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１ 件名  

  ＡＥＤ屋外用保管箱購入 

２ 購入数量  

  ４７個 

３ 履行期限  

  令和３年１２月２８日（火）まで 

４ 履行場所  

  別紙のとおり 

５ 支払方法  

  業務完了一括払 

  なお、請求に当たっては、草加市内小中学校設置分と八潮市内小中学校設置分に分 

 けて請求すること。 

６ 仕様 

⑴ ＡＥＤ屋外用保管箱本体 

ア 新規製品であること。 

イ 直射日光下においてボックス自身の機能のみで、内部に収納するＡＥＤの温度 

 管理ができること。 

ウ 壁掛式ＡＥＤ屋外用保管箱については、ボックス部分によって構成されるもの 

 とし、大きさについては、高さ６３０㎜以下、幅５３０㎜以下及び奥行３４０㎜ 

 以下とすること。 

エ 自立式ＡＥＤ屋外用保管箱については、ボックス部分、スタンド部分及び土台 

 部分から構成される一体型とし、高さ１，３８０㎜以下、幅５３０㎜以下及び奥 

 行５３０㎜以下とすること。 

オ ＡＥＤ屋外用保管箱内におけるＡＥＤ保管温度は、外気温が二晩続けてマイナ 

 ス５℃を下回らない場合において０℃以上であること。 

カ ＡＥＤ屋外用保管箱内におけるＡＥＤ保管温度は、外気温が４１℃未満、かつ 

 日中の最高日射量が３．３１ＭＪ／㎡未満の場合において５０℃以下であること。 

キ 防水塵性能はＩＰ４４級以上であること。 

ク 温度管理は、電源レスで行うこと。 



ケ ＡＥＤ屋外用保管箱は、開閉扉を設けると伴に、開扉時ブザーが鳴動すること。 

  なお、ブザー鳴動に係る電源については、電池とすること。 

⑵ 自立式ＡＥＤ屋外用保管箱設置用レール式コンクリート板 （２２施設分） 

 ア １施設につき、２枚自立式ＡＥＤ屋外用保管箱設置用レール式コンクリート板 

  （以下、「レール式コンクリート板」という。）を使用すること。 

 イ レール式コンクリート板の大きさは、高さ１００mm 程度、幅３００mm 程度、 

  奥行９００mm 程度とすること。 

 ウ 容易に自立式ＡＥＤ屋外用保管箱が倒れないよう、レール式コンクリート板に 

  ついては、１枚６０kg 以上のものとすること。 

 エ 専用固定ボルト（２２施設分）を用い、自立式ＡＥＤ屋外用保管箱とレール式 

  コンクリート板を固定すること。 

⑶ その他付属品 

 ア 固定に係る必要物品（４７個分） 

 イ 電池（４７個分） 

 ⑷ 設置固定  

  ア 別紙施設内の草加八潮消防組合（以下、「組合」）が指定する場所にＡＥＤ屋 

   外用保管箱を設置すること。 

  イ 固定方法については、壁面、または地面へアンカーボルト等で固定すること。 

ウ 地盤面に直接、アンカーボルト等で固定が出来ない設置箇所については、レー 

 ル式コンクリート板を２枚水平に保つよう設置し、自立式ＡＥＤ屋外用保管箱を 

 レール式コンクリート板の上に専用のボルトを使用し固定すること。 

  エ 詳細な設置場所及び設置方法については、組合と十分に協議し決定すること。 

７ 設置固定及び完成検査等 

 ⑴ 設置固定を実施する前に、組合及び受注者、若しくは受注者の責任において受注 

  者が指定する納入業者双方立会いのもとに検品を行うこと。 

 ⑵ 設置固定に当たっては、組合の指示に従い養生等を行うなどして十分配慮するこ 

  と。また、受注者の責任において受注者が指定する納入業者、又は製造メーカー、 

  若しくは納入業者から委託された業者が完全に使用できる状態に設置すること。 

 ⑶ 設置固定を実施後に、組合及び受注者、若しくは受注者の責任において受注者が 



  指定する納入業者双方立会いのもとに完成検査を行う。 

 ⑷ 検品、または完成検査を行うに当たり、仕様書及び組合が指示したとおりでない 

  場合は、別途検品、または完成検査が実施できるよう対応を行うこと。 

８ その他 

 ⑴ 搬入、設置場所への運搬、設置等の費用は受注者の負担とすること。 

⑵ 契約書には内訳金額を記載した内訳書を添付すること。 

⑶ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑷ 本仕様に記載されていない内容で疑義が生じた場合、組合と別途協議すること。 

