
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２９年２月２８日

支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 提供施設区域内における現況調査等業務
(2) 業務内容 大工廻川等を対象に現況調査を行い、現在の河川水の流況や水質変化な

どの状況を把握し、その結果により、今後の水質浄化対策の必要性や手法
について考察し、河川水等の水質浄化対策が必要と考えられる場合の対策
等を検討する。また、その整理により、今後実施できる可能性のある対策
等について、考察及び実施する。

(3) 履行期間 契約の翌日から平成２９年９月３０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7
1条の規定に該当しない者であること。

(2) 平成28･29･30年度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」でＢ又はＣのいずれかの格付けを受け、九州・沖縄地域に競
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。

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 098-921-8181（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成２９年２月２８日（火）から平成２９年３月１６日(木)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。

(3) 入札及び開札の日時等
平成２９年３月１７日(金) 午前１１時００分 沖縄防衛局 ４階 講堂３

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。



表紙共６枚

仕 様 書

業務名称：提供施設区域内における現況調査等業務

平成２９年２月

沖縄防衛局



仕様書

１ 業務名称

提供施設区域内における現況調査等業務

２ 適用範囲

この仕様書は、嘉手納飛行場内の大工廻川等における流況及び水質等に関する現

況調査等業務に適用する。

３ 履行場所

嘉手納飛行場等

４ 履行期間

契約の翌日から平成２９年９月３０日まで

５ 調査目的

本調査は、嘉手納飛行場内の大工廻川等の地形環境、河川流況、水質の現況を把

握し、その結果を踏まえ、今後の水質浄化対策の必要性や手法について考察するこ

とを目的とする。

６ 調査等項目

本業務は、大工廻川等を対象に現況調査を行い、現在の河川水の流況や水質変化

などの状況を把握し、その結果により、今後の水質浄化対策の必要性や手法につい

て考察し、河川水等の水質浄化対策が必要と考えれる場合の対策等を検討する。

また、その整理により、今後実施できる可能性のある対策等について、考察及び

実施する。

本業務の調査・検討項目は、以下のとおりとする。

項 目 数 量 備 考

１ 計画準備 一式

２ 現況調査 一式

３ 対策手法等検討 一式

４ 報告書作成 一式

５ 打合せ・協議 一式

７ 調査概要

（１）計画準備



本項では、現地の踏査・目視観察等を行い、その結果を踏まえて調査手法を確

定し、業務実施計画書及び協議用資料を作成して、現況調査を実施する準備作業

を行う。また、既往の研究事例により、対象となる大工廻川等流域の自然環境情

報等を収集する。

（２）現況調査

現況調査では、（表）に示す項目を対象として現地観測及び調査結果の整理・

解析等を行う。

現況調査は、監督官と協議の上で実施するものとし、実施時期は、河川流量の

変化を勘案して決定する。

（表）

区分 趣旨と調査項目 調査方法 調査時期

河川基本情報 流域の状況及び河川縦 ・大工廻川等流域の

調査 断、横断面の概略情報を 状況について、情報

把握する。 を収集する。

・横断面（河床、堤法尻、 ・地形測量による位置 ・断面測量は 100 ｍ
法面天面の標高測量）及 確認 ピッチ程度（1回）
び位置測量 ・水位、流速は連続

・河川流量 ・大工廻川流程の中央 観測する（2 ヶ月間
付近及び下流端付近に 目途）

おいて、河川内に固定 ・調査期間中の降雨

設置する電磁流速計に 量等と関連する情報

よる連続観測 を収集する。

河川水の水質 流下河川水の水質の現 ・平水時（3 回）、
況、変動を現地観測及び 増水時（3回）の計 6
採取試料の室内分析によ 回実施する。

って把握する。

＜現地観測＞

・水温、pH、電気伝導度 ・観測、分析試料採

＜室内分析＞ 取箇所は流程の上中

・SS、VSS ・分析は JIS 等の公定 下流の計４乃至５

・PFOS、PFOA 法に従う。 （増水時）箇所とす

・次項の地下水調査で示 る。

す陽イオンと陰イオンの

全項目

河川内の底質 ・河川内の底質の残留有 ・分析試料採取箇所

無を室内分析によって把 ・分析は JIS 等の公定 は流程の上中下流の

握する。 法に準拠する。 計３箇所とする。

＜室内分析＞

・PFOS、PFOA

地下水の水質 河川水への湧出を検討す ・平水時（3 回）、
るために実施する。 増水時（3回）の計 6
＜現地観測＞ 回実施する。

・水温、pH、電気伝導度 ・既存の大工廻川等



＜室内分析＞ ・分析は JIS 等の公定 に最も近い観測井戸

・PFOS、PFOA 法に従う。 及び河川内の湧水の

・陽イオン（ナトリウム ・観測井戸等から採水 計３箇所とする。

イオン、カリウムイオン、 器によって採水。 ・井戸の換水率が低

カルシウムイオン、マグ いと考えられる場合

ネシウムイオン） は、井戸内の水を強

・陰イオン（塩化物イオ 制的に交換し、新し

ン、炭酸イオン硫酸イオ い地下水を湛水して

ン） 試料とする。

（３）対策手法の検討

本業務の現況調査結果や既往の対策事例、諸外国の規制・基準の情報収集の結

果を基に、水質の現況に応じてどのような対策が実施可能か提案する。

また、その対策を講じるに当たって必要となる新たな情報項目を整理し、検討

すべき事項を取りまとめる。

実施内容は以下のとおりとする。

ア 既往処理方法に関する情報整理

現況調査結果を踏まえ、物質の除去処理などの既往対策例、諸外国の規制、

基準を収集・整理し、水中のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡを処理するための方式及び処

