
令和３年度

水質観測施設保守点検業務

設計書

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所



（明甲）

 No．　１

3,971,000

１式当り

明細書
名　　　　称 材　　料 数　　　　量 単位 単　　　　価 金額（円） 番号 摘　　　　要

　１．点検業務費 1.0 式 3,610,000 1-1

小　　　計 3,610,000

消費税相当額 10.0 ％ 3,610,000 361,000

点検業務価格 3,971,000

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

水質観測施設保守点検業務 明　細　書
令和３年度

規　　　　格



（明甲）

 No．　1-1

　点検業務費 明　細　書

3,610,000

１式当り

明細書
名　　　　称 材　　料 数　　　　量 単位 単　　　　価 金額（円） 番号 摘　　　　要

　１．直　接　費　　

　１）　打合せ 1.0 式 119,000 1-2

　２）　観測施設保守点検 1.0 式 2,110,000 1-3

小　　　計 2,229,000

　２．諸　経　費 直接費×諸経費率 62.4 ％ 2,229,000 1,390,000

　３．一括計上価格

点検業務費 3,619,000

改　　　め 3,610,000

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

規　　　　格



（明甲）

 No．　1-2

　打合せ等 明　細　書

119,000

１式当り

単価表
名　　　　称 材　　料 数　　　　量 単位 単　　　　価 金額（円） 番号 摘　　　　要

　１．労　務　費 点検技術者 2.00 人 32,100 64,200

点検技術員 2.00 人 24,700 49,400

小　　　計　 113,600

　２）旅費交通費 ライトバン(T=2.0) 2.0 回 2,488 4,976

小　　　計　 4,976

合　　計 118,576

改　　　め 119,000

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

規　　　　格



（明甲）

 No．　1-3

　観測施設保守点検 明　細　書

2,110,000

１式当り

明細書
名　　　　称 材　　料 数　　　　量 単位 単　　　　価 金額（円） 番号 摘　　　　要

　１．労　務　費 点検技術者 18.90 人 32,100 606,690

点検技術員 18.90 人 24,700 466,830

潜水士 4.50 人 39,200 176,400

小　　　計　 1,249,920

　２．材料費 1.0 式 14,000 1-4
　３．直接経費
　（１）旅費交通費

　　１）交通費 ライトバン(T=2.0hr) 13.0 日 2,488 32,344

　（２）機械経費 1.0 式 477,000 477,000 1-5

　（３）安全費 （労務費）×安全費率 2.5 ％ 1,249,920 31,248

1.0 式 10,800 10,800
12.0 月 10,200 122,400 12ヶ月

小　　計　 673,792
（労務費＋機械経費）

　４．技術管理費 　　×技術管理費率 10.0 ％ 1,726,920 172,692

合　　計 2,110,404

改　　め 2,110,000

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

規　　　　格

初期登録料
　（４）情報共有システムに係る費用 月額使用料



（明甲）

 No．　1-4

　材　料　費 明　細　書

14,000
１式当り

単価表
名　　　　称 材　　料 数　　　　量 単位 単　　　　価 金額（円） 番号 摘　　　　要

１．保安灯点検

点検技術者 2.4 人 32,100 77,040

点検技術員 2.4 人 24,700 59,280

　雑材料 10.0 ％ 136,320 13,632

合　　計 13,632

改　　め 14,000

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

規　　　　格



（明甲）

  No．　1-5

　機　械　経　費 明　細　書

477,000

１式当り

単価表
名　　　　称 材　　料 数　　　　量 単位 単　　　　価 金額（円） 番号 摘　　　　要

　１．用船料 海域 10.0 日 36,688 366,880 標準積算システムより

 調整池 3.0 日 36,688 110,064 標準積算システムより

計    476,944

合　　計 476,944

改　　め 477,000

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

規　　　　格



令和３年度 

水質観測施設保守点検業務

特別仕様書

農林水産省 九州農政局

北部九州土地改良調査管理事務所 



第１章 総  則 

（適用範囲） 

 第１－１条 令和３年度 水質観測施設保守点検業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業

務共通仕様書」によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとす

る。 

（目  的） 

 第１－２条 本業務は、諫早湾及び諫早湾干拓調整池の環境変化を把握するために設置した水質観測施設の保守

点検を実施するものである。 

（場  所） 

 第１－３条  業務履行場所は諫早湾及び諫早湾干拓調整池内で別添位置図のとおりである。 

（業務概要） 

 第１－４条 本業務の概要は、次のとおりである。 

１．保安灯の保守点検           一式 

２．観測櫓の保守点検          一式 

（管理技術者） 

 第１－５条 管理技術者は、入札説明書によるものとする。 

（保険加入） 

第１－６条 受注者は、設計業務共通仕様書第１－３７条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明

示しなければならない。 

