
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、平成２９年度予算が成立し、本業務に係
る予算示達がなされることを条件とするものです。

平成２９年３月７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 航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（金武町・宜野座村・伊

江村・東村）
(2) 業務場所 仕様書のとおり
(3) 業務内容 仕様書のとおり
(4) 履行期間 契約締結日から平成３０年３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７
０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、
資格の種類が「役務の提供等」で、Ａ、Ｂ又はＣ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（内線１２５）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成２９年３月７日（火）から平成２９年３月２３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。
なお、交付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２９年３月２４日（金） １４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し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。



入 札 説 明 書

１ 公告日 平成２９年３月７日

２ 契約担当官等 支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎
〒９０４－０２９５ 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９

３ 業務内容等
(1) 業 務 名 航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（金武町・宜野座村・伊

江村・東村）
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 契約締結日から平成３０年３月３１日まで

４ 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) 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、Ａ、Ｂ又はＣ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。

５ 競争資格の確認等
(1) ４(2)に掲げる資格を確認できる書類（資格審査結果通知書の写し）を入札日の
前日（行政機関の休日を除く。）午後５時までに持参又は郵送により提出するものと
し、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合は、提出期限までに必着のこととし、電話等による確認を
行うこと。
(2) 競争資格に関する問い合わせ先
〒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（内線１２５）

６ 入札説明書等に対する質問
(1) 入札説明書及び仕様書等に対して質問がある場合は、書面（様式は自由）により
次に従い提出すること。
・提出期限 平成２９年３月７日（火）から平成２９年３月２３日（木）（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。

・提出場所 ５(2)に同じ
・提出方法 書面は、郵送若しくは電送又は持参によるものとする。なお、郵送に

よる場合は、提出期限までに必着のこととし、電送の場合は電話等によ
る確認を行うこと。

(2) (1)の質問に対する回答は、書面にて行うとともに、次のとおり閲覧に供する。
・期 間 平成２９年３月７日（火）から平成２９年３月２３日（木）
・場 所 ５(2)に同じ

７ 入札執行の日時及び場所等
・日 時 平成２９年３月２４日（金） １４時００分
・場 所 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９ 沖縄防衛局 ４階 講堂３
・方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００

分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると
きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入
札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額
を入札書に記載すること。
また、入札参加者は、入札心得書様式２により入札書を作成し、入札者



の氏名を表記した封筒に入れて封緘のうえ、提出しなければならない。
なお、入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

８ 入札保証金及び契約保証金 免除。

９ 開 札 開札は、７に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち
会わせて行う。

10 入札の無効
(1) 次に掲げる入札は無効とする。
ア 公告において示した競争参加資格のない者のした入札。
イ 本説明書及び入札心得書において示した条件等に違反した入札。
ウ 入札時点において４に掲げる資格のない者のした入札。
(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

11 落札者の決定方法
予決令第７９条の規定に基づいて作成し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。ただし、落札者となるべき者の入札価
格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ
ると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ
ととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の
範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者
とすることがある。

12 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

13 関連情報の窓口 ５(2)に同じ。

14 適用する契約条項
(1) 別冊契約書案
(2) 談合等の不正行為に関する特約条項
(3) 債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項
（4） 暴力団排除に関する特約条項
（5） 個人情報の保護に関する特約条項

15 その他
(1) 入札・契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に
限る。

(2) 入札参加者は、入札心得書等を熟読するとともに遵守すること。



入 札 心 得 書

（目的）

第１条 一般競争（以下「競争」という。）を行う場合における入札その他の取扱い

については、会計法（昭和２２年法律第３５号）、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。）、国の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）、契約事務取扱規則（昭和３

