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業務仕様書 

 

明石市市民生活局環境室環境保全課 

 

委託者及び受託者の間に締結する、明石市大気汚染常時監視包括業務委託（以下「本契

約」という。）に係る必要事項について、下記のとおり定める。 

 

記 

 

１ 業務概要 

大気汚染防止法第22条第１項に基づき大気の汚染状況を常時監視するため、委託者が市内

に設置する大気汚染常時監視測定局（以下、「測定局」という。）において、大気汚染自動測

定機（以下、「測定機」という。）により連続測定を行うとともに、同法第24条に基づき大気

の汚染状況を公表するため、得られた測定結果を大気汚染常時監視テレメータシステム（以

下「システム」という。）を用いて、兵庫県（以下「県」という。）に随時送信する。 

 

２ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和13年３月31日まで。ただし、下記に示す業務については、令和

３年４月１日から令和13年１月31日までの期間に実施するものとし、その後契約満了日まで

の間は、業務完了報告等に充てるものとする。また、契約締結日から令和３年３月31日まで

の期間は本業務の履行にかかる準備期間とし、この間における本業務の準備は、受託者の責

任と負担により行うものとする。 

 

３ 業務内容 

(1) システム整備業務 

委託者の執務室内に、システムが導入された電子機器等を配備し、委託者が、随時大気

汚染の状況を閲覧・編集・帳票出力等を行うことができる環境を整備する。 

システム、配備機器の仕様等の詳細は、別紙１「システム整備業務特記仕様書」のとお

り。 

なお、この業務を本契約における主たる部分と定める。 

 

(2) 大気汚染物質測定業務 

測定局において受託者自らが調達した測定機を使用し、環境省水・大気環境局が作成し

た環境大気常時監視マニュアル（以下、「マニュアル」という。）に基づき、委託者の求め

る精度を満たした大気汚染物質の測定を行う。 

業務の詳細は、別紙２「大気汚染物質測定業務特記仕様書」のとおり。 

 

(3) 測定結果送信業務 

受託者自らが整備した通信設備・回線等を使用し、県へ測定結果の送信を行う。通信等

に関する仕様は以下のとおりとし、詳細は現在委託者と契約を締結している「明石市大気

汚染常時監視システム」の賃貸借契約受注者（以下、「現受注者」という。）より、引継ぎ
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を受けるものとする。 

ア 収集したデータを県が設置する通信サーバに３分以内にFTP転送できること。 

イ 速報値は１分値及び１時間値とし、自動及び手動にて送信できること。また、県シ

ステムにオンラインで提供可能なこと。 

ウ 光化学オキシダントの基準値超過が発生した場合、１時間値自動送信から１分値自

動送信へ自動切替できること。 

エ 送信するデータのフォーマットは１時間値ファイル、１時間値通知完了ファイル、

１分値ファイル、１分値通知完了ファイルの４種類とする。 

オ 契約期間内の県側のシステム変更に伴う対応は本契約の範囲内で行うこと。 

カ 県とのネットワーク接続に必要な通信回線（光回線）及び通信機器（ルータ）をデ

ータセンター内に移設して設置すること。なお、移設に係る県との調整及び移設費用

は本契約の範囲内で行うこと。 

 

(4) その他業務 

ア 年度確定値データの作成 

委託者がシステム上で確定作業を行った測定結果を、兵庫県指定様式に変換したデータを

作成し、委託者に提出する。兵庫県指定様式の詳細は現受注者から引き継ぐものとする。 

イ 測定局の点検 

月ごとに外観の異常等、測定局の点検を行い、委託者に報告する。 

 

４ 受託の要件 

本契約を受託するにあたり、受託者は以下の要件を満たしていなければならない。ただし、

以下の要件を満たした第三者に業務の一部を委任する場合はこの限りでない。 

(1) 平成22年４月１日から令和２年８月31日までの間に国内において、国または地方公共団

体の発注に係る「大気汚染常時監視局測定装置保守点検業務委託」を元請として完了した業務

実績を有すること。 

(2) 公益社団法人日本環境技術協会が認定する環境大気常時監視技術者（主任技術者）の資

格を有する者を配置できること（専任性は求めません。）。 

 

