
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３１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３１年２月１９日

支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 田中 利則

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 嘉手納飛行場における航空機の運用実態調査（目視調査）業務
(2) 業務内容 嘉手納飛行場で離着陸等を行う航空機について、双眼鏡やカメラ等を使

用した目視により離着陸等調査を行う。
(3) 履行期間 契約締結日から平成３２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70条及び第7
1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のいずれかの格付けを受け、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（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成３１年２月１９日（火）から平成３１年３月７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３１年３月８日(金) 午前１１時００分 沖縄防衛局 ４階 講堂２
入札書等は、入札当日に持参又は３月７日の午前中迄に（１）宛書留郵便にて郵

送すること。（その際、（１）まで電話連絡を行うこと）

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３１枚

仕 様 書

業務の名称：嘉手納飛行場における航空機の運用実態調査（目視調査）業務

沖縄防衛局



仕様書

１ 業務の名称

嘉手納飛行場における航空機の運用実態調査（目視調査）業務

２ 業務の目的

本業務は、嘉手納飛行場で離着陸等を行う航空機について、双眼鏡やカメラ等を使用

した目視による離着陸等調査を行い、同飛行場における航空機の運用実態の把握に資す

ることを目的とする。

３ 適用の範囲

本仕様書は、沖縄防衛局が行う「嘉手納飛行場における航空機の運用実態調査（目視

調査）業務」の契約について適用する。

４ 履行場所

沖縄防衛局（沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０番地９）ほか

５ 履行期間

平成３１年４月 １日から平成３２年３月３１日まで

６ 目視調査の内容

(1) 調査方法

ア 嘉手納飛行場で離着陸等を行う航空機について、双眼鏡やカメラ等を使用して、

当該航空機を確認する度に飛行態様（離陸、着陸、タッチ・アンド・ゴー、旋回及

び通過）、機種及びテイルコード等を確認するとともに、飛行態様の写真撮影を行

う。

また、併せて確認したテイルコード等を基に、嘉手納飛行場所属の航空機（以下

「常駐機」という。）又は常駐機以外の航空機（以下「外来機」という。）のいず

れであるかを判別する。なお、常駐機は別表１のとおりとする。なお、夜間におい

ては、ビデオカメラを使用して航空機の機種の判別及び飛行態様の確認を行う。

イ 嘉手納飛行場でエンジン調整や前記アに示す飛行態様以外の運用（ヘリのホバリ

ングなど）を行う航空機について、当該航空機を確認する度に態様及び機種等を確

認するとともに、写真撮影を行う。ただし、エンジン調整の写真撮影は不要とする。

(2) 観測場所

観測場所は、沖縄防衛局庁舎（沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０番地９）及

び嘉手納飛行場旧海軍駐機場（以下「旧海軍駐機場」という。」）の使用状況を確認

できる場所の２箇所とする。なお、旧海軍駐機場が使用状況を確認できる場所につ

いては屋内外は問わないものの、あらかじめ監督官の了承を得ることとし、観測場

所の使用に伴う経費等については、受託者が負担ものとする。

観測場所は、監督官（契約書に規定する者をいう。以下同じ。）と協議の上変更

することができる。

(3) 調査期間及び時間帯

平成３１年４月 １日から平成３２年３月３１日までの毎日、午前０時から２４

時間とする。

(4) 調査拠点

調査拠点は、原則として沖縄防衛局庁舎とする。当該拠点においては、双眼鏡や

カメラのほか、撮影した写真生データ（２週間分以上）を保管したパーソナルコン

ピュータ、カラープリンタ、ＵＳＢメモリ及び調査表（当該月及び前月）の写しを



置くこと。また、写真生データ及び調査表（写）は、各日とも午前０時から午前６

時、午前６時から正午、正午から午後６時、午後６時から午後１２時のそれぞれの

時間帯の調査終了後、観測場所２箇所分を速やかに保管するものとし、常時確認で

きる状態にしておくこと。

(5) 調査項目

ア 前記６(1)アの調査記録として、調査表（別紙様式１）に次の各調査項目（６(2)

