
 

仕  様  書 

                               札幌市消防局 

 
１ 名称 

  自動体外式除細動器保守点検業務 

 

２ 点検機種及び台数（別紙１） 

  日本光電工業株式会社 TEC-2513×21 台 

  日本光電工業株式会社 TEC-2603×26 台（WS-261V 含む） 

※ WS-261V は TEC-2603 用記録器 

               

３ 業務内容 

  点検日程表の作成 

  外観検査（目視）による確認と清掃 

  計測部の精度・警報等の機能点検 

  システム総合動作確認 

  出力の調整及び確認（高圧部・コンデンサ部） 

  その他（日時設定確認） 

 

４ 再委託について 

  上記の保守点検について、機器の製造メーカーに再委託を行う場合は、承認

依頼書を提出し、当局の承認を受けること。 

 

５ 点検・修繕・検査場所 

  別紙１のとおりとする。 

  ※救急車の運用状況により検査場所が変更となる場合がある。 

 

６ 履行期間 

  契約締結日から令和５年３月 17 日（金）まで 

 

７ 点検に伴う整備 

  点検を行った結果、修繕の必要がある場合は次のとおりとする。 

  調整等によりその場で修理できる場合は作業を継続すること。 

   有償な整備（部品交換等）が発生する場合は、直ちに下記 10 問合せ先の 

契約担当者に連絡確認し、指示を受けること。 



 

８ 代替器 

  点検時の出動体制確保の為、代替器を受注者が用意すること。 

 

９ その他 

  点検工具及び測定機器等は受注者が用意すること。 

  受注者は、当市と日程等について十分打合せの上、実施すること。 

  点検完了後は、メーカー指定の様式により、点検結果を報告すること。 

  業務完了後は、「完了届」（別紙２）を提出し検査を受けること。 

  なお、当業務の支払いは、検査に合格した後に 30 日以内に支払うものとする。 

  交換した部品は、引上げることなく、業務担当者へ引渡すこと。 

  この契約の履行について、疑義が生じた場合は当市及び受注者双方協議の上、 

これを決定する。 

 

10 問合せ先 

   業務担当者 

   札幌市消防局警防部救急課救急係 

   ℡011-215-2070 宇野 貞廣 

   契約担当者 

   札幌市消防局総務部施設管理課装備係 

   ℡011-215-2030 酒井 文恵 



別紙１

署 所属 住所 機種 購入年 備考

TEC‐2513 H24

TEC‐2603 H28 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

警防５ 中央区北11条西1３丁目 TEC‐2603 R１ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

中央５ TEC‐2603 R２ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

大通５ TEC‐2513 H28

中央50 TEC‐2513 H25

豊水５ 中央区南８条西２丁目 TEC‐2603 H29 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

幌西５ 中央区南11条西21丁目 TEC‐2603 H29 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

山鼻５ 中央区南23条西10丁目 TEC‐2603 H29 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

北５ TEC‐2513 H27

北エルム５ TEC‐2603 H30 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

あいの里５ TEC‐2513 H28

あいの里50 TEC‐2513 H24

篠路５ 北区篠路２条４丁目 TEC‐2603 R１ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

新光５ TEC‐2603 H30 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

新光50 TEC‐2513 H26

東５ TEC‐2513 H27

東モエレ５ TEC‐2603 H30 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

栄５ TEC‐2603 H30 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

栄50 TEC‐2513 H26

札苗５ 東区東苗穂４条２丁目 TEC‐2513 H28

苗穂５ 東区北８条東11丁目 TEC‐2603 H29 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

白石５ TEC‐2513 H28

警防50 TEC‐2513 H25

菊水５ TEC‐2603 H29 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

菊水50 TEC‐2513 H26

北郷５ 白石区北郷３条５丁目 TEC‐2513 H27

厚別５ TEC‐2603 H30 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

厚別50 TEC‐2513 H26

厚別西５ 厚別区厚別西３条５丁目 TEC‐2603 R３ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

豊平５ 豊平区月寒東１条８丁目 TEC‐2603 R３ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

平岸５ 豊平区平岸１条11丁目 TEC‐2603 R２ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

西岡５ 豊平区西岡４条６丁目 TEC‐2603 H30 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

清田５ TEC‐2603 R２ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

清田50 TEC‐2513 H25

北野５ 清田区北野７条５丁目 TEC‐2603 R３ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

南５ TEC‐2513 H28

南50 TEC‐2513 H23

定山渓５ 南区定山渓温泉西１丁目 TEC‐2603 R１ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

藤野５ 南区藤野２条３丁目 TEC‐2603 R３ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

幌西50 南区石山２条４丁目 TEC‐2513 H26

西５ 西区発寒10条４丁目 TEC‐2513 H27

八軒５ 西区八軒１条東３丁目 TEC‐2603 R１ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

西野５ 西区西野３条２丁目 TEC‐2603 Ｈ30 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

手稲５ TEC‐2603 R1 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

手稲50 TEC‐2513 H26

前田５ 手稲区前田６条５丁目 TEC‐2603 R２ 除細動器ＴＥＣ2603用記録器(ＷＳ261Ｖ)　含む

※台数 TEC－2513 21台 ※出向施設数 33 施設
TEC－2603 26台
合計 47台

南署

厚別署

東区北24条東17丁目

清田区平岡１条１丁目

南区真駒内上町５丁目

白石区菊水上町１条３丁目

厚別区厚別中央１条５丁目

手稲区手稲本町２条５丁目

白石区南郷通６丁目北

警防部

中央署

東署

白石署

手稲署

豊平署

清田署

西署

札消ヘリ 石狩市新港東２丁目

中央区南４条西10丁目

北区あいの里２条１丁目

東区北46条東14丁目

令和４年度除細動器一覧

北署

北区北24条西８丁目

北区新琴似１条12丁目



別紙２

役務－第９号様式　完了届

住 所

商号又は名称

職 ・ 氏 名 印

自動体外式除細動器保守点検業務

備考　札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不要）
　　を可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

受付 印

職

職

　上記のとおり完了届の提出があったので、この役務の履行検査に係る検査員及び立会人
については次の者に命じ、　　年　月　日に検査を実施してよろしいか。

検査員

立会人

氏　名

氏　名

上記役務は、　　年　　月　　日に完了したのでお届けします。

（なお、完了した役務の内容は、作業日誌等にて逐次報告したとおりです。）

課　長 係　長 係

年　　月　　日

（　以 下 、札 幌 市 使 用 欄　）

完　了　届

年　　月　　日

（あて先）札幌市長

名　称

完了を確認した職員