５ 受託者の負担範囲 

受託者は、本業務に係るすべての費用を負担する。ただし、以下のものについては委託者

が負担する。 

(1) 測定局及び測定局の設備品に係る経費（経年劣化による補修費等） 

(2) システム利用時に使用する消耗品等に係る経費（帳票出力用紙等） 

 

６ 実施計画の策定 

受託者は、本契約を実施するにあたり、契約締結後速やかに委託者と協議し、契約の履行

に必要な業務内容の詳細を示した実施計画を策定し、業務開始の日までに以下に示した書類

を提出して委託者の承認を得るものとする。 

なお、受託者は、年度ごとに業務履行状況報告会を開催し、委託者に業務の履行状況を報

告するとともに、必要に応じて実施計画の変更を提案し、委託者の承認を得た上で計画書を

改訂するものとする。 
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(1) 実施計画書 

(2) 緊急時連絡体制表 

(3) 協議録 

(4) 「大気汚染常時監視局測定装置保守点検業務委託」業務実績 

(5) 環境大気常時監視技術者(主任技術者)の資格を証明する書面(主任技術者認定証書)の写し 

 

７ 再委託の要件 

明石市大気汚染常時監視包括業務委託契約約款（以下「契約約款」という。）第６条の再

委託を行う場合は、再委託の受託者が、本業務委託の競争入札に参加した競争相手以外の者

であることとする。 

また、再委託の受託者が業務を実施するまでに「再委託（変更）承諾申請書」を提出し、

再委託を行う業務の契約金額が200万円を超える場合は、併せて「暴力団等排除に関する誓

約書（再委託契約の受託者用）」を、受託者が再委託契約時に再委託先から徴取し、委託者

へ提出することとする。 

 

８ 委託料の支払い限度額等 

各会計年度における委託料の支払い限度額は委託料総額を120で除した数に12を乗じた額
とする。 

なお、端数が生じる場合は、 終年度の 終の支払いで調整する。 

 

９ 委託額の変更 

契約約款第９条の業務内容の変更が行われる際、同条第２項の委託額の変更が必要と認め

られるときは、以下の事象に起因して業務内容の大幅な変更が見込まれる場合とする。 

(1) 大気汚染防止法等の関係法令の法改正 

(2) 「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処

理基準」の改訂 

(3) マニュアルの改訂 

(4) 測定局の統廃合、移転等。および測定項目の増減 

 

10 業務報告 

契約約款第14条第１項から第３項の報告書の記載事項は、以下のとおりとする。 

(1) 月間業務報告書 

ア 精度管理情報 

イ 各測定局の点検結果 

ウ 修繕を行った場合の対応状況 

エ 欠測・補正処理を行った場合の対応状況 

(2) 年間業務報告書 

ア 年度確定値データ 

イ 業務履行状況を確認できる資料 

ウ 性能試験結果を確認できる資料 

エ 実施計画書（改訂を行った場合） 

(3) 業務完了報告書 
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ア 引継ぎ用システム保持データ 

イ 業務履行状況を確認できる資料 

 

11 データの管理 

受託者は、本業務の実施により得た大気の汚染状況の測定データ等について、委託者から

のデータに関する照会に対し適切に回答することを条件に、業務期間終了後も、自らの事業

活動に活用するために保有できるものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合

を除き、これらのデータを活用し作成された資料等を第三者に開示してはならない。また、

測定機記録計の印字情報は 低３年分保管し、委託者の求めがあった場合は、提出しなけれ

ばならない。ただし、システムから記録計の印字情報と同等の情報を印字できる場合はこの

限りでない。 

 

12 業務の引継ぎ等 

受託者は、次期業務委託契約を円滑に実施するため、次期受託者に責任を持って引継ぎ及

び情報提供等を行わなければならない。 

引継ぎは、原則、業務終了後から委託契約満了までの間に実施することとし、これ以後

も、必要があれば次期受託者へ情報提供等を行うよう努めなければならない。 

 

13 測定機等の買取り 

本契約の受託者は、別紙３「自動測定機等売払い仕様書」に基づき委託者が指定する自動

測定機等の売払いを受けるものとする。 

 

