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平成３０年度上架工事仕様書（機関部） 

 

＊交換部品等は、別紙「交換部品表」参照（記載不足部品は補充の事） 

＊機関室床への保護材敷き、各始動盤の養生及び、機器搬出用開口部の開放復旧を行う事 

＊分解した付属機器は船内作業の妨げ、作業の安全確保のため船内放置せず陸揚げする事 

＊上架工事に伴い汚損や破損した箇所の塗装、修復を行なう事 

＊工事終了後海上試運転を行うこと 

＊必要な検査は受検・合格させること 

１．主機関工事   主機関（ニイガタ 6MG26HLX-1N  1471KW）   １基 

 

1) ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ整備、ｼﾘﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ取外し・分解点検、部品交換、ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ空圧ﾃｽﾄ洗浄 

(ｼﾘﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ取外しに伴う排気集合管、燃料主管、ｶﾊﾞｰ等の取外し及び洗浄、組立復旧を含む) 

 

2) ﾋﾟｽﾄﾝ及びｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ工事、ﾋﾟｽﾄﾝ抜出し、ﾋﾟｽﾄﾝ圧縮ﾘﾝｸﾞ及びｵｲﾙﾘﾝｸﾞ 全数取替え 

ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾒﾀﾙ点検 

3) ｼﾘﾝﾀﾞｰﾗｲﾅｰ整備・ﾗｲﾅ抜出し洗浄、ｼﾞｬｹｯﾄ面防蝕塗装、ﾗｲﾅｰ O ﾘﾝｸﾞ銅ﾊﾟｯｷﾝ取替え 

 

4) 吸排気弁整備、分解清掃、弁及び弁座摺合せ、ﾊﾞﾙﾌﾞﾛｰﾃｰﾀｰ点検(不良の場合交換） 

 

5) 起動弁・起動分配弁、分解点検整備、 分解摺合せ 

 

6) 主軸受ﾒﾀﾙ、基準ﾒﾀﾙ(ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ含む)開放点検整備、部品取替え 

 

7) 潤滑油冷却器整備、 開放清掃、保護亜鉛取替え、空圧ﾃｽﾄ（陸揚げ無し） 

 

8) 清水冷却器整備、開放清掃、保護亜鉛取替え、空圧ﾃｽﾄ、温調弁清掃（陸揚げ無し） 

 

9) 空気冷却器整備、陸揚げ開放清掃、保護亜鉛取替え、空圧ﾃｽﾄ 

 

10) 燃料噴射ポンプ整備、分解清掃、・ﾃﾞﾌﾚｸﾀ取替、ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ、等圧弁、取替、圧力ﾃｽﾄ 復旧 

 

11) 燃料噴射弁整備、分解清掃、ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ取替え、ﾎﾙﾀﾞｰ摺合せ、圧力調整 

 

12) ｷﾞﾔｹｰｽ歯車及びｶﾑ軸点検整備、覗窓開放点検、復旧 

ｶﾑ及び軸受ﾒﾀﾙ・ｶﾑ駆動歯車点検、 

 

13) 各主要箇所の計測(計測記録書提出 2 部) 

・ｸﾗﾝｸ軸ﾃﾞﾌﾚｸｼｮﾝ(上架前・下架後・試運転後) 

・ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅｰ内径 

・ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ及び隙間 



・ｸﾗﾝｸｼﾞｬｰﾅﾙ外径 

・ｽﾗｽﾄ軸受間隙 

・ﾋﾟｽﾄﾝ外径、ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ及び隙間 

・吸、排気弁弁棒外径・ｶﾞｲﾄﾞ内径 

・吸、排気弁厚さ(摺り合わせ後計測) 

・吸、排気弁座当たり外径・ｼｰﾄ巾(摺り合わせ後計測) 

・ﾀﾍﾟｯﾄｱｰﾑ内径・ﾀﾍﾟｯﾄ軸外径 

・ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ溝隙間(ｻｲﾄﾞｸﾘｱﾗﾝｽ・ｴﾝﾄﾞｸﾘｱﾗﾝｽ) 

・各ｷﾞﾔﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ 

・船尾管隙間(上架直後) 

・機付き潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ歯車軸受内径・歯車軸外径 

・その他 

 

