
 

 

参考見積募集要領 

 

次のとおり、池田ダム祖谷口地点流量観測装置設置（仮称）に係る参考見積を募集し

ます。 

 

令和４年８月５日 

独立行政法人水資源機構 

池田総合管理所長 岩本 浩 

 

１. 目 的 

この歩掛参考見積の募集は、池田総合管理所で予定している工事発注の積算の参考と

するための作業歩掛、機器、資機材の見積を募集するものです。 

なお、この参考見積募集に対してご応募いただくことをもって、工事発注の指名（若

しくは競争参加資格）をお約束するものではありませんので、あらかじめご承知くださ

い。 

 

２. 参考見積書提出の資格 

（１） 水資源機構における令和３・４年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受

けていることとします。 

（２） 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

（３） 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年 5月31日

付け 6 経契第 443 号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていな

いこととします。 

 

３. 参考見積書の提出等 

（１）参考見積書は、作業項目毎に必要な作業員、機器、資機材の員数、価格等を記載し

てご提出ください。 

なお、参考見積書の様式は問いません。 

（２）提出期間：令和４年８月８日(月) から令和４年８月２６日(金) まで 

ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く

毎日、午前９時から午後４時までの間に（３）の提出先にご提出く

ださい。 

（３）提出先 

独立行政法人水資源機構 池田総合管理所長 岩本 浩 宛 

【担当】総務課 森田（モリタ）、丸山（マルヤマ） 

〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻4235-1 

電話 0883-72-2050  FAX 0883-72-0727 

（４）提出方法 

書面は持参、郵送、ファクシミリ（印影のあるものに限る）のいずれかの方法に

よりご提出ください。 

（５）見積書有効期限 

令和５年３月３１日までとし、必ず記載してください。 

 

 



４. 参考見積内容 

（１）工事内容 

本工事は、池田ダム上流の祖谷口地点に流量観測用の定点観測カメラ、風向風速

データロガーを設置するものである。 

（２）工事作業項目、作業内容 

   本工事の作業項目、作業内容は下表及び別紙のとおりである。 

作業項目 作業内容 作業数量 

定点観測カメラ据付 据付労務、機器費、材料費 1 式当たり 

風向風速データロガー据付 据付労務、機器費、材料費 1 式当たり 

（３）工事費の構成と歩掛見積徴取範囲 

① 本参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積

算資料（各編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。 

② 見積徴取範囲は基準書で定義されている直接工事費のうち、上記（２）「工事作

業項目、作業内容及び作業数量」を実施する為に必要な作業員、機器、資機材の員

数、価格を徴取します。 

（４）作業員の職種と定義 

国土交通省が公表している「令和４年度公共工事設計労務単価」、「令和４年度電

気通信関係技術者等単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものと

します。 

 

５. 募集要領に対する質問 

この募集要領に対してご質問がある場合は、次のとおり、書面（様式は自由）により

ご提出ください。 

（１） 提出期間：令和４年８月８日(月) から令和４年８月１９日(金) まで 

ご持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前９時から午後４時まで 

（２） 提出場所：３．（３）に同じ。 

（３） 提出方法：３．（４）に同じ。 

 

６. 質問に対する回答 

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 

（１） 閲覧期間：閲覧期間：令和４年８月２４日(水) から令和４年８月２６日(金) まで 

（２） 閲覧方法：ホームページに掲載します。 

 

７. 参考見積書作成及び提出に要する費用 

恐れいりますが、参考見積提出者のご負担とさせていただきます。 

 

８. 問い合わせ 

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせていただ

くことがあります。 

 

以 上 



別紙 

「池田ダム祖谷口地点流量観測装置設置（仮称）」仕様書 

令和４年８月 

 

第 1 章 総 則 

第 1 節 工事目的 

本工事は、池田ダム上流の祖谷口地点に流量観測用の定点観測カメラ、風向風速データロ

ガーを設置するものである。 

 

第 2節 内 容 

2-1  場 所 

徳島県三好市山城町下川地内 

 