14 その他 

(1) 受託者は、法令を遵守し業務を遂行しなければならない。 

(2) 受託者は、本業務の遂行にあたり、委託者のすすめる明石市環境基本計画の推進に協力

し、省エネ・省資源、廃棄物の減量・リサイクルの推進等により環境負荷の低減を図らなけ

ればならない。 

(3) 受託者は、本業務の遂行にあたり、明石市情報セキュリティポリシーを遵守しなけ

ればならない。 

(4) 受託者は、本業務履行中に事故があった場合、速やかに委託者に報告し、委託者か

らの指示を仰がなければならない。 

(5) 受託者は、公共施設の敷地内にある測定局で作業を行う際には、施設利用者の安全

に配慮しなければならない。特に、学校の敷地内や隣接する測定局では、児童の安全

性に配慮しなければならない。 

(6) 受託者は、測定局が設置されている各公共施設の利用時間を把握するものとし、閉

館時間の30分前までに点検等の作業を完了しなければならない。 

(7) 災害等の不測の事態があった場合、公共の業務であることに鑑み、早期復旧に努め

なければならない。 

(8) 仕様書に「マニュアル」の表記がある場合は、原則 新版を適用するものとする。（現

在の 新版は第６版） 

(9) 受託者は、委託期間中は測定局等の鍵を借用することができる。 
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別紙１ 

 

システム整備業務特記仕様書 

 

業務仕様書に示すシステム整備業務の詳細について、以下のとおり定める。 

 

１ 用語の定義 

本契約において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 

⑴ 「速報値」とは、システムが測定結果として最初に示す値をいう。 

⑵ 「報告値」とは、受託者が測定時の状況やマニュアルに基づき、速報値を補正又は欠測等の

処理することによって得られた値をいう。 

⑶ 「確定値」とは、委託者が受託者からの報告値を検認し、確定した１時間値をいう。 

⑷ 「既存データ」とは、委託者が所有する過去の確定値をいう。（過去に廃止した測定局、及

び過去に測定を行っていた測定項目に関するデータを含む） 

⑸ 「測定要求時間」とは、１年間の日数に24時間を乗じた時間から、実施計画で定める定期メ

ンテナンス等に要する時間、及び天災等によりやむを得ず欠測となった時間を減じた時間数の

90％に相当する時間をいう。なお、後者の取扱いは、天災等の事象が起きる度に委託者と受託

者の両者で協議し決定するものとする。 

⑹ 「有効時間」とは、仕様に定める精度を満足した測定結果が得られた年度内の測定時間の合

計をいう。 

⑺ 「不足時間」とは、有効時間が測定要求時間に対して不足した時間数をいう。 

 

２ システムの仕様 

受託者が導入するシステムの仕様は、次のとおりとする。 

⑴ マニュアル及び「環境大気自動測定機のテレメータ取り合い共通仕様」（以下、「共通仕様」

という。）に記載される要件を満たす、又は同等以上の機能を有するものであること。 

⑵ 県の所有するシステムに速報値を継続して自動送信が可能であること。 

⑶ クラウドコンピューティング型サービス方式による提供とし、システムが提供するアプリケ

ーションサービスをネットワーク経由で利用できる形態であること。 

⑷ 速報値等を表示する閲覧画面の内容は、特別なソフトウェアを必要とせずに操作が可能であ

るCSV等のファイル形式による出力、及び帳票の印刷が可能であること。 

⑸ データの編集については特別なソフトウェアを使用せず、日時、局、項目、表示内容等を操

作者が任意に指定し、表１に示す帳票等の作成が可能であること。 

⑹ 収集した１分値及び１時間値、校正中の調整状態、機器故障中の欠測状態などの情報をデー

タベース化し、蓄積が可能であること。また、帳票でそれらの情報を表示すること。 

⑺ １時間値から日次、月次、年次データの集計が可能であること。 

⑻ 各集計は、対象となる速報値等がすべて収集されていない状況でも集計可能であること。 

⑼ 速報値の修正が可能であること。 

⑽ 収集したデータから異常値の検出が可能であること。 

⑾ １分値及び１時間値のデータをデータベースに格納が可能であること。 

⑿ 既存データや速報値、報告値及び確定値（以下、「速報値等」という。）をデータセンターに

保存すること。また、データセンターに対し、測定機から収集した情報の自動送信が可能であ

ること。なお、送信する情報より、表１に示す帳票等の作成が可能であること。 

⒀ データベースの自動バックアップが可能であること。 
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⒁ 接続したDVD、USBメモリ等の外部メモリ等に１分値、１時間値等の情報を保存可能であるこ

