
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

平成３1 年３月６日 
 

                国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 

                契約担当役 電子航法研究所 所長  小瀬木 滋 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請する。 

 

１．当該招請の主旨 

  本件は、電子航法研究所が仙台空港に位置する岩沼分室において運航管理する実験用

航空機ビーチクラフト式 B３００型航空機（登録記号 JA３５EN）について、運航業務

の外部委託を行うものである。当該航空機は、電子航法研究所の実験作業に用いるもの

であり、職員の指示どおりに、かつ、安全に運航する必要がある。 
このため、業務請負者に求められる要件には、当該航空機を運航できる各種資格等及

び十分な経験を有した人数を確保することが必要不可欠である。 
このようなことから、下記の応募要件を満たし本業務の実施を希望する者の有無を確

認する目的で 参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

  応募の結果、３．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合であっては、当所

が指定する法人との契約手続に移行する。 

  なお、３の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、当所が指定する

法人と当該応募者に対して、一般競争による入札書の提出を要請する予定である。            
 

２．業務概要 

   （１）件  名  平成３１年度実験用航空機運航委託 

   （２）業務概要  実験用航空機ビーチクラフト式 B３００型航空機運航業務 

   （３）実 施 日  平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

３．応募要件 

   （１）基本的要件 

     ①国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第 31 条の      

規定に該当しない者であること。 

     ②平成 28･29･30 年度 国土交通省一般（指名）競争参加資格（全省庁統一資 

格）のうち、下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省

から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。 

     資格の種類 ： 「役務の提供等」  

      資格の等級 ： A、B、C 又は D 等級のいずれか  

     ③会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法      

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

     ④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるもの      



として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続して      

いる者ではないこと。 

   （２）技術的要件 

    ・過去３年において、同種業務の受注実績があること。 

・機長 

①最大離陸重量が５７００ｋｇを超える陸上多発タービン機、ＢＥ２００型機

及びＢＥ３００型機において機長として合計３００時間以上の飛行時間、総飛

行時間として２０００時間以上の飛行時間を有すること。 

②ＦＡＡもしくはＪＡＡライセンスでのＢＥ３００の限定資格を有するもしく

はそれらの資格と同等であると証明できる、またはＢＥ２００型機もしくはＢ

Ｅ３００型機の機長時間を合計３００時間以上有すること。 

③航空無線通信士の資格を有すること。 

④有効な第一種航空身体検査証明を有すること。 

⑤航空英語能力証明レベル４以上有すること、または落札後６ヶ月以内に取得

するための計画を提出すること。 

⑥副操縦士要員の条件を全て満たすこと。 

⑦Collins 社製 Proline21 装備のビーチクラフト型 BE200 または BE300 型機の

飛行時間（シミュレーターによる時間を含む）が 10 時間以上あること。また

は落札後 1か月以内にそれらの教育を受けるための訓練・教育計画を提出する

こと。 

・副操縦士 

①１５００時間以上の総飛行時間を有すること。 

②タービン発動機装備の多発機による 25 時間以上の飛行時間を含む陸上多発

機による 50時間以上の飛行経験 

③事業用操縦士（飛）または定期運送用操縦士（飛）の免許を有すること。 

④陸上多発限定及び計器飛行証明を有すること。 

⑤ビーチクラフト式Ｂ３００型を操縦できる資格を有すること。 

・両者共通 

①どちらか１名の運航乗務員は、ＲＶＳＭ及びＲＮＡＶの経験を有すること、

または落札後３ヶ月以内にそれらの教育を受けて航空局の承認が得られるこ

と。 

②機長と副操縦士になり得る者（複数名で可）を有すること。 

 

４．手続等 

   （１）連絡先担当 

         〒182-0012 東京都調布市深大寺東町 7-42-23 
     国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 

     電子航法研究所 会計課 契約係  

     TEL：0422-41-3476 
 



      （２）公募説明書及び仕様書の交付方法 

    ①交付期間：平成３１年３月６日（水）から平成３１年３月２５日（月）まで 

    ②交付方法：当研究所ホームページの「入札・調達・契約情報」より入手するこ

と。 

    URL: https://www.enri.go.jp/news/nyusatu/nyusatu_index.htm 
   （３）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

