
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３０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３０年３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 航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務（３０ （金武町、宜野座）

村、伊江村及び東村）
(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３１年３月２９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５日（月）から平成３０年３月１９日（月）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３０年３月２０日（火） １０時３０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。



仕 様 書

１ 業務の名称
航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務 ３０ 金武町 宜野座村 伊江（ ）（ 、 、

村及び東村）

２ 業務の目的
本業務は、キャンプ・ハンセン等周辺の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（ 「 」 。） 、
守点検を行い 航空機騒音自動測定装置等の継続的な性能維持及び管理を行うこと、
を目的とする。

３ 適用の範囲
この仕様書は 上記 航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務 ３０ 金武、 「 （ ）（
町、宜野座村、伊江村及び東村 」の契約について適用する。）

４ 履行期間
契約締結日から平成３１年３月２９日

５ 履行場所
（１）航空機騒音自動測定装置：１１箇所 別添１のとおり
（２）航空機騒音監視システム： ２箇所 別添１のとおり

６ 用語の意義
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 業務の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。

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運用に支障の無いよ
う行うものとする。

（１）定期点検作業
契約履行期間中に保守点検作業を４回実施することとし、日程は、監督官と調

整の上、実施するものとする。
① ５項（１）に設置している航空機騒音自動測定装置については、別添２「航空
機騒音自動測定装置の保守点検基準(NA-37)」に基づき点検を行う。

② ５項（２）に設置している航空機騒音監視システムについては、別添３「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４ 航（ ）」 「
空機騒音自動監視システム XZ-B2 Client Program 取扱説明書 に基づき起動（ ）」
状態等の確認を行う。

③ ５項 １ に設置している航空機騒音自動測定装置については 下記部品の交（ ） 、
換作業を行い、その他、必要となる部品については、監督官と調整する。
・全天候ウインドスクリーン (騒音計１台当たりマイクロホン用１個、航空機
識別用（防水キャップ付）４個)

・スクリーンインナー (騒音計１台当たり１個）



・停電時動作保証用電池（内部用）(騒音計１台当たり１個）

（２）臨時点検作業（随時）
（ ）、 （ ）航空機騒音自動測定装置等の不具合 機器等の故障 不測の事態 台風等

が発生した場合は、直ちに確認作業を行い、航空機騒音自動測定装置等を正常
な状態に復旧するものとする。
また、５項（１）に設置している航空機騒音測定自動装置の転倒等による事

故が発生した場合は、夜間、休日を問わず現場に急行し、原因究明のための臨
時点検及び応急措置を行うとともに再発防止策を講じる。

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。

９ 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 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、理由を明確にした上、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。

10 提出書類
（１）保守点検等の作業実施後、速やかに提出する書類は、次のとおりとする。

① 保守点検報告書

② 臨時点検報告書
（２）保守点検報告書には、次の事項を記載する。

① 保守点検結果一覧
② 保守点検時交換部品（交換内容、写真等）
③ 保守点検チェックシート
④ 部品交換等年次計画表
⑤ その他必要となるもの

11 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。

12 注意事項
保守点検等を実施する際、機器等に対し権利（特許権、著作権等）がある場合は、
権利を有する者に使用の許可を得て行うこととし 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。

13 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、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、質疑が生じた場合は、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。

（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、委託者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諾を受けた場合には、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
面を委託者に提出する。
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ロ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、業務実施計画書、作業員名簿、保守点検業務報告書及
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等設置場所
２ 航空機騒音自動測定装置の保守点検基準（NA-37）
３ 取扱説明書航空機騒音自動監視システム（XZ-B2 Server Program ）
４ 取扱説明書航空機騒音自動監視システム（XZ-B2 Client Program ）



航空機騒音自動測定装置等の設置場所

別添１

１．　航空機騒音自動測定装置

番号 町村名等 建物名称 所在地番 備考

1 金武町 金武中央公民館 沖縄県国頭郡金武町字金武7758

2 金武町 金武町立図書館 沖縄県国頭郡金武町字金武1827

3 金武町 土地改良区事業所 沖縄県国頭郡金武町字金武638

4 金武町 中川区事務所 沖縄県国頭郡金武町字金武10543-1

5 宜野座村 城原区・民家 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那2536-8

6 宜野座村 松田区公民館 沖縄県国頭郡宜野座村松田１

7 伊江村 真謝地区集会施設 沖縄県国頭郡伊江村字西江上1696

8 伊江村 西崎区牛舎 沖縄県国頭郡伊江村字西江前1898-1

9 東村高江区 牛車集落・民家 沖縄県国頭郡東村字高江85-36

10 東村高江区 車集落・民家 沖縄県国頭郡東村字高江39-13

11 東村宮城区 宮城集落・民家 沖縄県国頭郡東村字宮城316-2

２．　航空機騒音監視システム

番号 町村名等 建物名称 所在地番 備考

1 嘉手納町 沖縄防衛局移設整備課 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9

2 嘉手納町 沖縄防衛局地方調整課 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9

３．設置位置

　・案内図、位置図を参照



北部訓練場

東村 測定装置３箇所
（牛道集落民家、車集落民家、宮城集落民家）

伊江島補助飛行場

伊江村 測定装置２箇所
（西崎区牛舎、真謝地区集会施設）

キャンプ･シュワブ

キャンプ･ハンセン
沖縄防衛局
監視システム ２箇所
（移設整備課、地方調整課）

金武ブルー・ビーチ訓練場

航空機騒音自動測定装置等の案内図
（測定装置１１箇所、監視システム２箇所）

金武町 測定装置４箇所
（中央公民館、町立図書館、土地改良区事務所、
中川区事務所）

宜野座村 測定装置２箇所
（城原区民家、松田区公民館）



金武町 航空機騒音自動測定装置 ４箇所



宜野座村 航空機騒音自動測定装置 ２箇所



伊江村 航空機騒音自動測定装置 ２箇所



東村 航空機騒音自動測定装置 ３箇所



航空機騒音監視システム 沖縄防衛局２箇所
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CAL Method:MIC Freq.Weight:C Wind Screen:OFF Calibration
:ON 114dB CAL

CAL Method:MIC Freq.Weight:A Wind Screen:OFF Calibration:
OFF 1kHz NC-74 94dB

Freq.Weight:Z Calibration ON
250Hz,500Hz,4KHz

90dB
DC OUT
90dB DC OUT
AC OUT

90dB AC GAIN 110dB

A 31.5Hz 1KHz 8KHz

0.5 SLOW
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CAL Method MIC ACOUSTIC INTERNAL
Auto Check Mode ON/OFF
Auto Check Time
Check Level
Check Tolerance
Check Frequency 250 500 1K 4KHz
Freq Weight A C F
Time Const S Slow F Fast
Digital Gain 90 110 130dB
Signal Out AC DC
MS-11 ON/OFF
Wind Screen ON/OFF

AN

NC-74 X Y Z

AN R

Packets Mode S Mode A/C

AN R

DATA
LCD RED GREEN BLUE
DATE TIME
LCD RIGHT LCD ON/OFF
INDEX No.
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USB

AC 100V
AC 100V

CHARGE POWER

AC



XZ-B2 Server Program



XZ-B2 Client Program


