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  一 般 事 項 

１. 概要 

 本要求水準書（以下「水準書」という。）は、豊中市上下水道局（以下「局」という。）

及び検針センター（グロウ豊中ビル）（以下「検針センター」）に設置している電話設備更

新に適用する。 

 法令その他特別に定めるものの他はすべて水準書、当該局係員（以下「係員」という。）

の指示に従い、誠実にして且つ定められた期間内に完全に施工するものである。 

 又、水準書に特に定められていない事項においては、すべて係員の指示によること。 

 

２. 施工基準 

 水準書は、施工全般に関する一般事項を示すものであり、詳細については特記仕様書

に基づき完全に施工すること。施工業者は係員の指示を受けて、水準書、電話会社供給規

定および電気通信設備技術基準に準拠して施工すること。 

 

３. 施工 

 施工業者は、水準書に関して疑義が生じた場合または定めのない事項は、係員と協議

して定めること。 

 施工業者は、水準書に明記されていない事項であっても、施工上当然必要な事項に関

しては、施工業者の負担においてこれを施工すること。 

 

４. 準拠規格 

 水準書に記載しない事項について、準拠すべき規格および基準は特記仕様書のとおり

とする。 

 

５. 製作の着手 

 施工業者は契約後、速やかに水準書に基づき工程表並びに承認図を作成し、係員の承

諾を得ること。この承諾を得た後でなければ、製作に着手してはならない。 

 また本設備の機器が製作者固有の設計による製品で、水準書と異なる場合は事前に理

由を申し出て、係員の承諾を得なければならない。 

 

６. 中止事項 

 計画の変更、施工中の検査、関連箇所との取り合い、あるいは施工業者が係員の指示に

従わないとき又は施工業者に本業務の遂行能力がないと認めた場合は、一部又は全部に

ついて施工の中止を命ずることができる。 

 この行為が施工業者の責に基づく場合は、局はその責を負わない。 

 

７. 土地および物件 

 (1) 施工業者が施工を行うため、直接あるいは間接的に局内の設備等を使用する場合
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は、その使用範囲、目的、期間等について、書面により事前に係員の承諾を受ける

こと。 

 (2) 施工業者が係員から示された土地および物件以外のものを使用する場合は、あら

かじめ係員の同意を得て、施工業者の責任において処理すること。 

 (3) 施工が完成し、引渡し完了まで対象物の保管責任は施工業者とする。 

(4) 施工が完了した時は、施工業者は速やかに不要材料および仮設物を処分もしくは

撤去し、清掃しなければならない。 

 

８. 保安および衛生管理 

 (1) 施工業者は施工にあたって、常に細心の注意を払い、労働安全衛生法規を遵守し、

公衆および従業員の安全を図らなければならない。 

  (2) 施工中は所要の人員を配し、現場内の整理整頓および保安に努めなければならな

い。 

  (3) 重要な工作物に近接して施工する場合、あらかじめ保安上必要な措置、緊急時の

応急措置および連絡方法等について係員と協議し、これを厳守しなければならない。 

 (4) 火薬、ガソリン、電気等の危険物を使用する場合は、保安および取扱いについて

関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。 

 (5) 火薬類を使用して施工する場合は、あらかじめ係員に使用計画を提出しなければ

ならない。 

 

９. 提出書類 

施工業者は特記仕様書等に基づき必要書類を各２部提出し、係員の承諾を受けること。

尚、これらに要する費用は施工業者の負担とする。 

 

１０.諸官庁への手続き 

 施工業者は、関係諸官庁、会社に対する一切の手続きを行うとともに、常に密接な連絡

を保ち、設備使用開始に支障のないようにしなければならない。これに必要な費用は施

工業者の負担とする。 
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特 記 仕 様 書 

１. 目的 

  局及び検針センターに設置している電話設備の老朽化に伴う機能低下を防止するた

め、電話交換機及び電話設備の更新と、豊中市本庁交換機（以下「本庁」という。）と

の内線電話システムの利用を可能とすることを目的とする。 

 

２. 施工場所 

  豊中市上下水道局庁舎            豊中市北桜塚４丁目１１番１８号 

  グロウ豊中ビル６F検針センター      豊中市本町２丁目２番５号 

 

３. 施工期間 

  契約締結の日から令和２年３月２１日まで 

 

４. 準拠規格 

  契約書及び本特記仕様書に記載されていない事項については、下記の法令・規格・基

準等に準拠すること。 

・建設業法 

・労働基準法 

・電気事業法 

・日本産業規格（ＪＩＳ） 

・電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

・日本電気工業会標準規格（ＪＥＭ） 

・その他関連諸法令及び規格等 

 