      平成３１年３月２６日（火）17 時 00 分まで  

      (1)に同じ。持参、郵送（書留郵便に限る。） 

 

５．その他 

   （１）手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨に限る。 

   （２）関連情報を入手するための照会窓口 

５（１）に同じ 

   （３）支払条件 

      支払いは、毎月当所検査職員の検査終了後、受注者の請求により支払うこと

とし、適法な請求書受理した日から 30 日以内に銀行振込みにより代金を支払

うものとする。 

   （４）当該応募者に対して一般競争入札実施のための入札書の提出を要請する際の      

提出予定期限 

平成３１年４月１６日 

   （５）全省庁統一資格における「役務の提供等」に係る一般競争（指名競争）参加      

資格の認定を受けていない場合も４（３）により参加意思確認書を提出する      

ことができるが、その者が入札書の提出者として選定された場合であっ      

ても、入札書を提出するためには、入札書の提出の時において、当該資格の認

定を受けていなければならない。 

   （６）詳細は公募説明書による。  
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１．当該招請の主旨 
    本業務は、電子航法研究所が仙台空港に位置する岩沼分室において運航管理する実験用航

空機ビーチクラフト式Ｂ３００型航空機（登録記号ＪＡ３５ＥＮ）について、運航業務の外

部委託を行うものである。当該航空機は、電子航法研究所の実験作業に用いるものであり、

職員の指示どおりに、かつ、安全に運航する必要がある。 
    このため、業務請負者に求められる要件には、当該航空機を運航できる各種資格等及び十

分な経験を有した人員を確保することが必要不可欠である。 
このことから、本業務にあたっては、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する

者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 
    応募の結果、３．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合であっては、特定法人

との契約手続に移行する。 
    なお、３．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定法人と当該応

募者に対して、一般競争入札による入札書の提出を要請する予定である。 
 
 
２．業務概要 
（１）件   名 平成３１年度実験用航空機運航委託 
（２）業務概要 実験用航空機ビーチクラフト式Ｂ３００型航空機運航業務 
（３）履行期間 平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 

 
 
３．応募要件 
 （１）基本的要件 
   ①国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第 31 条の規程に該当し

ない者であること。 
②平成 28･29･30 年度 国土交通省一般（指名）競争参加資格（全省庁統一資格）のうち、

下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省から指名停止の措置を

受けている期間中に該当しない者でからあること。 
     資格の種類 ： 「役務の提供等」  
     資格の等級 ： A、B、C 又は D 等級のいずれか  
   ③会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
   ④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土

交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。 
 
  （２）技術的要件 
   ・過去３年において、同種業務の受注実績があること。 
   ・機長に関すること 



   ①最大離陸重量が５７００ｋｇを超える陸上多発タービン機、ＢＥ２００型機及びＢＥ３０

０型機において機長として合計３００時間以上の飛行時間、総飛行時間として２０００時

間以上の飛行時間を有すること。 
②ＦＡＡもしくはＪＡＡライセンスでのＢＥ３００の限定資格を有するもしくはそれらの資

格と同等であると証明できる、またはＢＥ２００型機もしくはＢＥ３００型機の機長時間

を合計３００時間以上有すること。 
③航空無線通信士の資格を有すること。 
④有効な第一種航空身体検査証明を有すること。 
⑤航空英語能力証明レベル４以上有すること、または落札後６ヶ月以内に取得するための計

画を提出すること。 
⑥副操縦士要員の条件を全て満たすこと。 
⑦Collins 社製 Proline21 装備のビーチクラフト型 BE200 または BE300 型機の飛行時間（シ

ミュレーターによる時間を含む）が 10 時間以上あること。または落札後 1 か月以内にそれ

らの教育を受けるための訓練・教育を受けること。 
・副操縦士に関すること 
①１５００時間以上の総飛行時間を有すること。 
②タービン発動機装備の多発機による 25 時間以上の飛行時間を含む陸上多発機による 50 時