と。 

⒂ 全局全項目の１か月分の１時間値のデータを、ファイル出力する際の平均速度が、平均８秒

以内であること。 

⒃ メニュー選択から初期画面表示など、データ読込みを伴わない画面遷移の平均速度が、平均

３秒以内であること。 

⒄ 任意の測定項目が一定濃度を超過した際に、任意に設定したメールアドレスへ通知メールの

自動送信が可能であること。この一定濃度の値は任意に設定が可能であるものとし、２段階設

定が可能であること。 

⒅ オキシダントについて、指定した測定局別日最高８時間値の年間99パーセンタイル値の３年

移動平均値（「光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示すための指標に係る測定値の取

り扱いについて」環水大大発第1602171号）を表１の年間値年報に追記すること。 

 

表１ 出力帳票等一覧 

名称 Ａ軸 Ｂ軸 検索条件 概要 

１分値報 時間（ｍ） 測定項目 

年月日時 

測定局 

測定項目 

ｎ時01分～(ｎ＋１)時00分までのそれぞれの時刻における測定項

目ごとの１分値の一覧表。なお、ｎ時00分～（ｎ＋１）時59分でもよ

い。 

日報 
時間（ｈ） 

１時～24時 
測定項目 

年月日 

測定局 

測定項目 

１時～24時までのそれぞれの時刻における測定項目ごとの１時間

値の一覧表。 

集計値として時間・合計・平均・最高・最低を表示すること。 

月報 
日 

１日～31日 

時間 

１時～24時 

年月 

測定局 

測定項目 

測定項目ごとの１時間値の一覧表。 

集計値として時間・合計・平均・最高・最低を表示すること。 

日間値年報 
月 

4月～翌3月 

日 

１日～31日 

年度 

測定局 

測定項目 

測定項目ごとの１時間値の表。 

なお、１時間値は、日平均値、日最高値、日最低値をそれぞれの

こととする。 

月間値年報 

各測定項目に 

おける環境基準 

を評価する上で 

必要な情報※ 

測定局 

年月 

測定局 

測定項目 

測定項目ごとの月間測定結果を示す集計表。 

※Ａ軸の必要な情報とは、詳細はマニュアル「表5-2-3 月間値報

告に係る測定項目別の集計項目一覧」における記載内容とす

る。具体的には測定時間、月平均値、１時間値の最高値、日平均

値の最高値等である。 

年間値年報 

各測定項目に 

おける環境基準 

を評価する上で 

必要な情報※ 

測定局 

年度 

測定局 

測定項目 

測定項目ごとの年間測定結果を示す集計表。 

※Ａ軸の必要な情報とは、詳細はマニュアル「表5-2-4 年間値報

告に係る測定項目別の集計項目一覧」における記載内容とす

る。具体的には測定時間、年平均値、１時間値の最高値、日平均

値の最高値、日平均値の年間98％値等である。 

環境基準 

達成状況 
測定局 測定項目 

年度 

測定局 

各測定項目の長期的評価、短期的評価について、それぞれ適合

している場合は〇、適合していない場合は×の評価を示した表 

ス ク リ ー ニ ン

グ結果表 
任意 任意 

期間 

測定局 

測定項目 

１時間値のスクリーニング結果を示す任意の表。 

局別年間 

風配図 
― ― 

年度 

測定局 

風向の１時間値の風速頻度を年間全体及び月ごとに示すレーダ

ーチャートグラフ。 

風 向 別 濃 度

風配図 
― ― 

年月日時 

測定項目 

測定局 

風向別頻度と平均風速を示す測定項目ごとのレーダーチャート

グラフ。 

※１ 表１におけるｎは0から23までの整数とする。 

※２ 表１におけるｍはminuteの頭文字を意味し、単位として分を意味する。 

※３ 表１におけるｈはhourの頭文字を意味し、単位として時間を意味する。 

※４ Ａ軸及びＢ軸はそれぞれ縦軸と横軸のいずれかを問わない。 
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３ 配備機器の仕様 