７年大蔵省令第５２号）、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令

（昭和５５年大蔵省令第４５号）、防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛

庁訓令第１０８号）その他の法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところ

によるものとする。

（競争参加の申し出）

第２条 競争に参加しようとする者は、公告において指定した期日までに、当該公告

において指定した書類を、支出負担行為担当官等（会計法第２９条の３第１項に規

定する契約担当官等をいう。以下同じ。）に提出し、競争参加資格の確認を受けな

ければならない。

（入札説明書等に対する質問）

第３条 支出負担行為担当官等から競争参加資格が有る旨の確認を受けた者で入札に

参加を希望する者は、入札説明書、仕様書、契約書案（以下「入札説明書等」とい

う。）を熟覧のうえ、入札しなければならない。

入札説明書等について疑義があるときは、入札説明書において指定した期日まで

に支出負担行為担当官等に書面（様式は自由）により質問することができる。

（入札に参加することができない者等）

第４条 予決令第７０条及び第７１条の規定に該当する者は、入札に参加し、又は入

札代理人となることはできない。

（入札等）

第５条 入札に参加することができる者（以下「入札参加者」という。）は、支出負

担行為担当官等から競争参加資格が有ると認められた者（一般競争参加資格確認通

知書を受けた者）又はその代理人のみとする。

２ 入札参加者が代理人であるときは、様式１に定める委任状を持参し、入札前に支

出負担行為担当官等に提出しなければならない。

３ 入札参加者は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

４ 入札参加者は、様式２により入札書を作成し、入札者の氏名を表記した封筒に入

れて封緘のうえ、入札書を提出しなければならない。

５ 支出負担行為担当官等（補助者を含む。）は、必要に応じ、入札書に係る内訳明



細書を提出させ、説明を求めることがある。

６ 入札参加者は、一度提出した入札書の引き替え、変更又は取消をすることができ

ない。

７ 入札参加者は、公告において指定された時刻までに、公告において指定された場

所（以下「入札室」という。）に入室し、開札に立ち会うものとする。入札室に入

室しようとするときは、一般競争参加資格確認通知書の写しを担当官に提示しなけ

ればならない。

なお、一般競争参加資格確認通知書を受けた本人又はその代理人以外の者は、入

札室に入室できないことがある。また、第１回の開札に立ち会わない場合でも提出

された入札書は有効として取扱うこととし、再度入札を行うこととなったときには、

支出負担行為担当官等からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに

明らかにするものとする。

（入札の辞退）

第６条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退すること

ができる。

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、様式３に定める入札辞退届又はその旨を

明記した入札書を支出負担行為担当官等に提出して行う。

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではな

い。

（公正な入札の確保）

第７条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札

価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければ

ならない。

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。

（入札の執行回数等）

第８条 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

２ 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなか

った場合は、最低入札金額を入札参加者に対して読み上げを行う。

なお、入札を保留する場合は、入札参加者に対して口頭により通知する。

（再度入札）

第９条 開札をした場合において、落札者がないときは、支出負担行為担当官等が指

定する日時において再度の入札を行う。



２ 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。

３ 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。

（入札の取りやめ等）

第１０条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公

正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加さ

せず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

（入札の無効）

第１１条 次の名号の一に該当する入札は、無効とする。

一 入札公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札

二 競争参加資格確認申請書又は競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者のした

入札

三 委任状を持参しない代理人のした入札

四 記名押印を欠く入札

五 金額を訂正した入札

六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

七 明らかに連合によると認められる入札

八 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者

のした入札

九 入札において２通以上の入札書を入札函に投入した者のした入札

十 その他入札に関する条件に違反した入札

（落札者の決定）

第１２条 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。ただし、落札者となる

べき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ

れないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をも

って入札した者を落札者とすることがある。

２ 予決令第８５条の基準（防衛省所管契約事務取扱細則第２５条第１項(1)に定め

る基準）に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官等の行う調査に協力し

なければならない。

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）

第１３条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、支出負担行

為担当官等が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて

落札者を定める。



２ 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、

これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。

（契約の保証）

第１４条 落札者は、契約書案の提出と同時に、請負代金額の１００分の１０以上の

契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。

ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

２ 落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらか

じめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店（日本銀行の本店、支店又は代理店）に振り

込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出

しなければならない。

３ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合にお

いて、当該担保が有価証券（利付け国債に限る。）であるときは、あらかじめ、当

該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店（日本銀行の本店、支店又は代理店）

に払い込み、政府保管有価証券振込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提

出書を取扱官庁に提出しなければならない。

４ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合にお

いて、当該担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証であるときは、当該

保証に係る保証書を取扱官庁に提出しなければならない。

５ 落札者は、第１項ただし書きの規定により契約保証金の納付を免除された理由が、

公共工事履行保証契約及び履行保証保険契約を締結したことによるものであるとき

は、公共工事履行保証契約にあっては公共工事履行保証証券に係る証券を、履行保

証保険契約にあっては履行保証保険に係る証券を取扱官庁に提出しなければならな

い。

（契約書等の提出）

第１５条 落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書案に記名押印し、

落札決定の日の翌日から起算して７日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和６

３年法律第９１号）第１条第１項各号に規定する行政機関の休日を含まない。）に、

これを支出負担行為担当官等に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担

当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効

力を失う。

（入札説明書等）

第１６条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。

（異議の申立）



第１７条 入札をした者は、入札後、この心得、入札説明書等についての不明を理由

として異議を申し立てることができない。

（その他）

第１８条 いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態による下請負契約により、

履行する等契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。



様式１

委 任 状

当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限

を委任します。

記

件 名：航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（金武町・宜野座村

・伊江村・東村）

代理人使用印鑑

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印



様式２

入 札 書

件 名：航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（金武町・宜野座村

・伊江村・東村）

入 札 金 額 ￥

上記の金額をもって入札心得書の条項を承諾のうえ入札します。

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

代理人氏名 印

注：金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。



様式３

入 札 辞 退 届

件 名：航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（金武町・宜野座村

・伊江村・東村）

上記件名について、都合により入札を辞退します。

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

代理人氏名 印
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仕 様 書

１ 業務の名称

平成２９年度航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（金武町、宜野座村、

伊江村、東村）

２ 業務の目的

本業務は、防衛施設周辺における航空機騒音の発生状況を把握するため、沖縄防衛局

が沖縄県国頭郡金武町、宜野座村、伊江村及び東村に設置している航空機騒音自動測定

装置及び沖縄防衛局庁舎内に設置している航空機騒音監視システム（以下「航空機騒音

自動測定装置等」という。）について、保守点検等作業を行い、航空機騒音自動測定装置

等の各機能を正常な状態に維持することを目的とする。

３ 適用の範囲

この仕様書は、「平成２９年度航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（金武

町、宜野座村、伊江村、東村）」の契約について適用する。

４ 履行場所

（１）航空機騒音自動測定装置

○金武町：４箇所

・金武中央公民館

・金武町立図書館

・土地改良区事務所

・中川区事務所

○宜野座村：２箇所

・城原区民家

・松田区公民館

○伊江村：２箇所

・真謝地区集会施設

・西崎区牛舎

○東村：３箇所

・高江区民家（２箇所）

・宮城区民家

上記履行場所の詳細は、別途受託者に提示する。

（２）航空機騒音監視システム：２箇所

沖縄防衛局企画部地方調整課の執務室

（住所：沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９）

５ 履行期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

６ 用語の定義

本仕様書で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

（１）検査官 業務完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、委託者が指名する

者をいう。

（２）監督官 業務の的確かつ円滑な処理を図り、契約の適正な履行を確保するため必

要な監督を行う者で、委託者が指名する者をいう。
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７ 業務の内容