14) 各主要箇所のｶﾗｰﾁｪｯｸ施行 

・ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ 

・ﾋﾟｽﾄﾝ･ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ・ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝﾒﾀﾙ 

・連接棒大端部ﾒﾀﾙｾﾚｰｼｮﾝ 

・主軸受ﾒﾀﾙ 

・ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ及びﾒﾀﾙ 

・ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾎﾞﾙﾄ 

・吸、排気弁棒 

・その他 

 

15) 過給機(IHI TPS57D)一基 

・取外し陸揚げﾒｰｶｰ送り整備、各ｸﾘｱﾗﾝｽ等の主要部計測、軸ﾊﾞﾗﾝｽ計測・調整 

 ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽｷｯﾄﾞ部品交換 

 

16) 調速機(ｳｯﾄﾞﾜｰﾄﾞ・UG-8L)分解整備点検・消耗部品交換(ﾒｰｶｰ送り)駆動軸ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 

＊整備ガバナは整備後予備として保管し予備機を取付け 

 

17) 機付き清水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備  分解清掃、ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替 復旧 

 

18) 機付き潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ及び調圧弁分解清掃、O ﾘﾝｸﾞ取替え、主要部計測 

 

19) 機付き燃料供給ﾎﾟﾝﾌﾟ(日本ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ TOP-210HBFG）分解清掃、ｵｲﾙｼｰﾙ・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替え 

 

20) 予備冷却清水ﾎﾟﾝﾌﾟ(大東 FCH-80M)  分解清掃、ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替え 

 

21）予備潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ（大東ﾎﾟﾝﾌﾟ DHT-65）整備、部品取替 

 

22) 冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ・(大東 FCH-100M 7.5KW） 分解清掃、 

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ・取替え、防食塗装、駆動ﾓｰﾀｰ整備、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 



2.補機関工事   発電機関(ﾔﾝﾏｰ 6HAL2-WDT  200KW) 2 基 

 

1) ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ整備、ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ取外し・ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ空圧ﾃｽﾄ洗浄 

(ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ取外しに伴う排気集合管、燃料主管、冷却水管等の取外し及び 

洗浄組立復旧を含む) 

 

2) ﾋﾟｽﾄﾝ及びｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ整備、ﾋﾟｽﾄﾝ抜出し、圧縮ﾘﾝｸﾞ及びｵｲﾙﾘﾝｸﾞ 全数取替え、 

ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾒﾀﾙ交換 

 

3) ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅｰ整備、ﾗｲﾅｰ抜出し洗浄、ｼﾞｬｹｯﾄ面防蝕塗装及びﾗｲﾅｰ O ﾘﾝｸﾞ、銅ﾊﾟｯｷﾝ取替え 

 

4) 吸排気弁整備、吸排気弁分解、吸排気弁、吸排気弁弁座、弁ｶﾞｲﾄﾞ、ｽﾃﾑｼｰﾙ全数取替え 

弁及び弁座摺合せ 

 

5) ｸﾗﾝｸ軸抜出し整備、各部点検、・主軸受ﾒﾀﾙ・ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ点検･部品取替 

 

6) 燃料噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ整備、 分解清掃、吐出弁及びﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ取替え、噴射量ﾃｽﾄ 

両機とも予備噴射ﾎﾟﾝﾌﾟを取り付け、整備済みﾎﾟﾝﾌﾟは予備機として保管 

 

7) 燃料噴射弁整備、分解清掃、ﾉｽﾞﾙｽﾘｰﾌﾞ交換、ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ取替え、圧力調整、復旧 

 

8) ｶﾑ軸整備、ｶﾑ軸点検及び歯車ｹｰｽ開放点検 

 

9) 潤滑油冷却器整備、分解清掃、空圧ﾃｽﾄ、圧力調整弁分解清掃、復旧 

 

10) 清水冷却器整備、分解清掃、保護亜鉛取替え、空圧ﾃｽﾄ、復旧 

 

11) 空気冷却器(吸気管)及び排気集合管整備、 分解清掃、復旧 

 

12) 過給機整備、分解清掃、各ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・各種廻止め座金・ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅｰ取替、主要箇所の計測 

 

13) 冷却清水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備、分解清掃、ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･ｼｰﾙ取替え 

 

14) 冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備、分解清掃、ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･ｼｰﾙ取替え 

 

15) 潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ整備、分解清掃 

 

