１ 総則

　本特記仕様書に定めのない事項については、下記の定めによるものとする。

・ 「港湾工事共通仕様書」（国土交通省港湾局　平成29年3月）

・ 「空港土木工事共通仕様書」（国土交通省航空局　平成29年4月）

 ７－２ 灯浮標保守点検
（１） 普通点検

１）点検頻度は1回／1月を標準とし、点検内容は別紙「保守点検表」のとおりとする。
２）普通点検の実施予定日は事前に監督職員へ通知するものとする。
３）普通点検に係る作業船の規格は、鋼D 150PS型 15.0tを想定し費用を計上している。

（２） 水中部点検
１）点検は業務期間中に1回以上とし、点検内容は別紙「保守点検表」のとおりとする。
２）

３）水中部点検の実施予定日は事前に監督職員へ通知するものとする。
（３） 灯浮標部品交換

１）業務期間中に1回、PF-140型灯浮標4基及びM-250B型灯浮標7基の部品交換を行うものとする。
２）

３）

４）実施予定日については事前に監督職員へ通知するものとする。

式

10回

　本業務は、東京国際空港Ｃ滑走路沖の浅場造成事業区域明示のための灯浮標の保守点検を行う
ものである。

  11基／回

交換する部品は、表1および表2のとおりとし交換部品は同等品以上とする。交換後の部品につい
ては、受注者の責任において適正に処分するものとする。

1

摘　　要

　契約締結日から平成31年3月31日までとする。
　なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇は休日として設定
している。

　業　務　名　称　 数量単位

1

灯浮標部品交換は普通点検時に、防食板の交換は水中部点検時に合わせて実施することを想
定し、費用を計上している。

水中部点検及び水中部点検結果報告は9月末日までに実施するものとする。水中部点検結果を
受けて、係留索の交換が必要となった場合、監督職員の指示により変更する。なお、契約変更は
履行期間末日までに行うものとする。

  11基／回
回

　11基

参考数量

式 1     4基

　なお、設計図書公表後、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、監督職員と別
途協議し実施するものとする。
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（４） 係留索部品交換
１） 業務期間中に1回、M-250B型灯浮標A,E,H及びKの4基の係留索の部品交換作業を行うものとする。
２）

３） 実施予定日については事前に監督職員へ通知するものとする。

表3.係留索交換部品　一覧

 ７－３ 報告
（１） 保守点検結果について、点検報告書を作成し、1ヶ月毎に監督職員に提出するものとする。
（２） 点検報告書の様式については、監督職員の承諾を得なければならない。

 ７－４ 異常発見時および臨時点検
（１）

（２）

（３）

８．検査
　本特記仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。

９．その他
（１） 灯浮標のうち、水中部での作業にあたっては、監視船を1隻配置するものとする。
（２） 海上作業の実施にあたっては、通航船舶の航行安全に十分留意しなければならない。
（３）

（４）

（５） 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
１）

2

レンズ RL-123型

備考
スタッドリンクチェーン φ22ｍｍ、18ｍ 1

品名 規格 １基当りの数量 合計数量
第２種 亜鉛メッキ、灯浮標E・H

12
電池室パッキン M-250B型 1 7

蓄電池

合計数量 備考
表1．PF-140型交換部品　一覧

鮫に対する安全対策が必要とされる場合は、監督職員と協議し適切な対策を講じなければならな
い。なお、必要な対策を講じた場合は履行期間の末日までに変更契約を行うものとする。

灯火の異常、破損、灯浮標の移動等標識機能が失われた場合、高波浪等が発生した場合および
機能維持のために保守が必要であると判断された場合、監督職員の指示により臨時点検（応急
処置）を行うものとする。

（１）、（２）の結果、監督職員の指示により、交換部品の追加等業務内容を変更することがある。
なお、契約変更は履行期間末日までに行うものとする。

点検により異常が発見された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、監督職員の指示
により処置を行うものとする。

1 4

第２種 亜鉛メッキ

B-3 4

アンカーシャックル φ22ｍｍ 2 8 第２種 亜鉛メッキ

灯浮標C・G・I防食板

蓄電池 PE112V40B2

レンズパッキン RL-123型 1 7
7

PE12V40B2 1 7
RL-123型

2 2 灯浮標Bのみ

表2．M-250B型交換部品　一覧
品名 規格 １基当りの数量 合計数量 備考

品名 規格 １基当りの数量

スタッドリンクチェーン φ22ｍｍ、14ｍ 1 2 第２種 亜鉛メッキ、灯浮標A・K

本特記仕様書に記載なき事項及び本業務の遂行上疑義が生じた場合は、監督職員と別途協議
するものとする。

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこ
と。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

φ22ｍｍ 1 4
スイベルピース φ22ｍｍ 1 4 第２種 亜鉛メッキ

交換する部品は、表3のとおりとし交換部品は同等品以上とする。係留索部品交換は灯浮標・係
留索を台船の上に引揚げ、作業を行うことを想定している。なお、交換後の部品については、受
注者の責任において適正に処分するものとする。

灯器パッキン

ジョイニングシャックル

1

2



２）

３）１）及び２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
４）

（６）

（７） 東京国際空港制限区域内の立入は、東京国際空港長の許可を受けた人員および車両とする。

以　　上

暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発
注者と協議しなければならない。

業務実施にあたっては、航空法に基づく制限表面に抵触しないよう留意しなければならない。ま
た、航空法および同法施工規則並びに空港管理規則を厳守するものとする。

１）により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書
面により発注者に報告しなければならない。
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別　紙

普通点検 水中部点検
(1ヶ月毎) (1ヶ年毎)

外装の汚損の有無 目視 ○

電池室笠間口部ﾊﾟｯｷﾝの汚損の有無 目視 ○

灯ろう､ﾚﾝｽﾞの汚損の有無 目視 ○

灯ろう､ﾚﾝｽﾞの清掃 作業 ○

取付ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄのゆるみの有無 作業 ○

ｹｰﾌﾞﾙの汚損の有無 目視 ○

日光弁動作の確認 遮蔽 ○

点滅周期の確認(毎４秒1閃) 目視 ○

各部端子の汚れ､ﾈｼﾞのゆるみの有無 作業 ○

太陽電池ﾊﾟﾈﾙの汚損の有無 目視 ○

太陽電池ﾊﾟﾈﾙの清掃 作業 ○

電源室内端平板の漏水の有無 目視 ○

中継端子の汚れ､ﾈｼﾞのゆるみの有無 作業 ○

太陽電池出力電圧の測定(晴天時のみ測定) 測定 ○

電池出力の電圧測定(負荷時) 測定 ○

電池出力の電圧測定(無負荷時) 測定 ○

電池端子のゆるみの有無 作業 ○

正規設置位置から離脱していないか確認 目視 ○

取付ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄのゆるみの有無 作業 ○

同期動作の確認 目視 ○

取付ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄのゆるみの有無 作業 ○

同期装置の汚損の有無 目視 ○

取付ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄのゆるみの有無 作業 ○

汚損の有無 目視 ○

取付ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄのゆるみの有無 作業 ○

汚損の有無 目視 ○

標体汚損の有無 目視 ○

防食板損耗の有無 目視 ○

貝､海草類の付着の有無 目視 ○

係留索の寸法計測 測定 ○

保守点検表

灯火用
電源

保守点検内容
点検
方法

反射器

頭標

水中部

位置
監視

同期
装置

点検部
位置

標体

灯具



東京国際空港灯浮標保守点検（その２）

図面番号 摘要

1 浅場造成灯浮標位置図

2 灯浮標一般図

図　　面　　名　　称

平成30年度
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