
（別添） 

県営住宅量水器取替及び賃貸借業務（A 地区）仕様書 

 

１ 業務の名称 

  県営住宅量水器取替及び賃貸借業務（A地区）（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務の概要 

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和３４年鳥取県条例第４９号）第２条の２に規

定する県営住宅等（法第２６条に規定する県営住宅を除く。）に設置する量水器を新たに調達す

るとともに、それらの保守を行う。 

 

３ 契約期間及び借入期間 

（１）契約期間 契約締結の日から令和１１年３月３１日まで 

（２）賃貸借期間 ４（１）の納入期限の翌日から別紙「量水器取替及び賃貸借業務対象団地等一

覧表」に示す日まで 

   

４ 納入物品等 

（１）量水器の取替 

   量水器の納入物品、納入場所及び納入期限は別紙「量水器取替及び賃貸借業務（A 地区）対

象団地等一覧表」に示すとおりとする。 

（２）提出物 

以下に示す提出物を鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課（以下「住まいま

ちづくり課」という。）に提出すること。 

区分 納入期限 形式 

実施計画書 契約締結日から１０日以内 紙媒体１部 

納品写真 （１）の納入期限から１５日以内 

 

紙媒体各１部 

電子ファイル各一式 納入完了報告書 

   ※電子ファイルは、電子媒体（CD-R 又は DVD-R）に格納して提出すること。 

 

５ 納入物品の仕様 

（１）納入する量水器は、計量法（平成４年法律第１１号）第７２条第２項に規定する検定証印の

有効期間（以下「有効期間」という）が３（２）の賃貸借期間末日以降に満了するものである

こと。 

（２）その他、納入する量水器の仕様に関して不明な事項は、別紙「量水器取替及び賃貸借業務（A

地区）対象団地等一覧表」を参照すること。 

（３）量水器には保温カバー（メーカー標準品）を設置すること。 

 

６ 納入物品の設置作業 

（１）設置作業は実施計画書に基づき実施すること。 

（２）設置作業を行う１週間前までに、入居者に対して断水等の周知を行うこと。 

（３）設置作業のうち資格が必要な作業については、当該資格取得者が実施すること。 

（４）既設及び新設する量水器のメーター数値及び有効期限を写真で撮影し、４（２）の納品写真

に添付すること。 

（５）既設の量水器は、撤去後、発注者が指示する場所に返却すること。 

（６）設置作業に必要な手続きは、受注者において適切に行うこと。 

（７）別紙「量水器取替及び賃貸借業務（A 地区）対象団地等一覧表」に示す納入物品の賃貸借料

には設置作業費用を含むこと。 



７ 保守 

（１）保守の範囲は、納入物品（量水器に限る。）の点検及び故障修理とする。 
（２）受注者は定期的（１ヵ月に１回程度。）に納入物品の故障の有無について点検を行い、故障

を発見した場合、速やかに発注者にその旨を報告するとともに故障の修理を開始すること。 
（３）受注者は、故障した納入物品の故障修理が完了したときは、発注者にその旨を速やかに通知

すること。 
（５）別紙「量水器取替及び賃貸借業務（A 地区）対象団地等一覧表」に示す納入物品の賃貸借料

には賃貸借期間中の保守費用を含むこと。 
（６）受注者は、発注者が納入物品を常に安全かつ完全に使用できるよう本仕様書の保守内容に基

づき保守を行い、その費用を負担すること。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理

又は調整の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担するものとする。 

 

８ 追完請求権 

（１）発注者は、納入物品の引渡しを受けた後において、当該納入物品が仕様書で定める内容に適

合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により

納入物品の修補、代替物品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することがで

きる。 

（２）前号の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追

完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。 

（３）前２号の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるもの

ではない。 

 

９ 損害の負担 

本業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者の負担とす

る。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合及び発注者の責めに帰す理由による場合

は、この限りでない。 

 

10 機密の保持 

受注者は、保守等の実施に当たって知り得た業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に

利用してはならない。 

また、本業務に係る契約の終了後又は契約が解除された後も同様とする。 

 

11 個人情報の保護 

（１）受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務

賃貸借契約特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

（２）受注者は、従事者等に対して､特記事項を遵守させなければならない。 

 

