
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成29年６月５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 名護市安部地区地先の海底残骸物調査及び回収（平成29年度）
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から平成30年３月31日まで

２ 競争参加資格等
(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) 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、役務
の提供等の「役務の提供等」でＡ、Ｂの等級に格付けを受け、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（125）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成29年６月５日（水）から平成29年６月20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。)、
担当部局にて交付する。

(3) 入札及び開札の日時等
平成29年６月21日(水）午前10時00分 沖縄防衛局４階 講堂２
入札書を持参すること。（電送又は郵送による入札は認めない。）

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７枚

調査業務委託特記仕様書

業務の名称：名護市安部地区地先の海底残骸物調査及び回収（平成29年度）

平成２９年６月

沖縄防衛局 管理部
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調査業務委託特記仕様書

１．業 務 名 称： 名護市安部地区地先の海底残骸物調査及び回収（平成29年度）

２．履 行 場 所： 名護市安部地区地先の沿岸域（別図参照）

３．履 行 期 間： 契約締結日の翌日から平成30年３月31日まで

４．業 務 内 容： 本業務は、不時着水した在沖米海兵隊所属MV－22オスプレイの残骸物が、海
底にどの程度散乱しているか、名護市安部地区地先の沿岸域において調査を行
い、あわせて残骸物の回収も行うものである。

５．一般仕様

（１） 業務の実施に当たっては、本特記仕様書、図面及び下記要領等に基づき実施するもの

とする。

（２） 本業務実施にあたっては、関係諸機関への入門手続等が必要な場合は諸機関の規定に従

うものとする。

（３） 本業務実施のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは、受注者において迅速に

実施しなければならない。また、関係官公庁その他に交渉を要するとき、あるいは交渉を

受けたときは、遅滞なくその旨を監督官に申し出て協議するものとする。

（４） 業務に際し、図面と仕様書との内容に相違のある場合や明示のない場合、または疑いを

生じた場合は監督官と協議するものとする。ただし、軽微な変更（位置または方法を多少

変え、それによる数量を幾分増減する等）は、監督官の指示に従うものとし、この場合の

業務委託料及び履行期間については変更しない。

（５） 別途発注業務と競合する場合は、監督官の指示に従って、当該業務の関係者と協力し遺

漏のないよう円滑な進行を図らなければならない。

（６） 受注者は、契約後１週間以内に実施計画書を作成し、監督官に提出しなければならない。

業務計画書に記載すべき事項は次の通りとする。

（ａ）調査概要（調査名称、調査目的、場所、履行期間、調査内容、調査数量）

（ｂ）調査方法（位置、試料採取、分析項目、方法）

（ｃ）業務工程

（ｄ）実施体制（連絡先含む）

（ｅ）安全管理

（ｆ）その他（根拠資料等）
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（７） 受注者は、調査業務の状況写真等を撮影し、整理提出するものとする。

（８） 履行場所においては関係法規を遵守し、常に業務の安全に留意し、事故及び災害の防止

に努めるとともに、現場の作業者等の出入り、火災・盗難の防止、風紀・衛生等の取締り、

その他について充分な注意を払わなければならない。

（９） 災害または事故が発生した場合は、速やかに適切な措置をとるとともに、その経緯を直

ちに監督官に報告するものとする。

（10） 業務実施の都合上、夜間作業を必要とする場合は、監督官に報告するとともに、所要の

手続きを行わなければならない。

（11） 受注者は、検査のために必要な資料、労務及び機材の提供について監督官の指示に従わ

なければならない。また、完成検査及びそれに先立ち監督官が行う下検査に対しても管理

技術者等を立ち会わせなければならない。

（12） 受注者は、監督官の指示に従い、業務の進捗状況、その他、監督官の要求する報告書を

提出し、必要に応じて監督官の指示に従い、沖縄防衛局において打合せを行い、監督官に

説明しなくてはならない。

（13） 業務実施期間中に、監督官が中間段階での成果品の提出を求めた場合には、その指示に

従い、提出するとともに、必要に応じて監督官の指示に従い、沖縄防衛局において打合せ

を行い、監督官に説明しなくてはならない。

（14） 交付された設計図書（複製を含む）は、業務完了後すべて返却しなければならない。

（15） 成果物は、すべて発注者の所有とし、他に公表、貸与又は使用してはならない。

（16） 受注者は、業務完了後、関係区域内の後片付けを行うとともに、破損したものについて

は直ちに復旧し、清掃を行わなければならない。

（17） 受注者は、業務実施に際し、環境保全について特に注意するものとする。また、業務遂

行に当たり環境が阻害される恐れのある場合は、あらかじめ対策を立て監督官と協議する

ものとする。

（18） 地元関係者との調整等
ア 受注者は、屋外で行う業務の実施にあたっては、地元関係者から業務に関する質問、疑
義に関する説明等を求められた場合は、監督官と調整の上対応することとし、地元関係者
との間に紛争が生じないように努める。
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イ 受注者は、仕様書の定め、あるいは監督官の指示により受注者が行うべき地元関係者へ
の説明、交渉等を行う場合は、交渉等の内容を書面で随時報告し、指示があった場合は
それに従う。