５. 使用材料及び機器 

（１） 使用する材料及び機器は、それぞれの用途に適合する欠点のない製品で、ＪＩＳ、

ＪＥＭ、ＪＥＣ等の規格が定めるものを使用すること。 

（２） 使用する材料・機器については必要に応じて、係員の立会検査を行う。 

 

６. 提出書類 

施工業者は施工前に下記の書類を提出し、承諾を得ること。 

・施工計画書 

・機器搬入・搬出要領書 

・作業手順書 

・その他、係員の指示するもの 

 

 

 



 

5 

 

７.施工範囲 

①局 

（１）交換機の搬入設置 

・交換機の搬入と設置（耐震施工を行い、転倒防止対策を講じる） 

・蓄電池の搬入と設置（耐震施工を行い、転倒防止対策を講じる） 

（２）交換機からＭＤＦのケーブル敷設 

・ケーブル敷設、端子盤取付け 

・ＭＤＦ工事一式（ケーブル接続工事、ジャンパー線工事等） 

（３）屋内配線工事 

・デジタル多機能電話機屋内配線（既設バス配線利用可能）※１ 

（４）端末機器 

・デジタル多機能電話の取付け、設定、機能試験 

（５）付属機器 

・保守メンテナンス機器の取付け、設定、通信試験 

・ＶＯＩＰ通信試験 

※１ 既設バス配線を利用できない場合、新設配線での配管・配線を行う 

 

②検針センター 

（１）交換機の搬入設置 

・交換機の搬入と設置（耐震施工を行い、転倒防止対策を講じる） 

・蓄電池の搬入と設置（耐震施工を行い、転倒防止対策を講じる） 

（２）屋内配線工事 

・デジタル多機能電話機屋内配線（既設配線利用可能） 

（３）端末機器 

・デジタル多機能電話の取付け、設定、機能試験 

（４）付属機器 

・保守メンテナンス機器の取付け、設定、通信試験 

・ＶＯＩＰ通信試験 

 

８. 設備仕様 

（１）本体仕様 

    ①局 

   ・交換方式 

    通話路方式 ：ＰＣＭ時分割方式  

制御方式  ：蓄積プログラム方式 

中継方法  ：網ダイヤルイン方式、付加ダイヤルイン方式、個別着信方式、着

サブアドレス着信方式、ＡＣＤ着信方式、ＩＶＲ着信方式、専用

線中継 
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・収容可能回線：アナログ回線（ＤＰ，ＰＢ） 

：ＩＮＳ基本インタフェース回線 

：ＩＮＳ一次郡インタフェース回線 

：アナログ専用回線（ＤＬ専用、ＯＤ専用） 

：ＩＰ系電話回線 

：ＮＧＮ回線（直収可能なこと） 

 

・内線系 

    アナログ端末：ＤＰ（10ppsまたは 20pps、メーク率２３％～６５％） 

          ：ＰＢ（信号送出時間５０ms 以上、ミニマムポーズ３０ms 以上） 

デジタル端末：Ｄｃｈ（通話中にＰＢ信号を送出可能とする） 

・内線路線条件 

アナログ端末：０．４φ ８００ｍ以上 

デジタル端末：０．４φまたは０．６５φ ８００ｍ以上 

・設置場所の条件 

周囲の温度 ：１０℃～４０℃ 

相対湿度  ：１５％～９０％ 

口調設備  ：なし 

・電源 

主電源：ＡＣ１００Ｖ（単相） 

②検針センター 

   ・交換方式 

    通話路方式 ：２５６ｃｈ 時分割Ｔ１段スイッチ  

制御方式  ：蓄積プログラム方式 

中継方法  ：網ダイヤルイン方式、付加ダイヤルイン方式、個別着信方式、着

サブアドレス着信方式、ＡＣＤ着信方式、専用線中継 

・収容可能回線：アナログ回線（ＤＰ，ＰＢ） 

：ＩＮＳ基本インタフェース回線 

：アナログ専用回線（ＤＬ専用、ＯＤ専用） 

：ＩＰ系電話回線 

：ＮＧＮ回線（直収可能なこと） 

・内線系 

    アナログ端末：ＤＰ（100ppsまたは 20pps、メーク率２３％～６５％） 

          ：ＰＢ（信号送出時間５０ms 以上、ミニマムポーズ３０ms 以上） 

デジタル端末：Ｄｃｈ（通話中にＰＢ信号を送出可能とする） 

・内線路線条件 

アナログ端末：０．４φ ８００ｍ以上 

デジタル端末：０．４φまたは０．６５φ ８００ｍ以上 
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・設置場所の条件 

周囲の温度 ：１０℃～４０℃ 

相対湿度  ：１５％～９０％ 

口調設備  ：なし 

・電源 

主電源：ＡＣ１００Ｖ（単相） 

 