受託者が、委託者の執務室内に配備する電子機器等は、次のとおりとする。 

⑴ 閲覧・編集用端末 

ア マウスやタッチパネル等のポインティングデバイスによる入力が可能であること。 

イ 容易に持ち運びが可能であること。 

ウ 短時間のバッテリー駆動が可能であること。 

⑵ 印刷機器 

ア Ａ３用紙、Ａ４用紙に出力が可能であること。 

イ カラー出力が可能であること。 

ウ 両面印刷が可能であること。 

エ テスト印刷（Ａ４）実行時、モノクロ30枚/分以上の出力が可能であること。 

 

４ 既存データの移行 

受託者は、本契約で得られる速報値等と同等に既存データの閲覧・編集を可能とするため、業務

開始の日までにシステムへデータ移行を行う。データ移行の詳細は、次のとおりとする。 

⑴ 委託者は、既存データをCSV形式でDVDに保存し、受託者に受渡すものとする。 

⑵ 既存データの移行後、日報・月報・年報にて移行前後で相違が無いことを確認するものとす

る。 

⑶ データ確認の範囲については、委託者と受託者の両者で協議し決定するものとする。 

 

５ その他 

⑴ システムの導入にあたり、マニュアル及び共通仕様に手法が複数記載されている事項につい

ては、これらの記載内容に準拠した上で、受託者が効率的に業務を遂行できる方法を選択する

ものとする。 

⑵ システムの導入にあたり、ネットワークの構築、通信工事もしくはインターネットプロバイ

ダ契約等で必要となる作業や契約締結は全て受託者の負担で行うものとする。 

⑶ 上記工事において、委託者が所有する施設に変更を加える場合、委託者に承認を得るものと

する。 
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別紙２ 

 

大気汚染物質測定業務特記仕様書 

 

業務仕様書に示す大気汚染物質測定業務の詳細について、以下のとおり定める。なお、本書にお

ける用語は、別段の定めがない限りマニュアルに基づくものとする。 

 

１ 測定局 

大気汚染物質を測定する測定局は、以下のとおりとする。測定局の詳細な情報は、巻末資料「各

測定局の概要」のとおり。 

⑴ 王子局 明石市王子2丁目12-11 

⑵ 二見局 明石市二見町東二見457-1（二見市民センター内） 

⑶ 林崎局 明石市林崎町1丁目8-10（林小学校敷地内） 

⑷ 小久保局 明石市小久保1丁目5-5 

 

２ 測定項目 

測定局で測定を行う項目は、以下のとおりとする。 

⑴ 王子局 

二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、オキシダント、風向、風速 

⑵ 二見局 

二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、オキシダント、風向、風速 

⑶ 林崎局 

浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、一酸化炭素、風向、風速 

⑷ 小久保局 

窒素酸化物、浮遊粒子状物質、一酸化炭素 

 

３ 測定機 

測定には、以下の条件を満たす測定機を用いるものとする。 

⑴ 二酸化硫黄 

JIS B 7952で示す測定方法の内、紫外線蛍光方式の測定機 

⑵ 窒素酸化物 

JIS B 7953で示す測定方法の内、化学発光方式の測定機 

⑶ 浮遊粒子状物質 

JIS B 7954で示す測定方法の内、ベータ線吸収方式の測定機 

⑷ 微小粒子状物質 

濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得

られると認められた屋外設置型の測定機 

⑸ オキシダント 

JIS B 7957で示す測定方法の内、紫外線吸収方式の測定機 

⑹ 一酸化炭素 

JIS B 7951で示す測定方法の内、非分散型赤外線吸収方式の測定機 

ただし、計量法に基づく検定に合格し、検定の有効期限内であるものに限る。 

⑺ 風向風速計 

気象業務法に基づく検定に合格した超音波式の測定機 
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４ 測定値の精度 

マニュアルに基づく校正を実施し、ゼロ値及びスパン値の変動等が以下の範囲内である測定を、

精度を満足した測定であるものとする。校正には計量法トレーサビリティ制度に基づく１級又は２

級の標準ガスで、製造業者が使用期限を指定する場合は期限内のものを使用するものとする。 

ただし、校正の結果が以下の範囲内にあり、測定結果を確定値として採用した場合であっても、

受託者の人的過誤に起因して適正な測定が行われなかったと判断されるときは、精度を満足した測

定とはみなさないものとする。 

⑴ 二酸化硫黄、窒素酸化物、一酸化炭素 

・前回校正時のゼロ値と比較し、±４ppbの範囲内であること。 

・前回校正時のスパン値と比較し、±６％の範囲内であること。 

⑵ 浮遊粒子状物質・微小粒子状物質 

・前回校正時のスパン値と比較し、±６％の範囲内であること。 

⑶ オキシダント 

・前回校正時のゼロ値と比較し、±４ppbの範囲内であること。 

⑷ 共通事項 

・自動測定機が屋内設置型である場合、前回校正時と比較し温度が±10℃の範囲内であること。 

 