また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 

第２章 作業条件 

（作業条件） 

 第２－１条 本業務における現場条件は、次のとおりとする。 

  １．第三者に対する処置 

  （１）環境保全 

    １）受注者は、作業船等から発生した廃油等については「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

      （昭和 45年法律第 136 号）」に基づき、適切な措置を講じるものとする。 

    ２）受注者は、海中に調査機材等が落下しないように措置を講じるものとする。なお、海中への落下

物が発生した場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、受注者の責任において回収等を行う

ものとする。 

  （２）保安対策 

     業務遂行に当たっては、海上衝突予防法(昭和 52年法律第 62 号)、航路標識法(昭和 24年法律第 99

号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第 136 号)、船舶安全法(昭和 8年法律

11号)等に留意し実施すること。 

  ２．関係機関との調整        

    （１）本業務の実施に当たっては当該関係漁連等と十分な連絡調整を図りつつ実施するものとし、トラブ

ル等が発生した場合は速やかに監督職員に連絡し指示を受けるものとする。 

    （２）作業の実施に当たって必要な手続は、受注者において実施するものとする。 

（貸与資料） 

 第２－２条  貸与資料は以下のとおりである。本業務の遂行にあたり、他に必要な報告書がある場合は、借用書



     （様式自由）をもって監督職員に申し出るものとする。 

１．平成１８年度 諫早湾干拓事業 調整池排水施設付帯（水質観測施設等設置）工事 

完成図書 １式 

２．平成２４年度 水質観測施設等設置工事               完成図書 １式 

３．平成３１年度 水質観測施設保守点検業務                     報告書  １式 

４．令和 ２年度 水質観測施設保守点検業務                     報告書  １式 

（貸与資料等の取扱い） 

 第２－３条 第２－２条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。 

１．貸与資料は、原則として複写転載を禁ずるとともに、その取扱いは十分注意し、他に使用や公表又は

貸与してはならない。 

２．貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 

３．貸与資料は、原則として、初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほ

か、完了検査時に一括返納しなければならない。 

４．業務等に直接必要な図書、予備品及び測定器具類等は発注者の所有するものを使用できるものとす

る。また、設計図書に指定されていない図書、予備品及び測定器具類等についても、監督職員と受注者

が協議し業務等の履行上必要があると認められる場合は使用することができる。 

５．受注者は、前項の規定により発注者の予備品及び測定器具類等を使用する場合は、事前に監督職員の

承諾を得るものとし、図書及び測定器具類等の引渡しを受けたときは、受領書又は借用書を提出しなけ

ればならない。なお、予備品の受領書又は借用書については、点検記録簿に記載することでこれに替え

ることができる。 

（関連業務等） 

第２－４条 本業務と関連する業務等は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にして、 

互いに協調の図られた成果としなければならない。 

業  務  名 業務実施期間（予定） 

令和３年度 諫早湾水質自動観測データ管理業務（仮称） 令和３年４月～令和４年３月 

令和２年度 防災情報ネットワーク事業 

諫早湾地区水質観測施設製作据付工事 
令和 2年 12 月 3日～令和 3年 6月 15日 

第３章 保守点検内容 

（作業項目等） 

 第３－１条  本業務における作業項目及び数量等は別紙「数量表」のとおりとする。 

 第３－２条 保守点検の実施に際し、特に留意する点は次のとおりとする。 

１．保安灯の保守点検 

（１）観測櫓において下記（ａ）～（ｄ）の作業を行い、正常に機能することを確認する。 

（ａ）交換部品の有無の確認 

（ｂ）変形・破損等の外観確認・清掃 

（ｃ）点灯の動作点検 

    （ｄ）保安灯蓄電池の電圧確認 

（２）点検時期は２月を想定しているが施設の状態等により点検時期を変更することがある。なお、詳細

は監督職員と協議するものとする。 

２．観測櫓の保守点検 

監督職員の指示により、観測装置に欠測等発生した場合には観測櫓の保守点検を行うものとする。 

点検作業については、欠測発生理由の確認のため自動昇降用多項目水質計の各種センサー、ウインチ昇

降装置、自動保管装置、データ制御装置等の点検を行い欠測理由の原因究明を行うものとする。 



３．その他 

（１）受注者は、業務等の履行に必要な技術知識、経験を有する点検者をあてるものする。 

（２）受注者は、管理技術者が業務の適正な管理・監督するために、必要に応じて次に示す点検責任者を

定めることができる。 

１）点検責任者は、各施設を点検するのに必要な技術力を有すること。 

２）点検責任者は、業務等の内容を十分把握すること。 

３）点検責任者は、管理技術者の指導の元に現場業務の実施に関する事項及び実施結果に関する事項等

について、監督職員と打合せを行うこと。 

４）点検責任者は、点検者を兼ねることができる。 

５）点検責任者は、当該業務等の施設毎に分担できるものとする。 

（３）受注者は、災害発生時や緊急の臨時点検等において対応する際に、管理技術者の業務量急増や管理

技術者自身の被災により業務が適切に遂行できない場合に備え、点検責任者を管理技術者の補助者と

してあらかじめ指定できるものとし、その場合は業務計画書にその旨記載すること。 

 なお、点検責任者が管理技術者を補助できる業務内容は次のとおりとし、具体的な業務の履行にあ