（２）交換機本体主要諸元 

①局 

・回線ポート数 ：最大１００ポート以上（アナログ回線換算） 

・内線ポート数 ：最大４００ポート以上 

・テナント数  ：２テナント以上 

・内線グループ数：６４グループ以上 

・停電対応   ：交換機本体４時間以上 

         その他周辺機器については２０分以上 

②検針センター 

・回線ポート数 ：最大８ポート以上（アナログ回線換算） 

・内線ポート数 ：最大１５ポート以上 

・内線グループ数：６グループ以上 

 

（３）外線内線の条件 

   ①局 

    ・外線  ：ひかり電話オフィスエース        ２０ｃｈ 

：内線ＶＯＩＰ                      ２ｃｈ 

：本庁ＶＯＩＰ                           ＳＲＤ６ｃｈ 

・端末機器：デジタル多機能電話機 １２０台（最大１４０台まで収容可） 

      カールコードレス多機能電話機 １４台 

（３６ボタン以上フレキシブルキー設定可能であること） 

・付属機能：音声対応（時間外音声対応）  同時３２ｃｈ以下 

：音声録音機能         同時８ｃｈ（１００時間） 

：ＩＶＲ機能          最大８ｃｈ 

：ＡＣＤ機能          ４グループ以上 

 

②検針センター 

    ・外線  ：ひかり電話オフィスエース         ４ｃｈ 

：内線ＶＯＩＰ                      ２ｃｈ 

・端末機器：デジタル多機能用電話機  ８台（最大１０台まで収容可） 

（２４ボタン以上フレキシブルキー設定可能であること） 
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・付属機能：音声対応（時間外音声対応）  同時４ｃｈ以下 

：音声録音機能         同時４ｃｈ（６０時間） 

：ＡＣＤ機能          ４グループ以上 

 

（３） 周辺機器 

・保守メンテナンス機器     一式 

・雷害対策機器         一式 

・付属機器の電源装置     ２０分以上 

（光回線用ＯＮＵ等のアダプター電源等で使用） 

・ＶＯＩＰ用ルーター      一式 

（局、検針センター間の内線通話を可能としフレッツ VPNワイドを用いる） 

 

９. 検査及び試験 

本工事に使用する機器・材料の検査は、係員の承諾を得た検査要領に基づき係員立

会のもと行う。 

ただし、係員が認めた場合は、施工業者が実施した検査（試験）成績表を提出するこ

とができる。 

 

１０.施工に当たっての留意事項 

（１）施工業者は、施工内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を配置して施工を

実施するものとする。また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合

は、当該資格を有する者が業務を行うこと。 

（２）施工業者は、施工の実施に際しては、あらかじめ係員と協議して、業務に支障を

きたさないよう、作業日時、作業方法等の詳細について定めるものとする。 

（３）施工業者は、作業員の安全衛生に関する管理について関係法令に従って行うこ

と。 

（４）施工業者は、施工の実施に当たっては常に整理整頓を行い、危険場所には必要な

安全措置を講じ、事故の防止に努めること。 

（５）施工業者は、施工場所若しくは周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれ

がある場合には、係員に報告の上、危険防止に必要な措置を講じること。 

（６）施工時、局が指定する箇所の電話機は常時使用できるようにすること。 

 

１１.報告事項等 

（１）施工完了後、完成図書及び作業写真を各２部、係員に提出し承諾を受けるものと

する。 

（２）本作業で発生した産業廃棄物は、関係法令に適合するよう適性に処分すること。

また、係員にマニフェストのコピーを提出すること。 
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１２.経費の負担 

  本作業を実施する費用のうち、電気・上下水道等の費用は局の負担とする。 

 

１３.取扱い説明 

  設置する機器の取扱い説明を局職員及び業務委託業者等に対して実施するものとす

る。 

 

１４.瑕疵期間 

  瑕疵担保期間は、施工完了後１年間とする。 

  瑕疵担保期間については、取扱いの過誤によらない原因で装置の故障、損傷等の不 

良・不備と認められる箇所が生じた場合には、速やかに無償で修理すること。 

 

１５．保守について 

保守については、機器設置当初から実施のこと。 

保守対象は、瑕疵担保期間中は瑕疵担保以外の機器及び配線、また、瑕疵期間終了 

後は設置するすべての機器及び配線の故障に対し、２４時間３６５日受付し、速や 

かな故障修理を実施すること。 

  保守費については、１年目と２～７年目までの費用を分けて提示すること。 

 

１６．提案の際の要望 

  電話機の配線が何らかの原因で異常をきたした場合、業務継続のための代替案を 

提案すること。 
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