５ 性能試験 

測定機の購入時、再稼働時及び半年ごとに性能試験を実施し、項目ごとに校正値の変動が以下の

範囲内であることを確認するものとする。なお、空試験については１時間値の空試験は半年に１回、

日平均の空試験は年に１回行うものとする。以下の範囲から外れた場合、修繕や機器更新等の対応

により、校正値の変動が範囲内であることが確認できるまで、測定結果は欠測扱いとする。 

なお、測定機の校正には、通常の校正時に使用するものと同等以上の品質の標準ガスを使用する

ものとする。 

⑴ 二酸化硫黄 

・繰り返し性が±２％の範囲内であること。 

・直線性が±４％の範囲内であること。 

・基準希釈率の「不確かさ」が95％信頼水準±２％の範囲内であること。 

⑵ 窒素酸化物 

・繰り返し性が±２％の範囲内であること。 

・直線性が±４％の範囲内であること。 

・コンバータ効率が95％以上であること。 

・基準希釈率の「不確かさ」が95％信頼水準±２％の範囲内であること。 

⑶ 浮遊粒子状物質 

・繰り返し性が±２％の範囲内であること。 

・１時間値の空試験において、１時間平均値が±20 ㎍/ｍ3 の範囲内であること。また、最大

目盛値の±１％を超えないこと。 

⑷ 微小粒子状物質 

・繰り返し性が±２％の範囲内であること。 

・１時間値の空試験において、１時間値の平均値が±２㎍/ｍ3 の範囲内であること。また、

標準偏差が３㎍/ｍ3以下であること。 

・日平均値の空試験において、24時間値の平均値が±２㎍/ｍ3 の範囲内であること。また、

標準偏差が0.6㎍/ｍ3以下であること。 

⑸ オキシダント 

・繰り返し性が±２％の範囲内であること。 
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・直線性が±４％の範囲内であること。 

なお、オキシダント計の校正には自治体(準)基準器を使用すること。 

⑹ 一酸化炭素 

・繰り返し性が±２％の範囲内であること。 

・直線性が±４％の範囲内であること。 

 

６ その他の維持管理項目 

その他、測定精度を確保するための作業として、以下の維持管理を行うものとする。 

⑴ 風向風速計の維持管理 

局舎巡回時 ： 風向風速計のプローブにおける外観チェック 

半年に１度 ： ①軸に歪みがないかの確認 

  ②ヘッドの先に剥がれがないかの確認 

  ③専用ソフトを用いた疑似無風状態におけるゼロ点の確認 

留意事項 ： 高所作業であることから安全帯を使用するなど安全に留意すること。 

⑵ オキシダント計の自治体(準)基準器の校正 

受託者は、性能試験に使用する自治体(準)基準器を調達し、兵庫県の自治体基準器（兵庫県環

境研究センター（神戸市須磨区行平町3-1-27）に設置）に対して値付けの不確かさが200ppbのレ

ベルで±２ppb以内の範囲となるよう校正するものとする。この作業は、年に２回性能試験の実

施前に行うものと、校正に係る費用は受託者が負担するものとする。 

 

７ 測定値の補正処理等 

受託者は、以下の事由を確認した場合は委託者に状況を報告し、委託者の指示に基づき測定値の

補正及び欠測等の処理を行うものとする。 

⑴ 上記４「測定値の精度」で定める範囲を逸脱した事由 

⑵ 上記５「性能試験」で定める範囲を逸脱した事由 

⑶ 上記６「その他の維持管理項目」で定める範囲を逸脱した事由 

⑷ マニュアルにおいて、欠測処理基準に該当する事由 

⑸ 受託者の人的過誤に起因して正常な測定が行われていない事由 

 