 ⑸ 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。 

  ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為 

   による被害を受けた場合、若しくは被害が発生するおそれがある場合は、草加八 

   潮消防組合管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  イ 受注者は、草加八潮消防局警防課並びに所轄の警察署と協力し、不当要求行為 

   の排除対策を講じること。 

９ 同等品規格確認票 

  仕様書記載規格の同等品以上で積算する場合は、入札前に草加八潮消防局警防課の 

 担当者にカタログ等を提示して必ず説明を行い、同等品規格確認票に確認印を得た上 

 で、入札に臨むこと。 

10 問合せ先 

埼玉県草加市神明二丁目２番２号 

草加八潮消防組合 

草加八潮消防局警防課 救急係 

  ＴＥＬ ０４８(９２４)０９６７ 

  ＦＡＸ ０４８(９２８)８４５４ 



番号 施設名称 住　所 ＡＥＤ屋外用保管箱形状

1 草加市立草加小学校 草加市住吉1-11-64 自立式

2 草加市立高砂小学校 草加市中央1-2-5 壁掛式

3 草加市立新田小学校 草加市旭町6-12-11 壁掛式

4 草加市立谷塚小学校 草加市谷塚仲町440 壁掛式

5 草加市立栄小学校 草加市松原1-3-2 壁掛式

6 草加市立川柳小学校 草加市青柳7-27-10 壁掛式

7 草加市立瀬崎小学校 草加市瀬崎2-32-1 自立式

8 草加市立西町小学校 草加市西町270 壁掛式

9 草加市立松原小学校 草加市松原4-2-1 壁掛式

10 草加市立新里小学校 草加市新里町759 壁掛式

11 草加市立花栗南小学校 草加市花栗4-3-1 自立式

12 草加市立八幡小学校 草加市八幡町65 自立式

13 草加市立新栄小学校 草加市新栄町4-959 自立式

14 草加市立清門小学校 草加市清門3-37-1 壁掛式

15 草加市立稲荷小学校 草加市稲荷5-11-1 壁掛式

16 草加市立氷川小学校 草加市氷川町448 壁掛式

17 草加市立八幡北小学校 草加市八幡町1148 壁掛式

18 草加市立長栄小学校 草加市長栄1-762 壁掛式

19 草加市立青柳小学校 草加市青柳3-17-1 自立式

20 草加市立小山小学校 草加市小山2-8-1 自立式

21 草加市立両新田小学校 草加市両新田西町55 壁掛式

22 草加市立草加中学校 草加市氷川町2179-4 自立式

23 草加市立栄中学校 草加市松原3-7-1 壁掛式

24 草加市立谷塚中学校 草加市谷塚上町62 自立式

25 草加市立川柳中学校 草加市青柳7-35-1 壁掛式

26 草加市立新栄中学校 草加市新栄1-33 自立式

27 草加市立瀬崎中学校 草加市瀬崎5-3-1 壁掛式

28 草加市立花栗中学校 草加市花栗4-15-12 自立式

29 草加市立両新田中学校 草加市両新田西町368-1 壁掛式

30 草加市立新田中学校 草加市長栄1-767 自立式

31 草加市立青柳中学校 草加市青柳8-58-10 自立式

32 草加市立松江中学校 草加市松江3-14-33 壁掛式

33 八潮市立八條小学校 八潮市鶴ケ曽根1 自立式

34 八潮市立潮止小学校 八潮市南川崎822 自立式

35 八潮市立八幡小学校 八潮市中央4-21-16 自立式

36 八潮市立大曽根小学校 八潮市桁527 自立式

37 八潮市立松之木小学校 八潮市緑町3-9-1 自立式

38 八潮市立中川小学校 八潮市大瀬1516 自立式

39 八潮市立八條北小学校 八潮市八條1150 自立式

40 八潮市立大瀬小学校 八潮市大瀬3-9-1 自立式

41 八潮市立大原小学校 八潮市八潮7-42-1 自立式

42 八潮市立柳之宮小学校 八潮市柳之宮140 自立式

43 八潮市立八潮中学校 八潮市中央1-1-2 自立式

44 八潮市立大原中学校 八潮市八潮5-9-1 自立式

45 八潮市立八條中学校 八潮市八條555 自立式

46 八潮市立八幡中学校 八潮市緑町4-19-1 自立式

47 八潮市立潮止中学校 八潮市古新田530 自立式

別紙

令和３年度ＡＥＤ屋外用保管箱設置場所一覧表


