
 

 

 

 

 

宇佐市防災情報システム基本構想策定支援業務 

 

委託仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年７月 

 

大分県 宇佐市 

 

 

 

 



1 

 

目 次 

 

第１章 一般事項 

１ 目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

２ 準拠する法規等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

３ 履行期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

４ 業務場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

５ 監督職員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

６ 業務計画書の提出‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

７ 諸手続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

８ 打合せ等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

９ 資料の貸与及び返却‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

10 関係施設への立ち入り等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

11 再委託の制限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

12 所有権について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

13 情報の保護‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

14 仕様書の疑義等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ 

15 中立性の保持‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ 

16 仕様書の支払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ 

 

第２章 業務内容 

１ 宇佐市を取りまく防災関係システムの現状把握‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ 

２ 防災行政無線整備の方向性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 

３ 各種同報システムの比較・検討‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 

４ 屋内受信機の比較・検討‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 

５ 主体となるシステム等の比較・検討‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 

６ 机上シミュレーションの実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６ 

７ スピーカ音達の検討‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６ 

８ 関連システムとの連携及び補完機能の検討‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６ 

９ 受信設備の配置検討‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

10 新庁舎危機管理センター等整備計画の作成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

11 整備スケジュール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

12 九州総合通信局等との協議‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

13 システム整備後の運用方針案の策定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

14  基本設計業務の発注資料作成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

15 成果品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８ 

16 検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８ 

17 再検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８ 

 

 

 

 



2 

 

第１章 一般事項 

１ 日的 

  本業務は、宇佐市（以下「発注者」という。）が運用している防災行政無線設備の老朽化等に

伴い、地域防災力の向上に資する導入効果の高い新たな防災情報システムを明らかにするうえ

で、同報系デジタル防災行政無線をはじめ、近年、多様化する情報伝達手段のあらゆる可能性

について、信頼性や拡張性など様々な側面から調査・分析・比較検討等を行い、発注者が求め

る資料を作成することを目的とする。 

 

２ 準拠する法規等 

  本業務の実施にあたっては、本仕様書に定めるもののほか次の関連法規に従って行うものと

する。 

 （１）電波法、同法関連規則、防災行政無線局免許方針 

 （２）電気通信事業法、同法関連規則 

 （３）建築基準法、同法施行令、同法関連規則 

 （４）有線電気通信法 

 （５）道路交通法、道路法、同法関連規則 

 （６）市町村デジタル同報通信システム標準規格（ARIB） 

 （７）宇佐市地域防災計画 

 （８）宇佐市防災情報システム整備基本方針 

 （９）宇佐市が定める条例及び規則等 

 （10）その他、本業務の実施にあたり必要な関連法規等 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から平成 30 年 3 月 20 日までとする。 

  ただし、平成 30年度当初予算編成に必要となる資料については、平成 29 年 11 月末までに提

出するものとする。 

 

４ 業務場所 

  宇佐市一円 

 

５ 監督職員 

  発注者は、本業務について指示、承諾及び協議を行う監督職員を定め、受託者に通知するも

のとする。 

 

６ 業務計画書の提出 

  受託者は、契約締結後速やかに次の項目を記載した業務計画書を提出すること。 

（１）業務工程表 

（２）業務計画概要 



3 

 

（３）業務体制図及び連絡先一覧 

（４）その他。発注者が求めるもの 

 

７ 諸手続 

  本業務に必要な諸手続及び一切の費用負担は受託者が行うものとする。 

 

８ 打合せ等 

  受託者は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者の監督職員と密接に連絡をとり、

連絡を行った事項をその都度記録し、打合せの際に確認するものとする。 

 

９ 資料の貸与及び返却 

（１）発注者は、業務を遂行するうえで必要となる図書及びその他関係資料を、受託者に貸与す

るものとする。 

（２）受託者は、発注者から貸与される資料は、借用書を提出することとし、貸与された資料が

不必要となった場合、直ちに返却するものとする。 

 

10 関係施設への立ち入り等 

（１）受託者は、本業務を遂行する際、必要な公共施設、敷地等への立ち入りについて、事前に

当該管理者の承諾を受けて行うものとする。 

（２）受託者は、当該業務において、既存構造物等に損害を与えた場合は、全てにおいて受託者

の負担により修復するものとする。 

 

11 再委託の制限 

  受託者は、本業務における総合的企画、業務遂行管理手法の決定及び技術的判断、解析業務

における手法の決定及び技術的判断等全てにおいて再委託するこができない。 

  ただし、印刷製本、計算処理、トレースなど簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承

諾を必要としない。 

 

12 所有権について 

  本業務で作成される成果品の所有権（他で著作権及び所有権が設定されているものを除く。）

については、発注者に帰属するものとする。また、履行にあたり、第三者の著作権等に抵触す

るものについては、受託者の責任において処理するものとする。 

 