８ 試料大気の採取方法 

個別採気分配管法もしくは集合採気分配管法の内のいずれかによるものとする。ただし、試料大

気採取点から測定機までの採取管の長さが５ｍ以上になる場合は、集合採気分配管法に限る。なお、

採取方法の変更に伴い、測定局の施設等に影響を及ぼす工事が必要な場合は、事前に委託者に承認

を得るものとし、費用は受託者が負担するものとする。 

 

９ 測定機等の電源 

本業務に係る電源は、原則、受託者自らが電力供給会社と契約し確保するものとする。ただし、

二見局については、委託者の施設の電源を使用するものとし、電力使用量1kWhあたり27円を乗じた

額を使用料金として、委託者に支払うものとする。電力使用量の確認については、受託者は計量法

に基づく検定を受けた電力メータを設置し月ごとに検針を行うものとし、月間業務報告書提出時に

委託者に報告するものとする。 

なお、受託者は電力メータを適正に維持管理するものとし、設置、検定受験等の費用を負担する

ものとする。 

また、委託者がPM2.5成分分析業務等の大気汚染常時監視関連業務を実施する際などに、測定局

の電源を利用する場合があるが、この際の電力使用料金を委託者に請求することはできない。 
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巻末資料 

 

各測定局の概要 

 

王子局 

施設概要 
一般局 

明石市役所が管理する倉庫の一部に設置 

施設利用時間 特になし 

駐車スペース 敷地内に軽自動車２台分の駐車スペースあり 

測定機等 

窒素酸化物自動測定機 NA-721 

オキシダント自動測定機 APOA-3700R 

微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機 PM-712 

風向風速計 SAT-530 

大気試料採取管装置 AT-2 

エアコン F25LTES-W 

エアコン KSZ-GV2816-W 

大気試料採取方法 集合採気分配管法 

給水栓の有無 無 

備考 他部署の職員が駐車スペースを利用している場合あり 

 

二見局 

施設概要 
一般局 

明石市役所二見市民センターの屋上に設置 

施設利用時間 ９：００～１７：００ 

駐車スペース 二見市民センターの駐車場を利用可能 

測定機等 

窒素酸化物自動測定機 NA-721 

オキシダント自動測定機 APOA-3700R 

二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機 GFS-327 

微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機 PM-712 

風向風速計 SAT-530 

大気試料採取管装置 ST-2 

エアコン MSZ-GV2819-W 

エアコン RAS-AJ28C-W 

大気試料採取方法 集合採気分配管法 

給水栓の有無 無 

備考  
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林崎局 

施設概要 
自動車排ガス測定局 

明石市立林小学校の校庭の一部に設置 

施設利用時間 平日９：００～１７：００ 

駐車スペース 校庭に駐車可能 

測定機等 

微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機 PM-712 

一酸化炭素自動測定機 GFC-351B 

風向風速計 SAT-600 

大気試料採取管装置 ST-2 

エアコン MSZ-JXV2817 

エアコン MSZ-GV365-W 

大気試料採取方法 集合採気分配管法 

給水栓の有無 無 

備考 校門の鍵の貸与は不可 

 

小久保局 

施設概要 自動車排ガス測定局 

施設利用時間 特になし 

駐車スペース 付近の明石市立花と緑の学習園の駐車場を利用可能 

測定機等 

窒素酸化物自動測定機 NA-721 

窒素酸化物・浮遊粒子状物質自動測定機 GLN-347 

一酸化炭素自動測定機 GFC-351 

大気試料採取管装置 ST-2 

エアコン MSZ-GV2819-W 

大気試料採取方法 集合採気分配管法 

給水栓の有無 無 

備考  

 



別紙３ 

自動測定機等売払い仕様書 

（令和３年３月実施分） 
１ 売払い物品内訳 
 別表１のとおり。 
 
２ 売払い額 
4,500,000 円（消費税抜） 

 
３ 引渡し日 

2021 年（令和３年）４月１日（予定） 

 

４ 売払い物品設置場所 

売払い物品の設置場所は、別表１における「設置測定局」のとおりである。 

（予備機については王子局に保管している。） 

(1) 王子局 明石市王子局2丁目12-11 

(2) 二見局 明石市二見局町東二見局457-1（二見局市民センター内） 

(3) 林崎局 明石市林崎局町1丁目8-10（林小学校敷地内） 

(4) 小久保局 明石市小久保局1丁目5-5 

 