12 仕様書遵守に要する経費 

  本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

 

13 その他 

（１）契約期間が満了したとき又は本業務に係る契約が解除された場合は、納入物品は発注者にお

いて取り外し後、受注者に返却する。ただし、契約期間途中で賃貸借期間が満了するものにつ

いては、発注者の指示に従い、受注者が撤去すること。 

（２）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受

注者が協議して定めるものとする。 



別紙 
 

量水器取替及び賃貸借業務（A地区）対象団地等一覧表 

納入場所 納入物品（量水器） 

納入期限 賃貸借期間 
※２ 備考 

団地名 所在地 棟名 種別 
※１ 口径 棟数 戸数 

東

部 

地

区 

北園第一団地 鳥取市北園２丁目 4,5,6,7 棟 個別 20A 4 48 R4.3.31 R11.3.31  

倉田団地 鳥取市数津 1 棟 個別 20A 1 12 R4.3.31 R11.3.31  

馬場町団地 鳥取市馬場町 63 棟 個別 20A 1 14 R4.3.31 R11.3.31  

東浜団地 鳥取市浜坂 55-1 棟 集中 20A 1 20 R4.3.31 R11.3.31 集中検針盤設置 

ひばりが丘団地 鳥取市浜坂 54-7 棟 集中 20A 1 20 R4.3.31 R11.3.31 集中検針盤設置 

丸山町第一団地 鳥取市丸山町 63 棟 個別 20A 1 24 R4.3.31 R11.3.31  

吉成東団地 鳥取市吉成 60-1 棟 個別 20A 1 24 R4.3.31 R11.3.31  

末恒第一団地 鳥取市美萩野１丁目 51-9 棟 集中 20A 1 16 R4.3.31 R11.3.31 集中検針盤設置 

面影団地 鳥取市面影１丁目 12 棟 個別 20A 1 15 R4.3.31 R11.3.31  

中

部 

地

区 

和田団地 倉吉市馬場町 3 棟 個別 20A 1 15 R4.3.31 R4.8.31 入居者有りの住戸のみ設置 

八幡団地 倉吉市八幡町 1,2 棟 個別 20A 2 30 R4.3.31 R11.3.31  

清谷団地 倉吉市清谷 － 個別 20A 1 18 R4.3.31 R11.3.31  

赤碕港団地 琴浦町大字赤碕 － 個別 20A 1 16 R4.3.31 R11.3.31  

西

部

地

区 

日の出団地 米子市日の出町 1 棟 個別 20A 1 26 R4.3.31 R11.3.31  

住吉団地 米子市旗ヶ崎 1 棟 個別 20A 1 15 R4.3.31 R11.3.31  

安部彦名団地 米子市彦名町 1,2,3 棟 個別 20A 3 48 R4.3.31 R11.3.31  

外江団地 境港市外江町 57R-1・58R-1 棟 個別 20A 2 32 R4.3.31 R11.3.31  

上道団地 境港市上道町 1,2 棟 個別 20A 2 18 R4.3.31 R11.3.31  

合計 

個別  23 355    

集中  3 56    

合計  26 411    

※１ 「個別」は直読式、「集中」は記憶装置付きの量水器種別を示す。ただし、記憶装置付きの量水器については、既存の住棟に設置されて

いる集中検針盤（愛知時計機器株式会社、スター配線方式）に接続可能なものに限る。 

※２ 令和４年４月１日からの借り入れとし、賃貸借期間の末日を示す。 

 



別記 

個人情報取扱業務賃貸借契約特記事項 

 

（個人情報の取扱い） 

第１ 受注者は、この調達に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らして

はならない。 

２ 受注者は、この調達に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している

者又は従事していた者が、当該調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他

に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この調達に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす

る。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第３ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、

業務の目的の範囲内で行う。 

（第三者への提供制限） 

第４ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複製、複写の禁止） 

第５ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（個人情報の適正管理） 

第６ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければなら

ない。 

（提供資料等の返還等） 

第７ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還する。ただし、発注者が別に指示したときは、当該

方法による。 

（事故報告義務） 

第８ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に

従わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第９ 発注者は、受注者が個人情報取扱業務賃貸借契約特記事項の内容に反していると認めたとき

は、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 