16) 燃料油ﾎﾟﾝﾌﾟｷﾞﾔｹｰｽ分解整備、ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動軸ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ｵｲﾙｼｰﾙ交換 

 

 

 



17）各主要箇所の計測(計測記録書提出 2 部) 

・ｸﾗﾝｸ軸ﾃﾞﾌﾚｸｼｮﾝ(上架前・下架後・試運転後) 

・ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ及び隙間 

・ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅｰ内径 

・ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ及び隙間 

・ﾋﾟｽﾄﾝ外径 

・ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ溝隙間(ｴﾝﾄﾞｸﾘｱﾗﾝｽ・ｻｲﾄﾞｸﾘｱﾗﾝｽ) 

・ｸﾗﾝｸｼﾞｬｰﾅﾙ及び主軸受ﾒﾀﾙ隙間 

・吸、排気弁弁棒外径・ｶﾞｲﾄﾞ内径 

・吸、排気弁厚さ(摺り合わせ後計測) 

・吸、排気弁座当たり外径・ｼｰﾄ巾(摺り合わせ後計測) 

・各ｷﾞｱﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ 

・その他 

 

18) 主要箇所のｶﾗｰﾁｪｯｸ施行 

・ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ 

・ﾋﾟｽﾄﾝ 

・連接棒大端部ﾒﾀﾙｾﾚｰｼｮﾝ 

・ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ及びﾒﾀﾙ 

・ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾎﾞﾙﾄ 

・吸・排気弁棒 

 

3.機関一般工事 

1) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ(ｶﾓﾒ CPC-65ARN-1)及びﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸工事 

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ及びﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸抜出し、分解清掃、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾎﾞｽ部開放、各 O ﾘﾝｸﾞ・ｸﾞﾘｰｽ取替え(ﾎﾞｽ内圧力ﾃ

ｽﾄ含む)翼面ｻﾝﾀﾞｰ研磨、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｶﾞｰﾄﾞ防蝕亜鉛交換・主要部計測 

ﾍﾟﾗｸﾘｰﾝ塗装(ｽﾗｽﾀｰ翼含む)、ｼｬﾌﾄﾄﾝﾈﾙ内清掃、軸ﾃｰﾊﾟｰ部磁気探傷検査 

 

2) CPP 油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ分解、ﾋﾟｽﾄﾝ抜出し清掃点検、ﾊﾟｲﾛｯﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ点検 

      

3) 軸封装置(ｽﾀﾝｷｰﾊﾟｰ SKC 型 241)点検整備、 

固定摺動ﾘﾝｸﾞ削正、回転摺動ﾘﾝｸﾞ取替、緊急ｼｰﾙ取替、防蝕ﾌﾟﾗｸﾞ取替、海水入口ﾊﾞﾙﾌﾞ取替、復

旧 

 

4) ｶﾞｲｽﾘﾝｶﾞｰ継手(ﾆｲｶﾞﾀ BC56-C312S)減速機側・分解清掃点検、各部計測 

分解前・取付け後ﾌﾗﾝｼﾞ間の芯ﾌﾞﾚ・面ﾌﾞﾚを計測のこと                                     

     

5) 減速機整備(日立ﾆｺﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ MGR2843AZC 型ﾏﾘﾝｷﾞｱ) 

上部ｶﾊﾞｰ開放、ｸﾗｯﾁ軸陸揚げ開放点検、IP 軸・OP 軸ｷﾞﾔ点検、消耗部品交換 

 ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ・ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ・ｼﾝﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ等各主要部計測、機付きﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 

LO ｺｼ器類掃除本体付き 5 個(予備ﾗｲﾝ 3 個)計 8 個 



LO ｸｰﾗｰ整備、ﾁｭｰﾌﾞ掃除、防蝕亜鉛取替、空圧ﾃｽﾄ、復旧 

6) 増速機整備(日立ﾆｺﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ SGC56M-47B) 

潤滑油取替、増速機 LO ｸｰﾗ整備、ﾁｭｰﾌﾞ掃除、防蝕亜鉛取替、空圧ﾃｽﾄ、復旧 

 

