令和元年度

北大東村観光防災支援備蓄品等購入事業
仕様書

北 大 東 村

令和元年度 北大東村格好防災支援備蓄品購入事業 仕様書

１．事

業

名：北大東村観光防災支援備蓄品等購入事業

２．目

的：大規模災害発生時に観光避難民のための支援備蓄品を整備し、本村の
観光振興を促進することを目的とする。

３．品名及び規格：
「納入商品仕様書」の通り
４．数

量：
「納入商品仕様書」の通り

５．納 品 場 所：北大東村役場指定箇所（北大東村内）
６．納 入 期 限：令和 2 年 3 月 28 日
（備蓄食料・敷材、Wi-Fi 整備、避難誘導看板設置、防災備蓄倉庫設置）
７．提 出 書 類：
（１）納品計画書
請負契約締結後、担当者と協議の上、納入計画書を提出すること。
WI-FI 整備業務、避難誘導標識設置業務、防災倉庫設置業務に関しては設置工
事工程表を提出すること。
（２）完了報告書
完了報告書は検査終了後、納入状況写真（品名数量を明記）も添えて直ちに提
出すること。
（３）その他
商品納入にあたり、参考銘柄及びそれと同等品以上とする。同等品での応札に
関しては令和元年 12 月 10 日（火）5 時までに同等品申請書（任意書式）を提
出し、本村の承認を受けるものとする。

納入商品仕様書
納入数量 252 食

【備蓄食（7 年レトルト食品）
】

・納品時に賞味期限が 7 年以上あること。
・食品衛生法による食物アレルギー原因物質となる特定原材料等 27 品目と貝類不使用製
品であること。
・製品は、日本アジアハラール認証取得した製品以上であること。
・安全性を鑑みて製造工場は ISO22000 認証取得していること。
（製品にも要表示）
・内容量 1 袋約 230ｇ程度で、カロリー量は 1 袋当り 300kcal 以上であること。
・加水・加熱が不要な製品であること
・味は 4 種類以上選べること。
（白飯・お粥類は不可）
「参考銘柄：㈱グリーンケミー 7 年保存レトルト食品」
【備蓄飲料水（10 年保存水）
】

納入数量 504 本

・内容量 500ml とする。
・賞味期限は、納入日した日より１０年以上とする。
・硬度約 40mg/L 以下で赤ちゃんのミルクにも適応可能なこと
・蒸留水・純水は飲みなれていないので除外すること
・製造者の品質保証書と試験成績書を提出すること
（第三機関での 15 年以上経過品）
・外箱・ペットボトルラベルに賞味期限が年月表示の場合は製造ロット番号の記載があ
ること
「参考銘柄：ぴゅあ鉱泉㈱ 飲むおんせん Veil（ベール）」

【袋式トイレ】

納入数量 420 枚

・災害等により水が使えないときに、通常の便器、または簡易トイレに 10 枚ずつセット
できる便袋とする。
・ミシン目がついており、使用後に 1 枚ずつ切り離し処理することができるものとする。
・セット内容／10 枚重ね便袋×10 セット（100 回分）、
凝固剤（抗菌・消臭性）×100 個、回収袋×10 枚、取扱説明書ポスター10 枚
・質量／1 セットあたり 3.5kg 程度とする
・使用期限／製造日から 10 年以上であること。
「参考銘柄：KOKUYO 袋式トイレ 100 回分 DRP-TT1」

【簡易組立便座】

納入数量 20 個

・台座が折りたためてコンパクトに収納できるものとする。
・和式トイレにもセットできる仕様となっていること。
・耐荷重は 100kg 以上であること。
・セット内容／便座、台座、底板、安定脚
「参考銘柄：KOKUYO 簡易組立便座 DRK-NTK1」
【トイレットペーパー】

納入数量 2 パック

・１パック６個ずつの防湿パックで段ボール箱に入っていること。
・１個あたりの寸法は幅 107mm×長さ 200ｍ以上であること。
・使用期限／製造から 10 年以上であること。
「参考銘柄：KOKUYO 長尺トイレットペーパー
【備蓄用毛布】

パックタイプ 6 個入り」

納入数量 28 枚

・不織布毛布でフィルムをはさんだ構造で保温性の高い毛布であること。
・毛布サイズ／幅 1400mm×長さ 2000mm 以上とすること。
・質量／1 枚あたり 500g 以下とすること。
・1 枚ずつアルミ蒸着袋にて真空パックされていること。
・真空パック後の 1 枚当たりの寸法は W195×D270×H35mm 以下であること。
・梱包規格／1 箱 10 枚入りとし、W420×D310×H220mm 以下であること。
「参考銘柄：㈱フロムハート 備蓄用 不織布毛布」
【非常用ガス発電機】