間以上の飛行経験を有すること。 
③事業用操縦士（飛）または定期運送用操縦士（飛）の免許を有すること。 
④ 陸上多発限定及び計器飛行証明を有すること。 
⑤ ビーチクラフト式Ｂ３００型を操縦できる資格を有すること。 

・機長及び副操縦士両者に関すること 
① どちらか１名の運航乗務員は、ＲＶＳＭ及びＲＮＡＶの経験を有すること、または落札３

ヶ月以内にそれらの教育を受けて航空局の承認が得られること。 
②機長と副操縦士になり得る者（複数名で可）を有すること。 

 
４．公募に関する質問の受付 
   電子メールにて平成３１年３月６日より平成３１年３月２６日まで受付。（電子メールには、

件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX 番号を必ず記入して送信すること） 
電子メール宛先 tender@enri.go.jp 

   なお、質問のうち（当法人からの回答含む）他の公募参加者にも周知することが公平性の点

から良いと当法人が判断したものについては、当法人ホームページ入札・調達情報欄の当該公

募件名横「質疑応答」をクリックすると、当該公募案件に係る公表質疑応答を閲覧することが

でききる。公募に参加する者は、必ず参加しようとする公募案件の質疑応答欄を確認すること。 
 
５．手続き等 
（１）参加意思確認書の提出先 

     〒182－0012 東京都調布市深大寺東町 7－42－23 
    国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 



    電子航法研究所 会計課 調達係  
    TEL：0422-41-3476   
（２）説明書の交付期間 

平成３１年３月６日（木）から平成３１年３月２５日（月）まで 
（３）参加意思確認書及び応募要件を満たすことを証明する書類の提出期限、場所及び方法 

①提出期限 
・平成３１年３月２６日（火）１７時００分まで  
※期限以降に提出された参加意思確認書については無効とする。 
②提出場所及び方法 
・５．(1)に同じ。持参または郵送（電信、電子公募不可。郵送の場合は、書留、配達記録等

配達された記録が残る方法による。） 
・参加意思確認書等の作成及び提出に係る費用については、提出者の負担とする。 
・提出された参加意思確認書等については、返却はしない。また、当該審査以外の目的では

提出者に無断で使用しない。 
・提出期限以降における参加意思確認書の差替及び再提出は認めない。 

 
【郵送の場合】参加意思確認書及び必要資料に、添付の「参加意思確認書受取通知票」（FAX 宛先

（受け取り担当者名まで記載）及び FAX 番号を記入）を同封して、当研究所調達係

あて郵送すること。参加意思確認書の日付は、郵便投函日の日付を記入すること。 
また、参加意思確認書を郵送したにもかかわらず、当研究所から「参加意思確認

書受取通知票」が FAX 送付されてこない場合は、必ず、当研究所調達係あてに問い

合わせすること。 
【持参の場合】参加意思確認書を封筒に入れて（のり付け不要）提出先に持参すること。なお、参

加意思確認書の記名・押印者以外の者の持参を認める。 
 
①参加意思確認書の署名(または記名)・押印者は、代表取締役等の代表機関または支配人、支

店長以上の職にあるもの、もしくは、上記の者から委任を受けた代理人(委任事実及び委任内

容が書面上証明できる場合のみ)とする。 
②誤記、記入漏れまたは押印忘れ等、当研究所からの指摘による参加意思確認書の返却時以外、 
提出した参加意思確認書の引換え、変更または取消しをすることはできない。 

（４）公募の無効 
①上記３．に示した参加資格の無い者、公募条件に違反した者、または次の各号の一に該当す

る参加意思確認書は無効とする。 
   ア 公募に参加する者またはその代理人の記名または押印（外国人、または外国法人にあっ

ては、本人または代表者の署名をもってかえることができる。）の無いもの。 
   イ 誤字脱字等により、記載事項が不明瞭であるもの。 
   ウ ５．（３）の提出期限までに参加意思確認書等の提出がなされなかった場合。 
   エ 参加意思確認書に虚偽の記載をした場合には、提出された参加意思確認書を向こうにす

