
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 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購入及び設置調整等業務
(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 5月31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Ａ又はＢ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30年 3月 7日（水）から平成30年 3月23日(金)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30年 3月26日（月） 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。



仕 様 書

業務名称：航空機騒音自動測定装置等購入及び設置調整等業務

１ 業務の目的

本業務は、沖縄県国頭郡宜野座村において、キャンプ・ハンセンに所在するヘリ着陸帯に

おける航空機の離陸、着陸等により発生する騒音の発生回数、発生時刻及び音響の強度等を

継続的に測定し、騒音状況を把握することを目的とする。

２ 履行場所

（１）航空機騒音自動測定装置

宜野座村（新設１箇所、移設１箇所）：別図参照

※詳細な場所については監督官と協議の上、決定するものとする。

（２）既存航空機騒音自動監視システム

沖縄防衛局 移設整備課内（沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9）

３ 履行期限

契約日の翌日から平成３０年５月３１日まで

４ 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 業務の完了を確認するための検査を行う者で、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、契約書の規定に基づき、委託者が指名する者をいう。

５ 業務の内容（測定装置の設置及び調整）

（１）測定装置の概要

本測定装置は、航空機の騒音を常時観測し、単発騒音レベル、暴露レベル及び継続時

間を算出するとともに、音の到来方向検出、航空機騒音識別等のために必要な音響の測

定とその測定したデータの収集及び解析を行い、日報、月報、年報等の帳票を作成する

既存の航空機騒音自動監視システム（以下、「既存監視システム」という。）で処理を行

うものとする。

なお、取得した測定データは、沖縄防衛局移設整備課内に設置されている既存監視シ

ステムを結ぶ通信回線により伝達し、既存監視システムと接続して支障なく整合するも

のでなければならない。

（２）測定装置の仕様及び数量

① 上記２（１）に示す新設する１箇所について

宜野座村福山区に新設される以下の機材とし、本装置の性能は、メーカー仕様によ

るものとするが、別添と同等以上とする。

（ア） 精密騒音計：１台

ａ 測定装置の騒音計部は、計量法に基づく検定及び型式承認を受けた精密騒音計で、

常時観測を目的とするため、マイクロホンを専用コードで延長した状態で検定に合格

することが可能であること。

ｂ マイクロホンシステムは、全天候型防風スクリーンを有し、ヒータを内蔵して、

風及び雨中でも動作が保証され、使用可能であること。また、防風スクリーンを鳥獣

害から保護するための処置を施すこと。

ｃ マイクロホンシステムは、４種類以上の周波数をもつテスト音源により、上記２



（１）に設置したままで、既存監視システムからの通信により音響校正が可能である

こと。

ｄ 騒音の測定範囲は、28dB～138dBでレンジ切り替えなしのワイドレンジであること。

ｅ JIS-C1509-1:2017（IEC61672-1:2013）に適合すること。

（イ）環境騒音観測装置：１台

ａ 航空機騒音識別装置及び航空機騒音処理プログラムにより、音源の識別（上空音

識別、地上音識別及びその他の音の識別）、移動音源の判別を行い、法線ベクトルに

よる３次元の音の到来方向の音響式識別及び航空機の応答電波を受信できる電波式識

別の観測が可能であり、既存監視システムの画面上で結果を確認できること。

ｂ 測定したデータは、１ヶ月分以上内部メモリ等に保存しておくことができること。

ｃ バッテリーによる停電時の動作保証機能があり、停電時に機器が停止した場合で

あっても、電源が復帰した際には自動的に正常起動すること。

ｄ 航空機騒音識別装置とそのマイクロホンを接続する専用コードは、耐ノイズによ

る影響を極力抑えたものであること。

ｅ 既存監視システムからの指示を受け、時刻及び騒音計を校正することができるこ

と。

ｆ 既存監視システムからの指示を受け、観測データを通信回線により伝達すること

ができること。

ｇ 実音モニタプログラムによる録音が可能であり、騒音イベント発生に連動し、最大騒音レ

ベル付近の実音を圧縮形式、またはＰＣＭ形式の選択可能なファイル形式で録音できること。

（ウ）屋外用キュービクル及びマイクロホンスタンド：各１台

新たに屋外用キュービクル及びマイクロホンスタンドを新設することとし、必要に応じコー

キング、ペイント等による防水処理等の補修を施すこと。

② 上記２（１）に示す移設する１箇所について

宜野座村松田区公民館から高松地区内民家に移設される以下の機材

（ア）精密騒音計（NA-83）

（イ）環境騒音観測装置（NA-37）