納入数量 10 台

・電圧調整方式／インバーター方式であること。
・一般の LP ガスからの供給により駆動するエンジン発電機とする。
・定格出力／交流：2.2kVA（100V×22A）、直流 100W（12V×8.3A）以上であること。
・運転積算時間がわかるアワーメーターが装備されていること。
・寸法／W547×D490×H618mm 以下であること。
・重量／56kg（乾燥重量）以下とする
・移動が容易なロック機能付き車輪がついていること。
・LP ガスとの接続ホースが付属していること。
「参考銘柄：三菱重工メイキエンジン㈱ MEGASEG MGC2200G」

【小型クレーン付きディーゼル発電機】

納入数量 1 組

①発電機部分
・電圧調整方式／インバーター方式であること。
・ディーゼル油にて駆動するエンジン発電機とする。
・定格出力／交流：7.0kVA、直流 7.0kW 以上であること。
・騒音レベル／83 ㏈（A）以下であること。
・始動方式／電気始動であること。
・寸法／W1080×D646×H686mm 以下であること。
・重量／276kg（乾燥重量）以下とする
「参考銘柄：ヤンマー建機㈱ 防音型ディーゼルインバータ発電機 eG100i」
②クレーン部分
・500kg までの発電機を軽トラックに積載する際に持ち上げる吊具架台とする。
・フレーム素材及びチェーンブロックはアルミ製の軽量設計となっていること。
・フレームは解体して折りたたみ、同じ軽トラックに積載できるものとする。
・重量／本体：45kg、チェーンブロック：4.5kg 以下であること
「参考銘柄：㈱ミツル
【コードリール】

移動式小型クレーン 500kg タイプ（FK-500）
」

納入数量 3 台

・防雨型で LED ライトが装備されているコードリールであること。
・外形寸法／W275×D232×H340mm 以下であること。
・質量／6.5kg 以下であること。
・コード長さ／20m 以上であること。
・コンセント数／2 個以上であること。
・LED 仕様／出力：10W、色温度：6000k、定格光束：1000 ㏐、1m 照度：410 ㏓
「参考銘柄：日動工業㈱ LED ライトリール SDW-E22-10W」

【多言語拡声装置（メガホンタイプ）】

納入数量 1 台

・外形寸法／W250×D400×H350mm 以下であること。
・出力／定格 10W・最大 20W 以上であること。
・登録されている定型分は日本語・英語・中国語（北京語）
・韓国語の肉声アナウンスで
あること。
・登録されている定型分から、常用する 10 文章以上を任意で選択し、別カテゴリーに登
録できる機能が付いていること。
・タッチパネル部は、市販の軍手や手袋を装着した状態でも操作可能であること。
・ネットワークや他の機能に接続しないで単独に動作すること。
「参考銘柄：エジソンハードウェア㈱ メガスピーク EH-1611M」
【多言語再生装置（ハンディタイプ）】

納入数量 1 台

・既設の防災無線や館内放送設備のアンプに接続して使えるハンディタイプであること。
・外形寸法／W80×D35×H155mm 以下であること。
・出力／LINE 出力：－10bBm（不平衡） インピーダンス：100Ω
・登録されている定型分は日本語・英語・中国語（北京語）・韓国語の肉声アナウンスで
あること。
・登録されている定型分から、常用する 10 文章以上を任意で選択し、別カテゴリーに登
録できる機能が付いていること。
・タッチパネル部は、市販の軍手や手袋を装着した状態でも操作可能であること。
・ネットワークや他の機能に接続しないで単独に動作すること。
「参考銘柄：エジソンハードウェア㈱ メガスピークハンディー EH-1701H」
【防災 Wi－Fi 整備業務】

設置個所数 2 か所

・
（別紙仕様書 1）防災 Wi－Fi 整備業務

仕様書 参照

「参考銘柄：㈱バッファロー 自治体向け防災無線 LAN システム」
【避難所等誘導標識設置業務】

設置数 15 基

・
（別紙仕様書 2）災害時避難所誘導標識設置業務

仕様書 参照

「参考銘柄：東北エヌティエス 蓄光式避難誘導看板」
【防災備蓄倉庫設置業務】

設置数 1 基

・
（別紙仕様書 3）防災備蓄倉庫設置業務 仕様書 参照
「参考銘柄：㈱北村製作所 キタムラの防災備蓄倉庫 沖縄仕様 SL-5F」