7) 冷凍機(日新 NW-4750)整備、分解開放整備、V ﾍﾞﾙﾄ交換、吸入ｶﾞｽｺｼ器掃除、ｵｲﾙ交換、凝

縮器開放清掃・防蝕塗装、ｱｷｭﾑﾚｰﾀｰ･ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ開放・防蝕亜鉛取替、ﾄﾞﾗｲﾔｰ内ﾓﾚｷｭﾗｰｼｰﾌﾞ取

替、冷媒補給、復旧、冷媒漏洩検査施工、ﾌﾛﾝ充填証明書、点検整備検査報告書提出 

 

8) 空調機整備(ﾀﾞｲｷﾝ US8GCTG) 

凝縮器開放清掃・防蝕塗装・防蝕亜鉛取替、蒸発器除塵清掃、復旧 

冷媒漏洩検査施工、点検整備検査報告書提出 

 

9）ｻﾆﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ（川本 KZB406S1.5）整備 

分解清掃 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替 防蝕塗装 復旧、駆動ﾓｰﾀｰ整備、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 

 

10) 冷凍機兼空調機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備(大東 FCK-50) 

分解清掃 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替 防蝕塗装 復旧、駆動ﾓｰﾀｰ整備、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 

 

11) 主空気圧縮機(ｻﾝﾜ S5A)整備、分解清掃、消耗部品交換、 復旧、 

駆動ﾓｰﾀｰ整備、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 

 

12) ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(大東ﾎﾟﾝﾌﾟ MCQS-65)整備 

分解清掃 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替 防蝕塗装 復旧 

 

13) 雑用水消防兼ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(大東ﾎﾟﾝﾌﾟ MCQH-100)整備 

分解清掃 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替 防蝕塗装 復旧、駆動ﾓｰﾀｰ整備、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 

 

14) 燃料油移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(大東 FG-65T)整備 

分解点検、ｵｲﾙｼｰﾙ交換、復旧 

 

15）予備減速機潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ（大東 DHNT-50）整備 

分解点検、ｵｲﾙｼｰﾙ交換、復旧 

 

16）予備変節油ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｳﾁﾀﾞ GSP2-AOS）整備 

分解点検、ｵｲﾙｼｰﾙ交換、復旧 

 

17) 各船底弁整備、取外し陸揚げ分解整備、摺合わせ、 合計 12 個復旧 

左舷側…消火兼雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｴｱ抜き、NO.2G/E、ｴｾﾞｸﾀｰ 

右舷側… M/E、NO.1G/E、ｴｱ抜き、冷凍機、ｻﾆﾀﾘｰ、船尾管(軸側) 

(取り付けの際、座面点検・ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ確認、ﾊﾟｯｷﾝは手作りしたものを使用する事) 

 

18) 各船外弁及び玉型弁整備、取外し陸揚げ分解整備、摺合わせ、座面点検、合計 16 個 復旧 



右舷側船外弁：主機、NO.1G/E、、減速機、増速機、消火兼雑用海水ﾎﾟﾝﾌﾟ、冷凍機、 

油水分離器、作動油ｸｰﾗｰ、空調機、ｸﾘｰﾝﾋﾞﾙｼﾞ（計 10 個） 

左舷側船外弁：NO.2G/E  造水器、ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、左舷排水（計４個） 

海水冷却水ポンプ中間玉型弁（2 個） 

 

19) 主機関及び LO ｻｲﾄﾞﾀﾝｸ、発電機関×2、LO 抜き取り清掃 

廃油ﾀﾝｸ、廃油抜き取り P/S(ﾀﾝｸ内掃除受検)・機関室船底ﾋﾞﾙｼﾞ抜き取り船底掃除、 

LO ｻｲﾄﾞﾀﾝｸ温調弁開放・O ﾘﾝｸﾞ・軸ｼｰﾙ交換 

廃油・ﾋﾞﾙｼﾞ・ｸｰﾗﾝﾄ処理証明書提出(廃油・ﾋﾞﾙｼﾞ約 4KL・ｸｰﾗﾝﾄ 800L)  

 

20） 造水装置(笹倉 VA-30) 開放内部清掃、加熱器掃除、防蝕亜鉛取替 

 

21) ｴｾﾞｸﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ(笹倉 50NTSｍ）整備・分解点検・ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 

 

22）OTHER ﾀﾝｸ（ｸｰﾗﾝﾄ一時保管用ﾀﾝｸ）掃除 

 