2-2  概 要 

  定点観測カメラ据付  1 式 

  風向風速データロガー据付 1 式 

 

 

第 2章 機器の仕様 

第 1節 定点観測カメラ 

1-1  定点観測カメラ 

以下と同程度の性能を有するカメラとする。 

（１）カメラ本体 

ア．映像素子 1/3 インチ Sony CMOS 

イ．有効画素数 220 万画素以上 

ウ．解像度 1920×1080 

エ．最低被写体照度 カラー 0.2Lux 

（２）レンズ 

ア．画角 水平 89度～29 度の範囲を含むこと。 

垂直 64 度～22度の範囲を含むこと。 

イ．焦点距離 f=2.8～12.0 ㎜ 

（３）防水性能 直接雨がかかる場所で使用可能であること。 

 

1-2  レコーダ 

 定点観測カメラに対応し、以下と同程度の性能を有するレコーダとする。 

（１）記録容量  4TB 

（２）最大録画数 4 台 

（３）録画データのエクスポート（MP4 形式）が可能であること。 

 



1-3  屋外用収納ボックス 

 レコーダを収納できる以下と同程度の性能を有する収納ボックスとする。 

（１）搭載付属品 温度感知センサー、冷却ファン 

（２）防水性能 直接雨がかかる場所で使用可能であること。 

 

第 2節 風向風速データロガー 

2-1  風向風速データロガー 

 以下と同程度の性能を有する風向風速データロガーとする。 

（１）風 速 計測範囲 0～50m/s 

（２）風 向 計測範囲 16 方位又は 360° 

（３）測定間隔 10 分を選択可能であること。 

（４）電池寿命 電池交換後 3ヶ月程度 

（５）測定データをテキストファイル形式で SDカード、USB 等により回収可能なこと。 

（６）防水性能 直接雨がかかる場所で使用可能であること。 

 

 

第 3 章 据 付 

第１節 定点観測カメラ及び風向風速データロガー据付 

1. 据付及び調整にあたっては、機器本来の性能を十分に発揮できるよう入念に行わなけれ

ばならない。 

2. 機器の位置、据付及び配線等は、参考図によるものとする。 

 

 

以 上 



参考図（工事場所位置図（1:20000））

業務場所

池田ダム

池田ダム→業務場所
：約9.0km



参考図（現地位置図）

位置図

祖谷口水位観測所

カメラ設置箇所
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川



参考図（定点観測カメラの設置イメージ）

観測所からカメラまでのケーブル経路

祖谷口水位観測所

※電源取得先

定点観測

カメラ

定点観測

カメラ

レコーダ

収納ボックス

レコーダ

収納ボックス

風向風速

データロガー

風向風速データロガー





参考資料

見積り項目

　■本資料は、各作業項目に関して、見積書作成に資するための参考資料です。

　　各作業項目について、必要な場合は、項目（労務、機器、材料）を適宜追加、修正してください。

　　機器費及び材料費は公表価格ではなく、実績価格により記載をお願いします。

作業項目 作業内容 作業数量 摘要

定点観測カメラ据付 据付労務、機器費、材料費 1式当たり 内-1

風向風速データロガー据付 据付労務、機器費、材料費 1式当たり 内-2



内-1 定点観測カメラ据付 １式当たり

名称 規格 単位 数量 単価 備考

労務費

　電気通信技術者 人

　電気通信技術員 人

　電工 人

　普通作業員 人

機器費

　定点観測カメラ 台

　定点観測カメラ固定金具 台

　レコーダ 台

　屋外用収納ボックス 台

材料費

　単管パイプ 本

　クランプ 個

　Ｕ字ボルト 個

　電源ケーブル 巻

　映像ケーブル 巻

　ＣＤ管 巻

　碍子 個

　メッセンジャー 巻

　メッセンジャー固定金具 個

　絶縁ハンガ 個

内-2 風向風速データロガー据付 １式当たり

名称 規格 単位 数量 単価 備考

労務費

　電気通信技術者 人

　電気通信技術員 人

　電工 人

機器費

　風向風速データロガー 台

　固定金具 台


