
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15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 漢那湾内及びその周辺における標識灯（ブイ）保守点検業務
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 契約日の翌日から平成30年 3月30日

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) 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15日（木）から平成29年 6月29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 6月30日(金) 10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。
落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の

規定に基づく調査を行うので、協力しなければならない。
(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は、競争参加を認めない。
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業 務 仕 様 書

１．業務名称

漢那湾内及びその周辺における標識灯（ブイ）保守点検業務

２．業務目的

本業務は、漢那湾内及びその周辺（金武町及び宜野座村沖）に設置された２８

基の標識灯（ブイ）の保守点検を行うもの。

３．適用範囲

この業務仕様書は、「漢那湾内及びその周辺における標識灯（ブイ）保守点検

業務」の契約について適用する。

４．履行場所

漢那湾内及びその周辺における標識灯２８基の所在地

５．履行期間

契約日の翌日から平成３０年３月３０日まで

第１ 総則

（１）作業計画

受注者は契約締結後速やかに作業計画書を監督官に提出しなければならな

い。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更は、この限りでは

ない。

（２）管理技術者

受注者は、本業務と類似の業務経験を有する管理技術者について速やかに発

注者に通知しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

（３）作業の確認

受注者は、主要な作業段階等において、監督官が指示した箇所については、監

督官の承諾を得るものとする。

（４）打合せ簿

作業中の指示、打合せ等は、その内容を打合せ簿に記録し、相互に確認するも

のとする。

（５）作業管理

受注者は、作業実施にあたり、関係法規を厳守し、常に最善なる管理を行わなけ
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ればならない。

（６）土地の立入

受注者は、作業の実施に当たり、国有、公有又は私有の土地に立ち入る場

合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これ

を呈示しなければならない。

その他の国有、公有又は私有の土地への立入りは、関係法令に規定する身分証明書の

交付を受けなければならない。

受注者は、他人の土地に立ち入る場合、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知し

なければならない。ただし、通知することが困難である場合においては、この限りではな

い。

受注者は、作業の実施に当たり安全に留意しなければならない。

（７）官公署等への手続等

作業の実施のための必要な関係官公署等に対する諸手続きは、監督職員と

打ち合わせの上、受注者において迅速に処理しなければならない。

受注者は、関係官公署等に対して交渉を要するとき、又は関係官公署から交渉を受け

たときは、遅滞なくその旨を監督職員に申し出て協議するものとする。

（８）検査

受注者は、完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品及び関係資料等を備

え、検査を受けなければならない。

（９）成果品

本業務における成果品は、発注者の承認を受けずに複製したり他人に公表・貸与

してはならない。

受注者は、本業務実施期間中、監督官が中間段階での成果品の提出を求めた場

合には、その指示に従わなければならない。

受注者は、本業務で参考とした図書及び資料は、成果品の一部として提出する

ものとする。

（10）秘密の保持

受注者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（11）再委託の承認等

受注者は、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

相手の住所・氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性を記載した書面を

作成の上、その承認を得なければならない。

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。
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受注者は、上記の承認を得て行った再委託の相手方が更に再委託を行うな

