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仕様書 

 

１.名称 

大阪歴史博物館特別展示室ケース改修業務委託 

 

２.期間 

契約締結日から令和 6年 3月 31 日まで 

 

３.作業場所 

大阪歴史博物館 ６階 特別展示室（Ａ室、Ｂ室とも） 

所在地：大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 32 号 

 

４.業務の内容 

以下のケース改修、新規購入にあたってケース内の空気環境はいずれも東京文化財研

究所が定める「のぞましい空気質」を満たすものとする※。 

※「美術館・博物館のための空気清浄化のための手引き（平成 31 年 3 月）」

（https://www.tobunken.go.jp/ccr/pub/190410aircleaning_guideline.pdf）参照。 

（１）特別展示室壁面ケースの改修設計・施工 

①公開承認施設の更新を行うために必要な環境ガス対策 

・壁・床面（可動壁および免振台含む）の合板・クロスの改修（ガス発生源の除去・低

減）。 

・合板を使用する場合は、改修場所でのガスの放散を抑えるため、事前にシーズニング

を行い、有機酸対策を行うこと。また、提出する「提案書」に用いる合板の規格と有

機酸放出状況の試験方法を記載すること。 

・クロスは博物館用のもので、不燃処理がされているものを用いる。 

・作業に使用する部材等（合板、クロス、接着剤など）については、文化財に悪影響を

及ぼす汚染因子の放散を極力抑制したものを用いること。 

・酸・アルカリ放散量の試験については、試験方法および結果を報告書として提出する

こと。 

 

②改修対象壁面ケースの要目（詳細は別紙図面） 

フロア 項目 寸法（W×H×D 単位 mm） 数量 形式 

６階 壁面ｹｰｽＡ 8,550 ×3,850×1,650 6 免震台・可動パネル付き 

・エアタイトケースであること。 

・改修対象ケースの既存の合板をとりかえること。（参考：現行の合板のホルムアルデヒ
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ド放散量の性能区分 F☆☆☆） 

・可動壁にはピン打ちができるようにすること（ピンによるワイヤーの振れ止め、スチ

レンボード製のパネルの取り付けが可能なこと）。 

 （参考：現行は 12mm厚の合板） 

・なお、搬入扉、ガラスなどは現状のものを使用する。 

③ケース内展示ベース台の要目（単位は mm） 

・免振台（幅 750×長 7,900）上に設置すること 

ベース台 A：高さ 330×奥行 700×幅 710  個数 48個 

ベース台 B：高さ 330×奥行 700×幅 530  個数 24個 

・各ベース台の耐荷重量は 100kgとする。 

・ピン打ちができるものとする。 

・ケース内に設置後も、ケース内の空気環境が上記の空気環境を満たすものであること。 

（２）独立ケースの更新 

・下記のケースの規模を新規に調達、納品すること。 

項目 寸法（W×H×D 単位 mm） 数量 

H-1 ﾊｲｹｰｽ 

2,700×2,700×1,200 (現

行のケースに合わせガラ

ス面の高さは 1,800前後

とする)  

4 面ｶﾞﾗｽ 

1 

H-4 ﾊｲｹｰｽ 

2,700×2,700×1,200 (現

行のケースに合わせガラ

ス面の高さは 1,800前後

とする) 

背パネル付き 

1 

H-2 行灯ｹｰｽ 
900×2,100×900  

4 面ｶﾞﾗｽ 
1 

・新規に購入するケースには上記ケース内空気環境が満たされていること。 

・エアタイトケースであること。 

・内部はクロス仕上げであること。 

・照明は LEDとし、調光機能を有していること。 

・ケースの移動にあたっては特殊な運搬具を必要としない、キャスター自走式とする。 

・免振装置は必要としない。 

・既存のケースと色調、形状において調和するものであること。 

・ケース内に当館使用の防犯センサーが設置できるように加工を行うこと。 
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（３）旧独立ケースおよび廃材の処理 