ると共に、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 



   オ その他公募に関する条件に違反したもの。 
（５）公募の延期等 
   公募を公正に執行することができないと認められるときは、当該公募を延期し、または取り

やめることがある。 
（６）代理人による参加意思確認書の提出 

①代理人が参加意思確認書に必要事項を記入して記名、押印する場合は、参加意思確認書に応

募者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示、代理人氏名の記入及び代理人印を

押印（外国人の署名を含む。）しておくとともに、参加意思確認書提出締切日時までに委任

状を提出すること。 
②応募者は、本件公募について、他の応募者の代理人を兼ねることはできない。 

 
 
６．その他 
（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 
  日本語及び日本国通貨 
（２）公募に参加するものに要求される事項 
  ①公募に参加する者は、公募公示及びこの公募説明書を十分理解したうえで公募しなければな

らない。質問があるときは、上記５．に記載する方法で当研究所に説明を求めることができ

る。ただし、公募終了後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 
  ②公募に参加する者は、公募締切までに当法人から当該参加意思確認書に関し説明を求められ

た場合、それに応じること。 
（３）契約相手方の決定方法 

①参加意思確認書の提出がない場合は、当研究所が指定する法人との随意契約に移行する。 
②参加意思確認書の提出があった場合は、当研究所において、提出者が要件を満たしているか

どうかを判断し、満たしていないと判断した場合は、当研究所が指定する法人との随意契約

に移行する。満たしていると判断した場合は、一般競争入札に移行する。なお、一般競争入

札については、別途入札公告を掲載する。 
 ③応募要件を満たさないとの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して７日

以内に、書面により、応募要件を満たさないとされた理由についての説明を求めることがで

きる。 
  ④応募要件を満たさないとされた理由について説明を求められたとき、説明を求めることので

きる最終日の翌日から起算して１０日以内に、書面により回答するものとする。 
 
 



平成 年 月 日 
 

参加意思確認書 
 
 
 
公募件名：「平成３１年度実験用航空機運航委託」 
 
 

標記公募について、必要とされる要件を満たしており、参加意思を表明します。 
 
 
 
事業者名： 
代表者名：               印 
 
担当部署： 
担当者名： 
電話番号： 
 
 
 



※公募書を郵便
．．

で提出する場合、必ず、参加意思確認書に同封して本紙を提出 
※持参の場合は、必要ありません 

 
平成  年  月  日 
送信枚数：本紙のみ 
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１. 件 名 

  平成 3１年度実験用航空機運航委託 

 

２. 数 量 

  １式 

 

３. 目 的 

 

   本仕様書は、電子航法研究所（以下「当所」という。）が所有する実験用航空機ビ

ーチクラフト式Ｂ３００型航空機（登録記号ＪＡ３５ＥＮ、以下「航空機」とい

う。）の運航委託及びこれに伴う必要な事項について定める。 

 

４．適用範囲 

 

   この運航委託業務には、本仕様書のほか次のものを適用する。 

 

     (1)  航空法令 

     (2)  電波法令 

   (3)  各空港の空港管理規則 

   (4)  各空港の安全管理規程 

   (5)  ビーチクラフト式Ｂ３００型飛行規程 

   (6)  実験用航空機取扱規程（電子航法研究所制定） 

     (7)  実験用航空機運航基準（電子航法研究所制定） 

   (8)  労働基準法 

     (9)  その他関係法令及び関連規則等 

 

５. 委託内容 

 

   請負者は、本仕様書及び実験用航空機運航基準に基づき、次に定める業務を        

行うものとする。 

 

 5.1  航空機の運航 

 

     (1)  飛行予定通知に基づく航空機の運航 

 

     (2)  上記に係わる各種運航業務の補助 

 

     (3)  ４．(7)の基準に定める事務のうち、飛行前点検、ならびに飛行計画（フラ

イトプラン）に関する協議および作成。 

 