（ウ）屋外用キュービクル（QC-01）及びマイクロホンスタンド（ST-88）

（エ）航空機騒音識別装置（AN-37R）

（オ）その他の設置用機材

移設するにあたり、マイクロホン延長コード、識別用マイクロホンコード、SSR識

別用延長コードや設置用機材等については、新たに用意することとする。

（３）設置・調整等

前記（２）の①及び②で指定した本測定装置等を上記２（１）に示す場所に設置し、

騒音レベルの測定、音源の識別、音の到来方向の観測等ができるように調整を行い接続

すること。

（ア）上記２（１）に新設及び移設した本測定装置と上記２（２）に設置してある既存監

視システムとの通信ができるように接続すること。

（ウ）データ通信により収集された測定データを発注者所有の既存監視システムに搭載さ

れているプログラム（リオン(株)製環境騒音監視ソフトウェア）で処理できるように

調整すること。

（エ）既存監視システムを調整する場合には、他の騒音測定装置の測定及びデータ収集等

の妨げにならないようにすること。

（４）その他設置に必要な事項

（ア）本測定装置の設置等により既設建物等に損傷を与えた場合は、責任をもって原状復

旧を行うものとする。

（イ）測定装置の設置場所における所用の電源等については、監督官と調整するものとす

る。



６ 作業者及び主任者

（１）受注者は、業務の着手に先だって、作業者の名簿（主任者を明示）を監督官に提出す

ること。

（２）主任者は、本契約の履行に関し、必要に応じて監督官と業務内容等について調整を行

うこと。

７ 提出書類

受注者は、以下の書類を監督官に提出すること。

・実施計画書

・工程表

・納品書

・設置完了報告書（設置写真等添付）

・精密騒音計検定証

・その他必要な書類

８ 検査及び引渡し

受注者は、業務が完了したものを取りまとめ、検査官に業務完了通知書１部を提出する。

９ 保証期間

本業務において納入した測定機器等の保証期間は、業務完了の日より１年とし、期間内

に生じた受注者の不備によるものについては、無償で修理するものとする。

１０ その他

（１）受注者は、本業務の実施に当たって、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。

（２）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。

（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、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）受注者は、本業務の実施に際し、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。

（５）受注者は、本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）受注者は、本業務の実施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、再委託を行う業務に範囲、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。

（７）受注者は、本業務の実施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。

（８）契約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、ファイル交換の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、契

約関係書類とは、この契約を履行するために作成する書類の一切を含むものとする。

以 上



- 1 -

別添

機 器 仕 様

(１)精密騒音計

（ア）適合規格 計量法精密騒音計 JIS C 1509-1:2017（IEC61672-1）
（イ）測定レベル範囲 Ａ特性：28dB～ 138dB

Ｃ特性：36dB～ 138dB
Ｚ特性：42dB～ 138dB

（ウ）周波数重み特性 Ａ、Ｃ及び Z特性
（エ）時間重み特性 Fast、Slow特性
（オ）マイクロホンシステム

タイプ：エレクトレットマイクロホン

機能 ：マイクロホン内蔵音源による騒音計レベルチェック

周波数 250Hz、500Hz、1kHz、4kHz（動作確認用） 114dB（音圧レベ
ル）

（カ）全天候型防風スクリーン 風速 10m/s での風雑音が 60dB（A 特性）を下回るもの

（２）環境騒音観測装置

（ア）測定機能 騒音検出、航空機騒音識別(上空音 /地上音、移動方向、
通 過領域)、地上騒音識別、評価量算出(WECPNL、
Lden)、 各種等価騒音レベル

（イ）航空機騒音識別機能 相互相関法による演算結果を基に方角、仰角、を算出内部

（ウ）データ保存 メモリに、測定データを常時 40日分以上保存時計機能、
（エ）システム機能 オートシャットダウン機能、自動測定復帰機能、バッ

テリ警告機能、バックライト自動消灯機能

（オ）電源部 AC電源：100V～ 240V、外部 DC 電源：12V
（カ）停電保証 バックアップ時間 2時間以上
（キ）仕様温湿度範囲 -10℃～ 50℃ 90%RH以下（結露のないこと）



別図

松田区公民館

城原区民家

航空機騒音自動測定器設置箇所（宜野座村）

松田区高松地区内民家

（※松田区公民館から移設）

福山区

（※新設）
凡例

：測定装置設置箇所（平成26年2月～）

：新規及び移設により設置する箇所（候補地等）