23）FO ﾃﾞｲﾘｰﾀﾝｸ及びｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ整備、ﾀﾝｸ内点検掃除、復旧 

 

24）効力試験(ﾘﾓｺﾝ関係、ﾋﾞﾙｼﾞ吸引ﾃｽﾄその他) 

 

4. 電気工事 

1) 電気系統絶縁抵抗測定、不良箇所修正、 記録書提出 2 部 

 

2）機関室・機関監視室各配電盤・始動器盤、分電盤等整備、端子増し締め 

 

3) 軸流ﾌｧﾝ整備、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替え組立復旧 

 機関室 NO1 軸流ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ(3.7kw) 

 機関室 NO2 軸流ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ(3.7kw) 

 機関室 NO3 軸流ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ(1.5kw) 

 賄室軸流ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ   2 台(0.4kw) 

 処理場軸流ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ(0.4kw) 

 風呂室軸流ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ(0.4kw) 

     

4) 軸出力計整備、 取外し分解清掃・演算器ﾒｰｶｰ送り点検整備復旧 

 

5）制御油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動ﾓｰﾀｰ整備 

 

6）効力試験(通風機非常停止その他) 

5.その他の工事 

 



1) FO ｻｰﾋﾞｽﾎﾟﾝﾌﾟ出口配管に振れ止め取付工事 

 

2) 1 号発電機、定期検査受検に伴うｱﾝｸﾞﾙ改造工事 

3）不良配管・ﾌﾗﾝｼﾞ修正及び作成工事 

(点検により不良配管が発生しなかった場合予備配管作成とする） 

 

６.本船工事 

 

1) 各海水ｺｼ器(8 個)整備、分解清掃、保護亜鉛取替え、防食塗装、復旧 

M/E・NO.1G/E・NO.2G/E・GSP・ｻﾆﾀﾘｰ P、空調機 P・ﾋﾞﾙｼﾞ P・ｴｾﾞｸﾀｰ P 

 

2) 各海水ﾎﾟﾝﾌﾟ吸入側亜鉛ﾎﾟｯﾄ整備(10 個)、分解清掃 防蝕亜鉛取替 防蝕塗装 復旧 

M/E 海水 P・NO1G/E・NO2G/E・雑用海水 P・雑用海水 P ﾍｯﾀﾞｰ 

ｻﾆﾀﾘｰ P・ｻﾆﾀﾘ P ﾍｯﾀﾞｰ・ ﾋﾞﾙｼﾞ P・ｴｾﾞｸﾀｰ P・空調機 P 

 

3) 油水分離器整備、開放点検掃除、ｺｱﾚｯｻｰ・前処理ﾌｨﾙﾀｰ交換、内部防蝕塗装、油水分離器ﾋﾞﾙ

ｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ開放点検 

 

4) 主機関潤滑油清浄機整備(ｱﾒﾛｲﾄﾞ HC50E-81AW-Ⅱ) 

分解清掃、ｴﾚﾒﾝﾄ、V ﾍﾞﾙﾄ取替、ﾋｰﾀ掃除復旧 

 

5) 燃料油清浄機整備(ｱﾒﾛｲﾄﾞ AJN-750C) 

分解清掃、水分離槽及びﾋｰﾀ掃除、ROT ﾌｨﾙﾀ取替 復旧 

 

6） 起動空気槽(2 本)整備、内部清掃、点検口ﾊﾟｯｷﾝ取替 

 

7) 主機関清水膨張ﾀﾝｸ整備、開放点検掃除 

 

8） 作動油ｸｰﾗｰ・ｽﾄﾚｰﾅ及び船首第２油圧ﾕﾆｯﾄ LO ｸｰﾗｰ整備、保護亜鉛交換 

 

9） 機関室ﾘﾚｰ盤及び表示盤内ﾘﾚｰ温度調整器点検整備・不良ﾘﾚｰ交換 

 

10）機関冷却水抜き取り、(ｸｰﾗﾝﾄ）取替 

 

11）主機潤滑油ｽﾄﾚｰﾅ・燃料油ｽﾄﾚｰﾅ整備、開放点検掃除 

 

12）発電機関燃料油・潤滑油ｽﾄﾚｰﾅ整備、ｴﾚﾒﾝﾄ交換 

 

 

 

 


