
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２８年 ４月２１日
支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 井上 一徳

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 住宅防音事業設計図書審査補助委託業務
(2) 業務場所 沖縄防衛局
(3) 業務内容 別紙仕様書のとおり
(4) 履行期限 契約締結の翌日から平成２８年１０月３１日まで

２ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下｢予決令｣という。)第７０条及
び第７１条の規定に該当しない者であること。

(2) 入札実施年度に有効な防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）において、資格
の種類が「役務の提供等」のＣ及びＤ級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を
有する者であること。

(3) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者（個人情報の管理要領の整備状況等
を示す資料（別添１）の提出を要する。ただし、一般財団法人日本情報経済社会推進協
会のプライバシーマーク使用許諾事業者、同協会が認定する審査機関からＩＳＭＳ認証
を取得している者は当該許諾証等の写しの提出をもって代えることができる。）である
こと。

(5) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請
負者（委託業務の受託期間中に当該工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請
負（下請けを含む。）を予定している者を含む。）でないこと及び当該請負者と資本又
は人事面において関連がある者でないこと。（別添２の提出を要する）

(6) (5)に規定する資本又は人事面において関連がある者とは、次のア又はイに該当する
者をいう。

ア 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を保
有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合（代表権を有してい
るか否かは問わない。）

(7) 入札参加時に仕様書に記載された要件を満たす人員を派遣することが出来ること。

３ 入札手続等
(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8131（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成２８年４月２１日（木）から平成２８年５月２４日(火)まで（行政機関の休日を

除く。）の毎日、午前９時から午後５時まで(ただし、正午から午後１時までの間を除
く。)、担当部局にて上記２(２)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている者又は取
得見込者に対し交付する。
なお、交付する入札説明書等については貸与とし、開札日から１４日以内に返却する

ものとする(郵送等による場合は期限内必着。)。
(3) 入札及び開札の日時等

平成２８年５月２５日（水） 午前１０時００分 沖縄防衛局 ２階会議室

４ その他
(1) 入札保証金及び契約保証金 免除



(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件
に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲
内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(１)に同じ。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要
請があり、当該状態が継続している有資格業者については競争参加を認めない。



仕 様 書

１ 業務の名称

住宅防音事業設計図書審査補助委託業務

２ 適用範囲

本仕様書は、沖縄防衛局長（以下「委託者」という。）が発注する、住宅防音事

業設計図書審査補助委託業務（以下「本業務」という。）について適用する。

３ 業務概要

本業務は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１

０１号）第４条に基づく住宅の防音工事の助成（以下「住宅防音事業」という。）

に係る設計図書の審査業務を行う。

４ 業務に関する要件

(1) 履行場所 沖縄防衛局内の指定する場所（住所：沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉

手納290-9）

(2) 履行期間 契約日の翌日から平成２８年１０月３１日間の指定する期間。た

だし、業務の遂行状況により期間の延長を行うことが出来るものと

する。また、その期間内のうち、審査に伴う日程は委託者が指定す

る。

(3) 履行場所の利用可能時間

原則として午前８時３０分から午後５時１５分までとする。

(4) 審査数量 住宅防音工事約７１０世帯とする。ただし、具体的な審査対象の

内容は、契約締結後に委託者から提示する。

(5) その他 契約締結後の履行期間及び審査数量の変更による増減については

協議を行うものとする。

５ 作業員の要件

本業務を履行する者（以下「受託者」という。）は、以下の要件を満たす者２名

以上を作業員として派遣すること。

入札参加時において、パーソナルコンピュータによるデータ入力作業（例.Micro

soft社製Excel及びWord、JustSystem社製一太郎等）が行え、受託者との雇用関係

があり、かつ次の資格等のいずれかを有する者。

(1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級、二

級建築士又は木造建築士

(2) 一級又は二級建築施工管理技士（建設業法による技術検定に合格した者）



(3) 建築積算士又は建築積算士補（公益社団法人日本建築積算協会の登録を受

けている者）

(4) 補助金の交付を決定する者 として、補助金等に係る予算の執行の適正化※

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第６条に基づく補助金の交付の

決定に関する業務及び補助金の交付の決定に関する審査業務を実施した経験

を有する者

※ 補助金の交付を決定する者とは、国、都道府県、地方自治体等で職員とし

て従事していた者をいう。

６ 関連文書

受託者は、委託者が必要と認めて提供する次の(1)から(10)に掲げる資料（以下

「関連文書」という。）に基づき、必要に応じて委託者からの説明を受け、住宅防

音事業の内容を把握し、本業務を適正に履行すること。

(1) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１

号）

(2) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補

助金交付要綱（平成２２年防衛省訓令第１０号）

(3) 防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱規則（平成１９年防衛省訓令

第８０号）

(4) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補

助金交付要綱第２条第５号及び第６号に規定する別に定める区域及び期日に

ついて（平成２２年３月２９日防地防第３５９９号）

(5) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補

助金交付要綱第４条第２項及び第１９条に規定する別に定める額について（平

成２２年３月２９日防地防第３６０５号）

(6) 住宅防音工事の標準仕方等について（平成２２年３月２９日地防第３６０

８号）

(7) 防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業の実施につ

いて（平成２２年３月２９日地防第３６０６号）

(8) 第一種区域における建替住宅の防音工事の助成について（平成２０年４月

９日防地防第４５４３号）

(9) 住宅防音工事の事務手続きについて（パンフレット）

(10) 住宅防音工事単価表

(11) その他（委託者より提示されるもの）

７ 業務の内容

(1) 一般事項

ア 受託者は、本業務の内容について委託者と協議を行い、十分理解した上で業



務を実施するものとする。

イ 受託者は、本業務を開始するにあたり、円滑に実施できるよう、本業務に従

事する作業員に対し十分な教育を速やかに実施しなければならない。

ウ 受託者は、委託者に対して確認、報告等を行う場合には、原則として書面（電

子計算機により作成されたものをいい、作成年月日を記録するとともに署名又

は捺印したもの。）により行うものとする。

なお、やむを得ない事情がある場合には口頭等により行うことができるもの

とするが、その後速やかに書面を提出しなければならない。

(2) 業務の具体的な内容

業務の具体的な内容は以下のとおりとする。

ア 審査の日程調整

受託者は、実施計画書に基づき、交付申請に係る設計図面、数量拾い書及び

積算内訳書（以下「設計図書等」という。）を作成した者（以下「設計者」と

いう。）と審査日程を調整し、当該調整結果を委託者に報告する。

なお、受託者は調整結果を委託者に報告した際に、審査日程の変更を指示さ

れた場合には、再度、設計者と審査日程を調整し、当該調整結果を委託者に報

告する。

イ 設計図書等の審査

受託者は、履行場所において、委託者に報告したアの調整結果に沿って、設

計者が提出する設計図書等の内容（記載されている項目、寸法及び仕様等）が、

関連文書の規定を満たしているかを確認するとともに、疑義が生じた箇所につ

いては設計者に聴取する等により審査する。

ウ 審査状況等の報告

受託者は、イの審査の状況を取りまとめ、委託者に別紙様式第１により速や

かに報告する。

エ 審査結果の報告

受託者は、アからウを終えた際には、委託者に別紙様式第２により審査結果

を速やかに報告する。

(3) 提出する書類及び成果品

受託者は、委託者へ以下の書類及び成果品を提出するものとする。

なお、成果品については、履行期間の途中であっても、委託者の求めに応じ提

出するものとする。

ア 実施計画書 紙媒体１部（様式は自由で契約締結後速やかに提出）

イ 業務日報 紙媒体１部（審査を行った日毎に別紙様式第１により提出）

ウ 審査状況・結果報告書 紙媒体１部（審査結果の報告時に別紙様式第２によ

り提出）

エ 成果品 住宅防音工事総括表（本業務完了時）



８ 実施計画書の提出及び進捗状況の報告

受託者は、契約締結後、本業務の実施計画書を速やかに作成し、委託者と十分に

協議を行い本業務を履行すること。

実施計画書には、人員の氏名、資格等、審査日程及び審査数量の日毎の処理計画

等を含むものとする。

なお、受託者は、業務実施中において実施計画書に記載した内容により、業務処

理が困難となった場合には、具体的な対応案を策定し、委託者に提出すること。

また、受託者は委託者の要求に応じて進捗状況等を報告し、人員及び審査日程等

の変更について指示された場合には、変更後の実施計画書を速やかに提出する。

９ その他

(1) 個人情報の保護

ア 受託者は、委託者から貸与又は提供された個人情報その他業務の実施に関し

て知り得た個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５８号）の規定に基づき、適切な管理を行わなけ

ればならない。

また、当該個人情報については、本業務以外の目的のために使用してはな

らない。

イ 受託者は、個人情報を適正に管理するため、責任者を置くとともに、人員の

監督、教育等の必要な措置を講じなければならない。

(2) 本業務において知り得た情報の保護

ア 受託者は、本業務の実施に関して知り得た情報を他人に閲覧させ、複写さ

せ、譲渡し、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あら

かじめ書面による委託者の承諾を得たときはこの限りでない。

イ 受託者は、本業務の実施に関して知り得た情報について、業務終了時に、

委託者への返却又は消去若しくは廃棄を確実に行うものとする。

(3) 委託者の支援

受託者は、本業務務の実施に関して委託者と調整し、可能な範囲で、次の事

項についての便宜供与を無償で受けることができる。ただし、業務処理に必要

な事務用品及び図書等は受託者の負担とする。

ア 事務室、電気及び水道の利用

イ その他、委託者が必要と認めた事項

(4) 本仕様書に関する疑義

受託者は、本仕様書に関する疑義が生じた場合には、委託者と協議するもの

とする。



業務名：住宅防音工事設計図書審査補助業務

受託者名：
作業者名：

分

分

分

分

分

分

分

別
紙
様
式
第
１

業　務　日　報
（平成　　年　　月　　日分）

再度の審査日
作業
時間

設計者 備考
審査終了の
可否

修正事項番号 工事希望者

計

委託者確認欄



提出日：　平成　　年　　月　　日

業務名：住宅防音工事設計図書審査補助業務

受託者名：

分

分

分

世帯 社 分

世帯 社 分

審査状況・結果報告書

番号 作業者氏名 工事希望者 設計者 審査完了日
合計作業
時間

合　計

小　計

別
紙
様
式
第
２

備考

委託者確認欄