理方式ができることを示す文献などを例示すると共に、候補となる処理手法を

提案する。また、その手法を実施するに当たって課題となる事項等を整理し、

対応案を検討する。

イ 実機検討のための簡易試験

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ処理に関して性能試験の試験要領を例示し、候補として

提案した手法等を検討するに当たって必要となる条件設定のための簡易試験を

行う（例．活性炭の性能試験等）。

ウ 処理方法の概念設計

水量（３６０㎥／ｈ）と同等な水量（最低でも１／２程度以上の水量）の処

理設備の設計図面を例示し、対策手法毎のプロセスフロー及び必要機器、概略

図、必要電力、活性炭・薬剤等の消耗品量の検討を行う。

エ 経済性検討

対策手法毎の機器製作、据付・工事費に係る概算額算定及び処理単価算定を

行う。また、実用に当たってのランニングコストを含む課題を検討する。

８ 報告書作成

現況調査及び対策案の作成と併せて、以下の事項を記載した報告書を作成する。

（１）業務概要（目的、期間、項目、調査方法等）に関する事項

（２）７（１）から（３）までの項目についての収集データ及び検討結果

（３）検討の資とした文献目録及び要約

９ 打合せ・協議



５回実施することを予定する。

１０ 提出図書

（１）設計はある程度の精度で設備費が求められるように以下の項目を提出する。

・ プロセスフロー（ＰＦＤ）、マテリアルバランス、配管系統線図（Ｐ＆ＩＤ）、

機器リスト、計装品リスト、単線結線図、電気品リスト、レイアウト、主要配

管ルート図、機器仕様計算書、ユーティリィティリスト（必要電力、吸着剤・

薬剤等の消耗品量など）、吸着材の処理方法

（２）提出する報告書の規格はＡ４版とし、製本したものを３部提出（概要版を含む）

する。

（３）（２）のほか、報告書の内容を記録した電子媒体を一式提出する。

（４）報告書については、グリーン購入法を遵守し、本調達物品等が「環境物品等の

調達の推進に関する方針（平成２３年２月４日閣議決定）」の基準を満たすもの

であること。ただし、基本方針の改定があった場合は、これに従うものとする。

１１ 中間報告

監督官が指示する事項については、別に指示する時期までに中間報告を求める場

合がある。

１２ その他

（１）受託者は、本業務の実施に当たっては、受託者として当然要求されるところの

注意義務をもって、円滑かつ適正な処理を行う。

（２）受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務実施上当然要求

される事項については、受託者の負担において実施する。

（３）受託者は、監督官の指示があった場合は、本契約の履行について、監督官に報

告する。

（４）受託者は、本件業務の実施に際し、疑義が生じた場合は、監督官と協議の上、

監督官の指示に従う。この場合、速やかに指示事項を書面にした上、監督官の承

認を得ること。

（５）受託者は、本件業務の実施に当たり知り得た事項について、第三者に漏らして

はならない。また、貸与された資料については、目的以外には使用せず、適切に

管理するとともに、業務完了後速やかに返却しなければならない。

（６）受託者は、報告書（案）について、予め監督官と協議するものとし、作成過程

においては、その都度、監督官の確認を受けること。

（７）受託者は、報告書（案）が著作権（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第

１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著

作物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利（著作権法第２７

条及び第２８条の権利を含む。）のうち受託者に帰属するもの（著作権法第２章

第２款に規定する著作者人格権を除く。）を報告書の提出時に防衛省に無償譲渡

するものとする。



（８）受託者は、防衛省に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。

ア 報告書の内容を公表すること。

イ 報告書を防衛省が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をす

ること。又は防衛省の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、

改変その他の修正をさせること。

（９）受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないこと。ただし、予め防衛省

の承諾を得た場合は、この限りではない。

ア 報告書の内容を公表すること。

イ 報告書を複製し、又は翻案すること。

ウ 報告書に受託者の実名又は変名を表示すること。

（10）防衛省が著作権を行使する場合について、受託者は、著作権法第１９条第１
項又は第２０条第１項に規定する権利を行使してはならない。

（11）受託者は、その作成する報告書が、第三者の有する著作権等を侵害するもの
ではないことを、防衛省に対し保証する。

（12）受託者は、その作成する報告書が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三
者に対して損害の賠償を行い、又は必要な処置を講じなければならないときは、

受託者がその賠償額を負担し、又は必要な処置を講じるものとする。

（13）委託契約の履行において、再委託を行う場合には、予め再委託する相手方の
住所・氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額につい

て記載した書面を支出負担行為担当官に提出し承諾を得ること。

なお、再委託する相手方の業務及び再委託を行う業務の範囲を変更する場合に

も同様とする。

（14）再委託を行った場合において、再委託の相手方及び再委託の相手方が再々委
託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数の段階の再委託の

相手方の住所・氏名及び再委託を行う業務の範囲を記載した書面を支出負担行為

担当官に提出し承諾を得ること。

なお、当該書面の記載内容に変更が生じた場合にも同様とする。
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