13 情報の保護 

  本業務にあたり、発注者から提供もしくは業務履行上で収集された資料等については、業務

遂行中は勿論、業務完了後も適切な情報保護対策を行うこと。 

  また、その成果を発注者の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。 
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14 仕様書の疑義等 

  受託者は、業務にあたり、発注者の監督職員と常に連絡を行い、本仕様書に明示していない

事項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議を行いその指示に従うものとし、受託者の一方的

な解釈によってはならない。 

 

15 中立性の保持 

  受託者は、本業務において、製造メーカ及び施工業者を特定するような記載や表記を行わず

コンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。 

 

16 委託料の支払い 

  業務の委託料については、精算払いとする。 

 

第２章 業務内容 

１ 宇佐市を取りまく防災関係システムの現状把握 

  非常時における行政間の重要無線通信を確保するための防災無線について、国・県・市町村・

消防本部等における防災無線の動向を調査し取りまとめる他、発注者の防災体制や設備、運用

状況等について現状の把握を行い、課題の抽出及び解決策について検討しまとめること。 

  また、既設設備の利活用、連携についての検討を行うこと。 

（１）防災無線動向調査 

  ①中央防災無線 

  ②都道府県防災行政無線 

  ③衛星通信ネットワーク 

  ④消防防災無線 

  ⑤市町村防災行政無線（同報系／移動系） 

  ⑥防災相互通信用無線 

  ⑦その他、発注者が求めるもの 

（２）市町村防災行政無線の動向調査 

  ①全国及び大分県内の市町村防災行政無線整備状況 

  ②市町村防災行政無線のデジタル化対応状況 

  ③市町村防災行政無線システムの特徴と近年の動向 

  ④その他、発注者が求めるもの 

（３）発注者の状況把握及び課題の抽出並びに解決策検討 

  ①風土及び市勢状況 

  ②防災体制及び設備、運用状況の把握及び課題抽出 

  ③既設防災設備の課題抽出及び設備利活用方針の検討 

  ④情報伝達手段の状況（光インターネット、防災サイト、公式ＳＮＳ等） 

  ⑤防災関連設備の把握（漁港監視カメラ、防災用電光掲示板、防災用太陽光発電システム等） 

  ⑥その他、発注者が求めるもの 
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（４）住民等ニーズの把握と分析 

  ①戸別受信機に対するニーズ把握、分析 

  ②行政情報及び地域コミュニティ情報発信に対するニーズ、分析 

（５）その他必要となる事項の検討 

  ①聴覚障がい者及び避難行動要支援者等に対する情報伝達方法の検討 

 

２ 防災行政無線整備の方向性 

  「宇佐市を取りまく防災関係システムの現状把握」の結果を基に、本市における防災情報シ

ステムの在り方について、整理分析を行い、整備の方向性を定める。 

  

３ 各種同報システムの比較・検討 

  下記のシステムの概要等を整備方式（自営網、民営網）ごとに取りまとめ、比較検討を行う

こと。 

（１）デジタル同報系システム（現行方式及び低廉化方式） 

（２）デジタル MCA システム 

（３）デジタル移動系システム（同報系活用） 

（４）280MHZ 帯電気通信業務用ページャー 

（５）IP無線システム 

（６）携帯通信網利用システム 

（７）その他、発注者が求めるもの及び導入の可能性があるもの 

 

４ 屋内受信機の比較・検討 

  下記の屋内受信機の概要を取りまとめ、比較検討を行うこと。 

（１）デジタル同報系システム用受信機（現行方式及び低廉化方式） 

（２）アナログ同報系システム用受信機 

（３）280MHZ 帯電気通信業務用ページャー用受信機 

（４）地域コミュニティ無線システム用受信機（アナログ／デジタル） 

（５）IP／FM 告知端末 

（６）防災ラジオ 

（７）その他、発注者が求めるもの及び導入の可能性があるもの 

 

５ 主体となるシステム等の比較・検討 

  ３及び４項の比較・検討結果を基に、主体運用が可能となるシステムを発注者と協議のうえ

３つ程度抽出し、さらに下記の内容を加味したうえで、詳細な比較検討を行うこと。 

（１）メリット／デメリット 

   確実性、安全性、信頼性、耐久性、耐災害性、操作性、施工性、保守運用性 

（２）機能及び拡張性 

   文字伝送や遠隔操作などの付帯機能（拡張性含む）について調査すること。 
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（３）整備コスト及び運用コストの算出 

   机上シミュレーションを実施のうえ、概算費用や維持管理コストを算出すること。 

   また、緊急防災・減災事業債の対象範囲と交付対象となる補助金等について調査すること。 

 