(4)  その他の運航に関わる調整等（燃料調達を除く）が発生した場合、その事務 
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 5.2  航空機の管理 

 

      航空機搭乗中においては、航空機及び搭載機器の保管管理一切を行うこと。 

 

６. 契約期間等 

 

請負者が、航空機等の運航管理に係る業務を行う期間及び期間中における航空機の    

運航予定は次のとおりである。 

   なお、操縦士は原則として、飛行予定通知書で通知した運航予定日（予備日を含

む。）及び運航予定に係る調整日の各々の日について拘束されるものとする。 

 

 6.1  契約期間 

 

        自 平成３１年４月１日  至 平成３２年３月３１日 

 

 6.2  運航予定 

 

     (1)  予 定 飛 行 時 間    ２０１時間 

     (2)  予定飛行時間外時間    １０７．５時間 

     (3)  予 定 拘 束 時 間     １１５．５時間 

     (4)  予定出張日数          ２８日 

     (5)  予定出張宿泊数（甲地方）    ０泊 

        〃   （乙地方）   ２２泊 

 

 

 

７. 時間の定義 

 

  本仕様書において使用する時間の定義は、以下のとおりとする。 

 

     (1)  機長および副操縦士（以下「操縦士等」という。）の飛行時間は、航空日誌

に記載する時間の定義に基づく飛行時間とする。 

 

   (2)  操縦士等の飛行時間外時間は次のとおりとする。 

 

    (a) 操縦士等が運航に係る作業に従事した時間とし、飛行前後の作業打ち合わ

せ、待機等をいう。 

原則として、１回当たり飛行前６０分、飛行後６０分とする。ただし、１

日に複数回の飛行を実施した場合は、当該日において最終となる飛行以外の

飛行後は３０分以内とする。 

 

      (b) 天候不良等不可抗力により飛行予定日に飛行を中止した場合に、操縦士等

が運航に係る作業に従事した時間をいう。（１人当たり３時間以内とする。） 
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   (3) 操縦士等の拘束時間は、運航予定日（予備日を含む）の８時３０分から１７

時１５分までの時間内において、飛行時間、飛行時間外及び休憩時間４５分以

内を差し引いた時間とする。 

          また、運航予定に係る調整日については半日単位（午前８時３０分から１２     

時３０分、午後１３時１５分から１７時１５分）の時間とする。 

 

８. 運航等内容の変更中止等 

 

     (1) 当所は、必要があるときは航空機の飛行計画の内容を変更若しくは中止又 

    は、取り止めることができる。この場合、請負者は、そのために被った損害 

    を発注者に請求することができる。 

 

   (2)  請負者は正当な理由なくして、航空機の運航内容を変更若しくは中止し、又

は、取り止めることはできない。 

 

     (3)  当所又は請負者は、相互に協議を行い、飛行に支障を与えない範囲で拘束を

解除することができる。ただし、解除が認められた時間は、拘束時間として  

       請求することができない。 

 

     (4)  契約期間中における運航実施数について、毎月の報告を行うこととし、6.2

に示す予定に変更が見込まれる場合は、変更契約を行う。また、１年をとおし

て予定数量に過不足があった場合についても、変更契約を行うこととする。 

 

９. 提出書類 

 

     (1)  請負者は、次の関係書類等を契約締結後すみやかに監督職員に提出するも 

のとする。 

 

        (a) 派遣操縦士選任届 

 

航空機に係る操縦士を選任し、選任届を以下の書類を添えて提出するこ

と。 

 

     a) 航空経歴書（平成３１年４月１日現在の経歴） 

      b) 操縦士技能証明書の写し 

      c) 航空身体検査証明書の写し 

 

    (b) 無線従事者選任願 

 

電波法に基づき当所航空機搭載無線機器を取り扱う無線従事者選任願（経

歴書添付）を提出すること。 

 

        (c) 緊急時等の連絡体制表 
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        (d) その他航空機の運航管理に必要なもの 

 

     (2)  請負者は、航空機の運航が完了したときは、その都度下記の書類を監督職員

に提出するものとする。 

 