に示す旧海軍駐機場においては、①、②、③、④及び⑦のみ）を、離着陸等を確

認する度に記入する。なお、夜間においては可能な限り、①、②、③、④及び⑦

のみを、離着陸等を確認する度に記入する。

① 飛行態様（離陸、着陸、タッチ・アンド・ゴー、旋回及び通過）

② 機種

③ 飛行時刻

④ 飛行方向

⑤ 使用滑走路

⑥ テイルコード等（常駐機、外来機の判別に必要不可欠な情報や機体番号な

どを含む。）

⑦ その他、航空機の運用実態の把握に必要となるもの

イ 前記６(1)イの調査記録として、前記アの調査表に次の各調査項目をエンジン調

整や前記６(1)アに示す飛行態様以外の運用（ヘリのホバリングなど）を行う航空

機を確認する度に記入する。

① 運用種別等（エンジン調整等）

② 確認時刻

③ 機種

④ 滑走路の場所等（別図に示す番号を記載する。）

⑤ 排気ガス臭の有無（エンジン調整の場合）

⑥ その他、航空機の運用実態の把握に必要となるもの

(6) 調査に使用する主な機材

調査に使用する主な機材は、次のとおりとする。

① 沖縄防衛局庁舎

・双眼鏡

・デジタル一眼レフカメラ（レンズは、焦点距離３００ｍｍから８００ｍｍま

での範囲を変えることができるズームレンズを使用する。）

・ビデオカメラ

・パーソナルコンピュータ

・カラープリンタ

・その他、調査に必要となるもの

② 旧海軍駐機場の運用を確認できる場所

・双眼鏡

・デジタル一眼レフカメラ（レンズは、焦点距離１００ｍｍから４００ｍｍま

での範囲を変えることができるズームレンズを使用する。）

・その他、調査に必要となるもの

７ 打合せ

(1) 打合せは次の時期に行う。

業務開始時及び業務完了時

(2) 打合せの内容については、その都度、受託者（本業務の実施に関し、委託者と委

託契約を締結した者をいう。以下同じ。）が書面（打合せ・協議記録簿）に記録し、

相互に確認する。



８ 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（調査方法を含む ）。

③ 業務工程（成果品の提出時期のほか打合せ時期を含む ）。

④ 業務組織計画（連絡体制及び調査員名簿を含む ）。

⑤ 成果品の内容、部数

⑥ 使用する主な図書及び参考資料（在日米軍等の公式ホームページ等）

⑦ 使用する主な機材

⑧ 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、監督官に変更業務計画書を提出する。

(4) 監督官が指示した事項については、受託者がさらに詳細な業務実施計画に係る資

料を提出する。

９ 調査結果の提出

受託者は、本業務が終了したときは、別表２に示す成果品を提出する。

１０ その他

(1) 受託者は、本仕様書を熟読するとともに、あらかじめ嘉手納飛行場の運用状況の

把握に努めること。

(2) 受託者は、本業務の履行に当たっては、在日米軍等の公式ホームページに掲載さ

れている航空機の運用に関する情報を収集するなど、調査の正確さには万全を期す

こと。

(3) 受託者は、観測場所において、他の利用者等に影響がないよう調査を実施するこ

と。

(4) 受託者は、監督官等から調査表や写真等の提出の指示を受けた場合には、当該監

督官等の指示する時刻までに当該写真等を提出すること。また、写真生データの提

出指示を受けた場合には、受託者が用意したＵＳＢメモリ等によりデータを速やか

に提出すること。

、 、 、 、なお 受託者は 当該指示を受けてから 沖縄防衛局庁舎においては１５分以内

旧海軍駐機場の運用が見える場所においては６０分以内にそれぞれ提出できる態勢

を整えること。

(5) 受託者は、日本語以外で書かれた文献等（米軍公式ホームページ等を含む ）を。

基に提出書類を作成した場合、監督官の指示の有無にかかわらず、提出書類と併せ

て当該文献等と当該文献等の日本語訳を提出すること。

(6) 受託者は、着陸した航空機に緊急車両等が集まるなど通常とは異なる事態及び旧

海軍駐機場の使用を確認した場合は、当局連絡調整室へ速やかに連絡すること。具

体的な事態や使用及び連絡方法については、監督官と協議するものとする。

(7) 受託者は、本業務の履行に当たっては、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こと。

(8) 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こと。

(9) 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、嘉手納飛行場の航空機

の運用実態の把握に必要となる事項について、監督官の指示があった場合は、その

指示に従うこと。

(10) 受託者は、提出書類（成果品を含む ）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。

(11) 受託者は、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こと。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。