航空機騒音自動測定装置等に関して、下記に示す業務内容を行うものとする。

（１）定期点検

航空機騒音自動測定装置等の状態に異常がないか点検を行って確認し、当該

測定装置等が常に正常かつ良好に作動するように必要な整備と点検を行う。定

期点検を行う回数は４回とし、各四半期毎に１回実施することとし、実施日は

監督官と調整の上決定する。

なお、騒音自動測定装置の点検は、別添１「航空機騒音自動測定装置の保守

点検基準（ＮＡ－３７）」に基づき行うほか関係法令等や製造業者が推奨する点

検方法などに基づき適正に点検作業を行う。、航空機騒音監視システムの点検は、

別添２「航空機騒音自動監視システムXZ-B2 Server Program 取扱説明書」及び

別添３「航空機騒音自動監視システムXZ-B2 Client Program 取扱説明書」に基

づき行うほか関係法令等や製造業者が推奨する点検方法などに基づき適正に点

検作業を行う。

（２）臨時点検（随時）

監督官等から故障又は不具合の発生の連絡を受けた場合に、速やかに作業員

を派遣して臨時に点検調整を行い、航空機騒音自動測定装置等を正常な状態に

復旧する。なお、実施日は監督官と協議のうえ決定するが、受託者は少なくと

も当該故障等の発生の連絡を受けた日の翌日から３営業日以内に実施可能な体

制を整えるものとする。ただし、監督官の承諾を得た場合にはその限りではな

い。

（３）事故対応（随時）

監督官等から、建物屋上に設置している航空機騒音測定器の転落などによる

事故の発生を受けた場合には、夜間、休日を問わず現場に急行し、原因究明の

ための臨時点検と応急措置を行うとともに再発防止策を講じる。また、監督官

等から事故原因の調査報告書の作成などの指示を受けた場合には、迅速かつ適

切に対応する。

（４）部品交換

定期点検などに併せて下記部品を新品に交換する作業を行う。部品交換の時

期は、監督官と調整の上決定する。

（交換部品）

・全天候防風スクリーン（騒音計１台あたりマイクロホン用１個、航空機識別

マイクロホン用４個）

・スクリーンインナー

・停電時動作保証用電池（内部用）

・停電時動作保証用電池（外部用）

・無停電電源装置用（ＵＰＳ）バッテリー（移設整備課内）

８ 業務に必要な消耗品等の負担

（１）点検等作業に必要な消耗品、器具及び雑材料等は全て受託者の負担とする。

（２）分解作業又は部品の交換等により復帰する程度の軽微な故障は、受託者の負

担で修理を行うものとする。

（３）検定が必要なものについては、その検定に関する費用も受託者の負担とする。

９ 著作権その他

著作権、特許権その他第三者の権利の対象となる点検方法等の使用など、著作権

その他の権利に係る使用交渉は受託者の責任で行うものとし、その費用負担が生じ

た場合には受託者が負うものとする。
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１０ 業務実施計画書の作成

（１）受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画書を作成し、監督官に提出する。

（２）業務実施計画書には、次の事項について記載する。

①業務概要

②実施方針（点検方法を含む）

③業務工程（成果品の提出時期を含む）

④業務組織計画（連絡体制及び作業員名簿を含む）

⑤提出書類の内容、部数

⑥その他必要となるもの

（３）受託者は、業務実施計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ

で、その都度、監督官に変更業務実施計画書を提出する。ただし、軽微な内

容の変更についてはこの限りではない。

（４）監督官が指示した事項については、受託者が更に詳細な業務実施計画に係る

資料を提出する。

１１ 打合せ等

業務を適正かつ円滑に実施するため、常に密接な連絡をとり、業務の方針及び

条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面（打合

せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容につ

いては、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。

１２ 提出書類

（１）定期点検等の実施後、速やかに提出する書類は、次のとおりとする。

①定期点検報告書

②臨時点検報告書

③事故対応等報告書

（２）定期点検報告書には、次の内容を記載する。

①システム概要

②点検機器一覧表（製造会社名、型番等）

③実施工程表

④点検チェックシート

⑤部品交換リスト

⑥点検整備履歴表

⑦不具合箇所及び処置方法の提案

⑧部品交換等年次計画表

⑨写真（点検機器、点検作業状況、部品交換作業状況）

⑩その他必要となるもの

（３）受託者は、提出書類について、あらかじめ監督官と協議し、作成過程におい

ては、その都度、監督官の確認を受けるものとする。

１３ 完了報告

受託者は、業務完了後、委託者に速やかに報告する。

１４ その他

（１） 受託者は、本件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切な処理を行う。

（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
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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、本仕様書に明記されていない事項であっても、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、監督官

の承認を得る。

（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は、第三者に漏

らしてはならない。

また、監督官から貸与された資料については、目的以外には使用せず、業

務完了後、速やかに返却する。

（６) 受託者は、提出書類について、あらかじ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) 委託契約の履行において再委託を行う場合には、あらかじめ再委託する相

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提出し、委託者の承諾を得る。

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

合も同様とする。

（８) 委託契約の履行において、再委託の承認を受けた場合には、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

時は、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発注者に提出する。

なお、当該書面の記載内容に変更が生じた場合も同様とする。

（９) 業務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報の流出について万

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。

なお、業務関係書類とは、業務実施計画書、作業員名簿、保守点検報告書

及び業務完了通知書のほか、本件業務で作成する書類の一切を含むものとす

る。

以 上

添付書類：１航空機騒音自動測定装置の保守点検基準（ＮＡ－３７）

２航空機騒音自動監視システムXZ-B2 Server Program 取扱説明書

３航空機騒音自動監視システムXZ-B2 Client Program 取扱説明書
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