        (a) 航空日誌 

        (b) 運航日誌 

        (c) その他、監督職員が指示した書類 

 

(3) 請負者は、必要に応じ5.1(3)に関する書類を監督職員に提出するものとす

る。 

 

10. 検査監督 

 

10.1  検  査 

 

      請負者は、航空機等の運航を完了したときには、その旨を当所に報告し、当所は

報告を受けたときは速やかに検査する。 

 

10.2  監  督 

 

      監督職員は、本仕様書に基づき適宜監督する。 

 

11. 監 査 

 

  請負者の航空機の運航管理状況について、必要に応じ監査を実施する。  

 

     (1)  運航組織の状況 

 

  (2)  運航に携わる人員に対する教育訓練状況 

 

   (3)  運航に関わる関連規程等文書の更新状況 

 

12. 賠償責任 

 

12.1  損害の賠償 

 

   請負者が航空機の運航にあたり、航空機、搭載物品その他当所の財産に損傷を与え

又はこれを滅失した場合、又は第三者若しくは当所（当所の職員を含む。以下10.内

において同じ）に損害を与えた場合は、請負者は直ちにその旨を当所に報告するとと

もに、予定している下記の航空機保険の内容を脱する範囲は自己の責任において原状

に回復させ又は第三者若しくは当所に損害の賠償をしなければならない。 

電子航法研究所の航空機保険の内容 

    保険契約者  ：国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 
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 契約担当役 電子航法研究所 所長 小瀬木 滋 

      被保険航空機 ：機種・型式 ビーチクラフト式Ｂ３００型 

                      製造年   ２００４年 

                      登録記号  ＪＡ３５ＥＮ 

                      座席数   ７席 

      使用目的   ：一般－官公庁 

      特殊な運航形態：運航委託（運航委託契約会社） 

      操縦士の氏名 ：保険契約者の承認する操縦士 

      追加被保険者 ：賠償 運航委託契約会社及び整備委託契約会社 

    求償権不履行先：機体 運航委託契約会社及び整備委託契約会社 

      保険金額等  ：機体 協定価額           ５８８,９４５,０００円 

                            保険金額           ５８８,９４５,０００円 

                            免責金額               １５０,０００円 

                      第三者・乗客包括賠償 

                ＣＳＬ１事故       ５,０００,０００,０００円 

                      搭乗者傷害 

                            被保険者の分類 「全搭乗者」 

                            申告搭乗者数  「７名」 

                            保険金額     死 亡   ２０,０００,０００円 

                            医療日額                １０,０００円 

                     救援者費用等包括 

                            １事故及び期間中         ３０,０００,０００円 

 

12.2  自己責任 

 

      請負者は、自己の操縦士、整備器材等に対する損害について、当所に求償でき 

ない。 

 

12.3  管轄裁判所 

 

   損害の賠償に際し当所との協議が整わない場合、東京地方裁判所をもって第一 

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

13. その他 

 

     (1)  本仕様書において、運航とは、完熟訓練飛行以外の研究業務に伴う実験及び

調査飛行、整備等に伴う検査及び試験飛行をいう。 

 

     (2)  操縦士等は拘束時間においては、原則として岩沼分室にて待機するものとす

る。なお、待機室の使用料は無償とする。 

 

     (3)  請負者は、本契約の履行を他人に委譲してはならない。 

 

     (4)  請負者は、航空機に不具合等が発生し、その運航に支障が生じた場合、又は
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その恐れがある場合には、直ちにその状況を監督職員に報告しなければならな      

い。 

 

     (5)  請負者は、航空機の運航に関する法令及び諸規程を遵守し、航空機の安全運

航に努めなければならない。 

 

      

 

     (6)  請負者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

 

     (7)  当所が所持している資料等で運航等に必要なものは貸与する。 

 

     (8)  請負者は貸与された資料等を運航終了後直ちに当所に返還するものとする。 

 

(9)  本仕様書に定めのない事項は、契約時にこれを定めるほか、疑義が生じた場

合には監督職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。 

（以上） 
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