６ 机上シミュレーションの実施 

  主体となる同報システムの詳細検討においては、屋外拡声子局のみを対象とした場合と戸別

受信機（全戸配置）を含んだ場合の机上シミュレーションを実施すること。検討においては、

九州総合通信局の免許方針に沿った最適な無線回線系統とすること。 

 

７ スピーカ音達の検討 

  屋外に設置するトランペットスピーカ及び長距離スピーカ等について費用対効果や音達距離

等の比較検討を行う他、他自治体の導入結果、運用状況などを調査し整備方針について検討す

ること。また、必要に応じて音響調査を実施すること。 

（１）トランペット型スピーカ（防災行政無線用とする） 

（２）スリム型スピーカ 

（３）アレイ型長距離スピーカ 

（４）全方位型長距離スピーカ 

（５）その他、発注者が求めるもの 

 

８ 関連システムとの連携及び補完機能の検討 

  J-ALERT 等の従来のシステムのほか、情報収集システムや配信メディアの多様化に伴い、下

記システムとの連携（情報解析、自動発令及び一元配信）について検討すること。 

（１）情報収集系システム 

  ①既設 J-ALERT システム 

  ②テレメータ監視（気象情報、雨量／河川水位監視等） 

  ③監視カメラシステム（既存の漁港監視カメラ含む） 

  ④国・県が提供している情報（気象情報、雨量情報、土砂災害情報等） 

（２）情報配信系システム 

  ①市ホームページ 

  ②大分県安心安全メール配信システム 

  ③緊急速報メール（NTT ドコモ、KDDI、SoftBank） 

  ④テレメータ及び画像情報 

  ⑤SNS（Tｗitter、Facebook、LINE） 

  ⑥無線 LAN（WiFi）を活用した配信（スマートフォン、タブレット端末向け） 

  ⑦Ｌアラート 

  ⑧防災用電光掲示板 
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（３）業務系行政システム 

  ①高齢者緊急通報装置 

  ②職員参集・安否確認システム 

  ③市民メール配信サービス 

（４）既存 ICT 設備の利活用（光インターネット等） 

（５）その他、発注者が求めるもの 

 

９ 受信設備等の配置検討 

  屋外拡声子局及び屋内受信機並びに補完システムとの整備、設置、連携に関する方針を検討

すること。 

 

10 新庁舎危機管理センター等整備計画の作成 

  無線室や空中線のほか危機管理課室、災害対策本部室など危機管理センター全体に係る関連

設備の整備計画を関係部署と協議のうえ作成すること。 

 

11 整備スケジュール 

  最適な整備スケジュールとなるよう検討すること。尚、整備が複数年となる場合は、整備中

に住民へのサービス提供に差異が生じないよう、既存防災行政無線設備との併用整備及び切替

手順等について検討すること。 

  なお、新庁舎建設スケジュールとの調整を図り、既存設備（防災関連設備含む）の移設が必

要な場合は、効率的で、かつリスクの低い移設計画を作成すること。 

 

12 九州総合通信局等との協議 

  整備基本方針について九州総合通信局との協議を行うこと。これに伴い、必要になる整備計

画書等の資料作成を行うこと。 

  また、受託者は、本業務の実施にあたり、発注者が要する関係省庁及び関係機関等の対応に

協力しなければならない。 

 

13 システム整備後の運用方針案の策定 

  平常時及び災害時や緊急時の運用方法の検討を行うこと。これに伴い、地域防災計画書の見

直しが必要となる場合は、発注者の指示に従い、必要な資料の作成及び助言等を行うこと。 

 

14 基本設計業務の発注資料作成 

 （１）発注仕様書案 

 （２）設計書案及び見積もり 
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15 成果品 

  下記の資料を提出すること。尚、提出部数は２部とする。 

  なお、規格は日本工業規格Ａ４とし、製本すること。割込み図がある場合には、Ａ３とし、

三つ折りにしてＡ４サイズに収めること。 

  また、ＣＤ－Ｒにて電子データを２式納品すること。 

（１）基本構想（案）及び基本構想（案）概要書 

（２）各種調査・検討報告書 

（３）機器構成一覧表及びシステム系統図 

（４）整備スケジュール表 

（５）概算事業費 

（６）保守管理及び維持管理概算費用 

（７）机上シミュレーション 

（８）回線系統図 ※必要な場合 

（９）音響設計図 ※必要な場合 

（10）設備位置図（センター局、中継局、屋外拡声子局等） 

（11）九州総合通信局協議資料 

（12）基本設計発注資料 

（13）打合せ議事録 

（14）その他、発注者が求めるもの 

 

16 検査 

  受託者は、本業務の完了後、速やかに成果物等を業務完了報告書とともに提出し、発注者

の検査を受けるものとする。 

 

17 再検査 

  発注者は、成果物について疑義が生じた場合、受託者に再検査または再検討を命ずること

ができるものとし、受託者はこれに対し無償で応じることとする。 