(12) 受託者は、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種の範囲を

記載した書面を委託者に提出すること。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。

(13) 受託者は、業務関係書類等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

すること。また、定期的にウイルス検査を実施し、常に正常な状態を保つこと。な

お、業務関係書類等とは、業務実施計画書のほか本業務で作成する書類の一切を含

むものとする。

(14) 受託者は、本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。本業務の完了後も、また、同様とする。

(15) 受託者は、委託者から貸与された資料について、目的以外には使用せず、本業務

完了後速やかに返却すること。

(16) 受託者は、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

官の指示に従うこと。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

を得ること。

以 上



別表１

嘉手納飛行場の常駐機について

嘉手納飛行場の常駐機と考えられる航空機は、次のとおり。

機種名 用 途 軍種別

Ｆ－１５ 戦闘機 空軍

ＫＣ－１３５ 空中給油機 空軍

Ｅ－３ 早期警戒管制機 空軍

ＭＣ－１３０Ｈ 特殊戦機 空軍

ＭＣ－１３０Ｊ 特殊戦機 空軍

ＨＨ－６０ 救難ヘリコプター 空軍

ＲＣ－１３５ 電子偵察機 空軍

Ｐ－３Ｃ 対潜哨戒機 海軍

ＵＣ－１２ 輸送連絡機 海軍

Ｐ－８Ａ 海洋哨戒機 海軍

ＥＰ－３ 電子偵察機 海軍

小型軽飛行機 －
軍用機以外の小型軽飛行機

（調査表に記載する機種名は「セスナ機」とする）



別表２

１ 各日の調査終了後に提出する書類

成果品 内 容 提出期限 提出部数

①調査結果速 調査日当日の調査表（別紙様式１） 各日の調査終了後 別紙様式２－

報 を基に航空機の離着陸等状況を整理 （翌日の午前８時３ １，２－２，

したもの ０分までに提出でき ２－３，２－

る状態にする ） ４。

各１部

２ 各月の調査終了後に提出する書類

成果品 内 容 提出期限 提出部数

②調査表 日ごとの調査記録（観測場所２箇所 調査月の翌月１０日 別紙様式１。

分） 各１部３月分については平

成３０年３月３１日（原本または謄本（原本証明したも

の ））

③総括表 成果品④を基に各区分、各機種ごと 別紙様式３，

等に離着陸等回数を集計したもの ４

各１部

④離着陸等状 成果品②の内容を整理したもの 別紙様式５－

況表 １，５－２

各１部

⑤写真集 成果品④の内容に従い、撮影した写 別紙様式６

真をまとめたもの １部

⑥報告書（各 成果品④を各区分、各機種ごと等に １部

月版） 離着陸等回数の各月の集計結果

・集計する内容

常駐機及び外来機別

飛行形態別

機種別

飛行方向別

使用滑走路別

時間帯別

曜日別

・添付資料

当該月に確認された外来機の写

真集（各機種１枚）



⑦電子データ 成果品③、④、⑤、⑥の電子データ 電子媒体(ＤＶ

及び当該ＰＤＦ形式( )の Ｄ等)一式ISO32000-1
電子データ

撮影した写真の全データ(ＪＰＧ形式

で６００×４００ピクセル程度)の電

子データ（データは、撮影日ごとに

整理し、撮影場所が識別できように

する ）。

３ ３月の調査終了後に提出する書類

成果品 内 容 提出期限 提出部数

⑧報告書（集 成果品④を各区分、各機種ごと等に 別途監督官と協議す １部

計版） 離着陸等回数の年度の集計結果 る。

・集計する内容

常駐機及び外来機別

飛行形態別

機種別

飛行方向別

使用滑走路別

時間帯別

曜日別

・添付資料

確認された外来機の写真集（各

機種１枚）

⑨電子データ 成果品⑧の電子データ及び当該ＰＤ 電子媒体(ＤＶ

Ｆ形式の電子データ Ｄ等)一式
















