新規に入れ替えるハイケース２台と行灯ケース１台、および不要となった壁紙、旧ベー

ス台などの部材の適切な廃棄処理。 

（４）ケース内環境の測定と改善 

・納品後、ケース内におけるホルムアルデヒド、有機酸、アンモニア濃度の数値を測定

し、その結果を完成図書に記載すること。（ケース１種類毎に１台を測定すること） 

・上記物質の濃度については基準値以下に収めること。基準値を超える場合は、速やか

に基準値内に収めたうえで、その結果を完成図書に記載すること。 

・測定方法は以下のとおりとする。 

〇採取方法…ケースを 3日間閉鎖後、北川式検知管およびエアサンプラーを使用し、

各物質の濃度を測定すること。 

〇補集方法…空気採取時間は以下のとおりとする。また、空気捕集の単位時間当た

りの流量は個々の検知管の指定のとおりとする。 

※ホルムアルデヒド 30分間 

※アンモニア・有機酸（ぎ酸・酢酸の合計値） 60分間 

〇分析方法…検知材の変色境界線から数値を読み取ること。 

〇基準値…各物質の基準値は以下のとおり。 

※ホルムアルデヒド  80ppb 以下 

※アンモニア  30ppb 以下 

※有機酸  430μg/立米 以下 

（５）提出書類 

納品後、以下の書類を提出すること。受託者は製作に係る図面等の関係書類を揃え、ま

た、当館の承諾を得た事項や各種試験測定結果などを正確に記録するとともに、系統的

に保存し、当館が提出を求めた際には、速やかに対応すること。 

ア、完成図書（原図含む）  2部 

イ、取扱説明書   2部 

ウ、作業記録写真   1部 

エ、完成写真（アルバム）  1部 

オ、その他、当館が指示するもの  

 

５．保証期間 

・納入後 1 年間を無償期間とし、通常の使用（当館の過失または故意による破損などは除

く）により１年以内に異常が生じた場合は、無償で修理または部品の交換を行い復旧する

こと。ただし、移動ケースにおける構造体は３年間、開閉機構に係る部分は 1年間の無償

補償期間とすること。 

・保守部品は１０年間以上の供給を実施することとし、納品物の保全に問題がないようにす
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ること。 

 

６. 損害の負担 

受注者の故意又は過失により、発注者への損害又は第三者に損害を与えた場合は、受注

者は賠償の責を負わなければならない。また、損害賠償金などについて、当事者間で紛

争が生じた場合は、受注者が責任をもって解決を図るものとする。 

 

７．その他留意事項 

本業務を請け負った受注者は次の事項に留意しなければならない。 

（１）法令の遵守 

本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。 

（２）個人情報の保護 

個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び大阪市個人情報保護条例の趣旨に従

い適正かつ厳格に行うこと。 

（３）守秘義務 

本業務を請け負った受注者は、本業務の履行により知り得た秘密を第三者に漏らしては

ならない。当該義務は、契約期間満了後においても免除されない。また、本業務を担当

した者が担当を終えた後及び退職した後においても同様とする。 

（４）特記仕様書の遵守 

別紙の特記仕様書を遵守すること。 

（５）製作物の使用権 

製作図などの使用権は、当館に移譲するものとする。 

（６）その他 

本仕様書に疑義が生じた場合、又は、本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、発注

者と受注者の協議によるものとする。 

 

８.連絡先 

大阪歴史博物館 

大阪市中央区大手前 4-1-32 

TEL 06-6946-5728 FAX 06-6946-2662 













 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

  大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）第 2条第 2 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接 

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・ 

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入 

契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から条例第 9条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、この契約に係る地方独立行政法人大阪市博物館機構監督職員若しくは検査職員 

又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、 

警察への届出を行わなければならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると 

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく地方独立行政法人大阪市博物館機構に対し前 

号に規定する報告をしなかったと認めるときは、地方独立行政法人大阪市博物館機構入札 

参加停止要綱による停止措置を行うことがある。 

(5) 受注者は第 3号に定める報告及び届出により、地方独立行政法人大阪市博物館機構が行 

う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

２ 誓約書の提出について 

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明 

した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこ 

の限りでない。 

 



特記仕様書 

 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の地方独立行政法人

大阪市博物館機構事務局総務課（連絡先：06－6940－4330）に報告しなければならない。 

 



グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を地方独立行政法人大阪市博物館機構に納入する際には、車種規

制非適合車を除く次の各号に定める自動車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使

用しなければならない。 

(1) 低公害車 

ア 天然ガス自動車 

イ 電気自動車 

ウ ハイブリッド自動車 

エ 車両総重量が３．５トンを超えるＬＰガス自動車 

(2) ガソリン自動車 

(3) ＬＰガス自動車（ただし、第１号エに掲げるものを除く。） 

(4) ディーゼル自動車 

 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、大阪市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動

車がグリーン配送適合車である旨の届出を大阪市環境局環境管理部環境管理課あて行う

こと。 

ただし、既に届出済の自動車を使用する場合はこの限りではない。 

３ 届出済のグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、地方独立行政法人大阪市博物館機構職員が確認のため「グリー

ン配送適合車届出済証」又は「適合車等標章交付請求書のコピー※」の提示を求めた場

合には、協力すること。 

 

 

 

 

 

 

 

※「適合車等標章交付請求書のコピー」とは、府条例に基づいて、大阪府に標章（ステッカー）

の交付請求した時の書類のコピーをいう。 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境管理課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車 NOx・PM法」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物

質排出基準に適合しない自動車である。 