５ 契約の締結及び代金の納付について 

契約の締結は、2021 年（令和３年）４月１日に行い、売払い物品の代金については、売主の発

行する納付書により即納（契約締結日中）すること。 

 

６ その他注意事項 

(1) 稼働中の物品は、引渡しまで売主が使用しているため、稼働を継続した状態で所有権を移

転させるものとする。 

(2) 引渡し日までに売払い物品に故障等が発生した場合、売主の責において修理し、正常に稼

働する状態で引渡すものとする。ただし、故障の状況により、修理が出来ない場合は、売主

と買受者で協議し、対応を決定するものとする。 

 

 

  



別表１ 

売払い物品一覧表 

 

 設置 

測定局 
製造元 物品名 型式 

購入 

年月 

稼

働

中

機

器 

王子局 紀本電子工業㈱ 窒素酸化物自動測定機 NA-721 H27.2 

二見局 紀本電子工業㈱ 窒素酸化物自動測定機 NA-721 H27.2 

小久保局 紀本電子工業㈱ 窒素酸化物自動測定機 NA-721 H27.9 

王子局 堀場製作所 オキシダント自動測定機 APOA-3700R R2.1 

二見局 堀場製作所 オキシダント自動測定機 APOA-3700R R2.1 

王子局 東亜 DKK㈱ 二酸化硫黄自動測定機 GFS-327※1 H23.1 

二見局 東亜 DKK㈱ 二酸化硫黄自動測定機 GFS-327※1 H23.1 

小久保局 東亜 DKK㈱ 浮遊粒子状物質自動測定機 GLN-347※1 H25.11 

王子局 紀本電子工業㈱ 微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機 PM-712 H28.9 

小久保局 紀本電子工業㈱ 微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機 PM-712 H30.2 

林崎局 紀本電子工業㈱ 微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機 PM-712 H31.3 

小久保局 東亜 DKK㈱ 一酸化炭素自動測定機 GFC-351 H23.1 

林崎局 東亜 DKK㈱ 一酸化炭素自動測定機 GFC-351B H27.9 

王子局 カイジョーソニック 風向風速計 SAT-530 H17.3 

二見局 カイジョーソニック 風向風速計 SAT-530 H19.3 

林崎局 ㈱ソニック 風向風速計 SAT-600 H24.3 

王子局 柴田科学器工業㈱ 大気試料採取管装置 AT-2 S59.10 

林崎局 柴田科学器工業㈱ 大気試料採取管装置 ST-2 H8.4 

二見局 柴田科学器工業㈱ 大気試料採取管装置 ST-2 H9.2 

小久保局 柴田科学器工業㈱ 大気試料採取管装置 ST-2 H10.4 

王子局 ダイキン工業㈱ エアコン F25LTES-W H22.6 

二見局 日立製作所㈱ エアコン RAS-AJ28C-W H25.12 

林崎局 三菱電機㈱ エアコン MSZ-GV365-W H28.2 

王子局 三菱電機㈱ エアコン MSZ-GV2816-W H29.1 

林崎局 三菱電機㈱ エアコン MSZ-JXV2817 H30.2 

小久保局 三菱電機㈱ エアコン MSZ-GV2819-W R2.1 

二見局 三菱電機㈱ エアコン MSZ-GV2819-W R2.2 

※2

予

備

機 

― 紀本電子工業㈱ 窒素酸化物自動測定機 NA-721 H21.3 

― 東亜 DKK㈱ オキシダント自動測定機 GUX-353 H24.2 

― カイジョーソニック 風向風速計 SAT-530 H19.11 

― 東亜 DKK㈱ 浮遊粒子状物質自動測定機 DUB-357 H23.1 

― 紀本電子工業㈱ 二酸化硫黄自動測定機 SAP-700※1 H21.3 

― 柴田科学器工業㈱ 大気試料採取管装置 ST-2 S57 

※１ ２種の物質の測定が可能な複合機であるが、一方の物質の測定にのみ使用中である。 

※２ 2020 年３月 31 日まで旧大久保局において稼働していたもの測定機であり、現在は稼働していない。 

※３ 測定機には記録計や専用の収納ラック等の付属品を含む。 