たっては、管理技術者の指揮・監督によるものとする。 

１）監督職員から出される指示内容について、監督職員と打合せを行うこと。 

２）監督職員から出された指示について、管理技術者へ伝達すること。 

（４）この特別仕様書に記載されていないもので追加部品の交換が必要とされる場合、また、履行期間内

において観測機器の不具合により臨時の保守点検が必要と判断される場合には、監督職員と協議の

上、交換又は保守点検を行う。 

なお、多項目水質計の不具合により長期の欠測が想定される場合は発注者より貸与する代替の多項目

水質計に交換するものとし、長期に渡って欠測が生じないよう監督職員と調整するものとする。 

（５）上記保守点検完了後に各施設の整備点検記録表、作業日報及び写真等を作成・整理し、報告書とし

てとりまとめる。 

（６）受注者は、業務の履行中において、施設等に異常が発生し、又は発生が予想される場合は、速やか

に監督職員に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、復旧作業を行った後、直ちにその

状況及び措置内容を監督職員に報告するとともに原因調査を行うものとする。 

第４章 業務管理 
（情報共有システム（業務））

第４－１条 本業務における業務管理については、次のとおりとする。 

１．本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システ

ムの対象業務である。 

２．情報共有システムは、次のＵＲＬの「業務の情報共有システム活用要領（案）」に基づき、適切に実施

すること。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-84.pdf   

３．受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求め

られた場合、これに協力しなければならない。 

第５章 打 合 せ 

（打合せ） 

第５－１条 打合せは、主として次の段階で行うものとする。また、打合せには、管理技術者が出席するものとす



る。 

初 回      作業着手段階 

最終回      報告書原稿作成段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、

上記の打合せの都度その内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 

第６章 成 果 物 

（成果物） 

第６－１条 本業務の成果物は、下記のとおりとする。 

なお、本業務は｢電子納品｣の対象外とする。 

１．報告書Ａ４版         ２部（市販のファイル綴じで可） 

２．報告書の電子データ(ＣＤ－Ｒ)  ２部（提出の際は、ウィルス対策を実施すること） 

（開示用成果物の作成及び提出） 

第６－２条 第６－１条に記載している成果物（PDF ファイル）に含まれる、「行政機関の保有する情報の公開に関

する法律」における「不開示情報」に該当する情報について、システムの編集機能により、その箇所を黒

塗りにする措置を行い提出しなければならない。 

      １．開示用成果物の電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R） １部 

（成果物の提出先） 

第６－３条  成果物の提出先は、次のとおりである。 

       長崎県諫早市高来町金崎字浜ノ道１４９－６ 

       九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所 環境調整課 

第７章 契約変更 

（契約変更） 

第７－１条  業務請負契約書第２８条及び第２９条に規定する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。 

    １．第３章に示す「保守点検内容」に変更が生じた場合。 

    ２．第５章に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

       ３．第６章に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

       ４．履行期間の変更が生じた場合。 

       ５．関係者協議等対外的協議により業務計画等に変更が生じた場合。 

       ６．その他 

第８章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第８－１条 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監

督職員と協議するものとする。 



別　紙

１．保安灯の保守点検 保守点検 基 8
B1,B2,B3,B4,B5,
B6,S1,S6

２．観測櫓の保守点検

１）海域施設（B3,B4,B5, B6,S1,S6） 潜水作業の無し 回 5

潜水作業の有り 回 3

２）調整池施設（B1,B2） 潜水作業の無し 回 2

項　　　　目

数量表

作業内容 単位 数　　量 備　　考



図面番号 図 面 名 称 備 考

1

2

1

4

令和３年度　

1

2

水質観測施設保守点検業務

図　　　面　　　目　　　録

枚数

位　置　図

自動昇降型水質測定装置構成図（参考図）

計

3 保安灯外観図（参考図）





業務名

図面名

年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号 ２-1/2

自動昇降型
水質測定装置構成図(参考図)

自動保管装置

保安灯

令和３年度　
　水質観測施設保守点検業務

自動昇降型水質測定装置：JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ製（型式：AAQ1183）
保安灯：（株）ｾﾞﾆﾗｲﾄ製（型式：ZL-LS12A-Y1-L）



業務名

図面名

年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号
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