ど、複数の段階で再委託が行われる場合についても、上記と同様に承認を得な

ければならない。

第２ 業務内容

（１）打合せ協議

業務の着手時、中間３回、成果品納入時とする。また、必要と認められた

場合には監督官と打合せを行うものとする。

（２）作業計画：

・作業計画書の作成

（３）保守・点検作業対象：

① 標体（履行期間中４回：船上作業）

・標体の清掃及び外観点検

・ボルトの締付点検

・係留環（シャックル）の摩耗度点検

・破損箇所がある場合は、破損状況の確認及び原因の調査

② 灯具及び電源（履行期間中４回：船上作業）

・点滅動作の確認

・灯具の清掃及び外観点検

・電源の点検（動作確認、太陽電池パネルの清掃、ジョイントボックスの

点検及び太陽電池出力電圧の測定）

・配線の点検

・水密性の点検

・破損箇所がある場合は、破損状況の確認及び原因の調査

③ 係留装置（履行期間中２回：潜水作業）

・係留装置の摩耗度点検

・係留装置の清掃

・設置状況の点検及び修正

・小型標識灯の係留索の交換（履行期間中１回）

・丸型標識灯の係留索の交換（履行期間中２回）

保守点検作業については、別添「保守点検表」を参考とし実施するものと

する。

材料費については、下記数量を見込むものとする。数量については、１回

交換当たりの数量としている。
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①小型標識灯（灯浮標１０－ＰＳ型）

部品名称 規格・寸法 数量 備考

係留索 ワイヤーロープ Φ16mm ΣL=180m 20基 １回交換

シャックル等 1式

②丸形標識灯（灯浮標ゼニホタル（特殊型））

部品名称 規格・寸法 数量 備考

係留索 ワイヤーロープ Φ9mm ΣL=62m 6基 ２回交換

シャックル等 1式

作業期間中、下記部品交換が必要と判断される場合は、監督官と協議の

上、部品交換を行うものとする。数量については、１基当たりの数量として

いる。

①中型標識灯（灯浮標１４０Ｐ型）

部品名称 規格・寸法 数量 備考

電 源 蓄電池 12V24Ah １

ケーブル 2PNCT １式

ヒューズ 7A １

標 体 ゴムパッキン U-508 １

ゴムガスケット 20y ２

機 器 ＬＥＤ灯具 ZL-LS120 １

充電制御器 SVC14-5A １

②小型標識灯（灯浮標１０－ＰＳ型）

部品名称 規格・寸法 数量 備考

電 源 蓄電池 6V13.5Ah １

ケーブル １式

ヒューズ 3A １

標体 ゴムパッキン H-100 １

機 器 ＬＥＤ灯具 ZL-LS120 １

（４）台風時の保守作業：（履行期間中３回の実施を想定）

台風情報がある場合、履行場所が暴風域（風速２５ｍ／ｓ以上）に入ると

予測されるときは、小型標識灯（２０基）及び丸形標識灯（６基）の合計２

６基の標識灯について、陸上で保管の上、台風通過後に再設置すること。

なお、津波警報・注意報が発表された場合又は地震発生後に津波の発生が

予想される場合は、この限りではない。

（５）報告書の作成及び提出：

各回の保守・点検後に結果を報告するものとする。
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業務完了後、報告書（作業状況の写真集含む）を２部提出するものとす

る。

第３ その他：

① 受注者は、本件業務の実施に当たっては、受注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ものとする。

② 受注者は、本件業務の実施に当たっては、本仕様書によるほか、関連法規

等を遵守の上実施するものとする。

③ 受注者は、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、受注者の負担において実施する。

④ 受注者は、本仕様書記載の作業の実施に際し、標体等に異常があると認め

られる場合は、監督官と協議の上、速やかに修復等を行うものとする。

⑤ 受注者は、本仕様書記載の作業の実施に際し、本仕様書に明記されていな

い事項が発生した場合又は「台風時の保守作業」時等に想定以上の作業が生

じた場合は、監督官へ内容を連絡の上、契約内容の変更の協議と併せ、その

承諾の下で実施するものとする。

⑥ 受注者は、本件業務の実施に際し、疑義または変更が生じた場合は、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。

⑦変更が生じた場合は、後日精算するものとする。

以 上

添付資料：１．標識灯設置位置図

２．標識灯位置一覧表

３．標識灯一般仕様

４．保守点検表（参考資料）



標識灯設置位置図

別 添

標識灯（丸形 ６箇所）
標識灯（小型 ２０箇所）
標識灯（中型 ２箇所）

 中型標識灯（2箇所）  小型標識灯（20箇所）  丸型標識灯（6箇所） 
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