ウ 受注者は、監督官と地元関係者との協議について、監督官から指示があった場合には、
地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行う。

（19） 業務カルテ

受注者は、業務委託料が１００万円以上の業務について、契約締結後１０日以内（土日、

祝日除く）に測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カル

テ」を作成し、監督官の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに登録する

とともに、（財）日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを監督官

に提出しなければならない。

なお、登録内容の変更時は変更契約締結後１０日以内（土日、祝日除く）、業務完了時

は業務完了後１０日以内に登録手続を行うものとする。

（20） 業務関係書類の適正な管理について

業務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報の流出防止に万全を期すために、

ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用すること。

なお、業務関係書類とは、設計図書、業務計画書、成果物のほか、管理技術者等通知書

の本支店等で作成する書類の一切を含むものとする。

（21） 再委託

ア 受注者は、総合的企画、業務の遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等について

は、再委託することはできない。

イ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、資料整理、

模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、参考書籍・文献購入、消耗

品購入等といった軽微な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。

ウ 受注者は、１項及び前項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得

なければならない。

エ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の受注者（以下「協力者」と

いう。）との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対して適切な指導、管理の下

に業務を実施しなければならない。

なお、協力者は、防衛省のコンサルタント業務等指名競争参加有資格者である場合には、

指名停止期間中であってはならない。

（22） 本業務の実施にあたっては、監督官と打合せが必要な時は監督官の指示に従い、打合せ

を行うものとする。
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６．業務仕様

各区域における調査方法等は下表のとおりとし、具体的な調査の実施時期等については、監督

官と協議のうえ決定する。

なお、残骸物の回収は手作業によるものとするが、手作業では回収が困難な大きな残骸物が確

認された場合は、残骸物から目印ブイを立ち上げ、ＧＰＳによる位置出しを行い、調査後も目印

ブイを残置する。

地区（別図参照） 調査方法 調査時期 構 成

①リーフ内 【マンタ法調査】 [１回目] 【３班体制】

・小型作業船が潜水士２名を低速で ６月後半

曳航し、潜水士が海面付近から海 [２回目] ※１班あたり

底を目視探索し、確認した残骸に ８月中 ・小型作業船：1隻

ついて回収・写真撮影を行う。 [３回目] ・警戒船 ：1隻

・調査ルートは、南北方向に経度0. １０月中 ・船上作業員：1名

5秒（約14m）間隔を原則として設 [４回目] ・潜水作業員：3名

定し、安部オール島前面を含む浅 １２月中

所や岩礁域等では任意のルートで

補完する。 各１日

②重点地区 【エリア分けした任意採集】 [１回目] 【３班体制】

（MV22着水地点 ・露出岩礁や旗ブイ設標により区域 ６月後半

周辺） 内を６区画にエリア分けし、エリ [２回目] ※１班あたり

ア毎に１班が担当する体制で、潜 ８月中 ・作業船 ：1隻

水士が任意に移動しながら目視探 [３回目] ・小型作業船：1隻

索・残骸物回収・写真撮影を行 １０月中 ・警戒船 ：1隻

う。 [４回目] ・船上作業員：1名

・回収した残骸物の計数をエリア単 １２月中 ・潜水作業員：4名

位で行う。

各１日

③リーフ外 【スポット調査】 [１回目] 【３班体制】

・調査点を海底地形に応じて配置し ６月後半

（計24地点程度）、潜水士がサン [２回目] ※１班あたり

ゴ礁の岩陰や溝状地形に留意しな ８月中 ・作業船 ：1隻

がら目視探索・残骸物回収・写真 [３回目] ・警戒船 ：1隻

撮影を行う。 １０月中 ・船上作業員：1名

・対象範囲は地点中心から半径10m [４回目] ・潜水作業員：5名

程度とする。 １２月中

・回収した残骸物の計数を地点単位

で行う。 各１日
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７．調査業務成果物

（１）提出成果物は、次に掲げるものとする。

名 称 規格・寸法 提出部数 備 考

報告書

調査報告書 Ａ４版 ３部 金文字黒表紙

1.調査概要（調査名称、調査目的、

場所、履行期間、調査内容、調査数

量）

2.調査方法（位置、方法）

3.調査結果（回収した残骸物、写真

等）

名 称 規格・寸法 提出部数 備 考

デジタルデータ 正副 １部 CD-R等

（２）電子納品

ア 本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、最終成果を電子データで納品

することをいう。ここでいう電子データとは、「防衛施設調査業務に係る電子納品手

引書(案）」（以下「手引書」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて

作成されたものを指す。

イ 電子納品は、「手引書」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R又はDVD-R）

で正副２部提出する。「手引書」で特に記載が無い項目については、監督官と事前協議

の上決定するものとする。

なお、電子納品に対応するための措置については、国土交通省の「電子納品運用ガイ

ドライン（案）」を参考にするものとする。

ウ 電子納品の提出の際には、国土交通省の「電子成果物作成支援・検査システム」によ

るチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で提出

すること。
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