
平成３０年１０月２６日 

 

公募型プロポーザルに関する質問回答 

 

上越地域消防事務組合 

 

 平成３０年１０月１０日付けで公告した下記１の公募型プロポーザルについて、プロポーザル実

施要領に基づく質問があったので、下記２のとおり回答します。 

 

 

記 

 

１ 件 名 高機能消防指令システム構築業務委託公募型プロポーザル 

 

２ 質問回答 別紙のとおり 

  （質問者が特定できる質問内容等については、部分的に編集してあります。） 
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（様式４ 別紙） 

 

業務名  高機能消防指令システム構築業務委託 

※ この用紙には、質問者が特定できる商号又は名称等の記載はしないでください。 

※ 質問に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなします。 

※ 質問欄が不足する場合は、適宜追加して下さい。 

№ 仕様書頁等 質問 回答 

１ 

実施要領 

１１頁 

（３）イ 

 「プレゼンテーションには、提

出した技術提案書のみ使用でき

るものとする。提出した技術提案

書以外の資料の使用は認めな

い。」について、技術提案書をその

ままプレゼンテーションに使い

ますとプロジェクタに映し出し

たときに文字や絵が小さく見え

にくくなる可能性があります。プ

レゼンテーションには、技術提案

書から切り出しや拡大等の加工

をした資料を使用してもよろし

いでしょうか。 

 提出した技術提案書との同一

性を担保するため、拡大等の加工

であっても不可とします。 

 スライドに表現しきれない内

容 が あ る 場 合 、 Microsoft 

PowerPoint®のノート機能を使用

してその内容を記載することは

認めますが、プレゼンテーション

ではスライドのみ使用できるも

のとします。 

 ノート機能を使用する場合、１

スライドをＡ４用紙にフルペー

ジサイズで片面印刷したものと

は別に、ノートの内容を印刷した

もの（Ａ４片面印刷で様式及びペ

ージ数は任意。どのスライドに対

するノートか分かるように印刷

すること。その他の体裁は実施要

領６（３）に同じ。）を技術提案書

末尾に添付し１０部提出してく

ださい。 

２ 

様式９ 

別紙 

 無線接続費用について、「既設

無線メーカーとの調整に要する

費用」とは、既設メーカーとの仕

様調整や既設無線システムとの

接続試験費用等、仕様書に記載の

指令システムと無線システムの

連携機能を実現するためにかか

る費用ということでよろしいで

しょうか。 

 受注者のシステムに合わせて

既設無線システムを改修する費

用など、受注した場合に既設無線

メーカーへ支払う必要が生じる

費用です。 

 なお、仕様書に記載の連携機能

を実現するための費用であって

も、既設無線メーカーへの支払い

が生じない場合は「無線接続費

用」には含めません。 

 したがって、既設無線メーカー
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№ 仕様書頁等 質問 回答 

が受注者である場合は、当然この

費用は発生しません。 

３ 

仕様書 

１１頁 

第３章 

 「１指令センター設備の機器構

成 ２７（４）備品等 地図（特

殊地図（１００セット））」につい

て、数量は上越市１００セット、

妙高市１００セットで、内容は紙

地図に支援情報を記載したもの

という理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

４ 

仕様書 

１５１頁 

第５章 

 「４システム構成図」の大型検

知１、表示盤装置のＡＣ１００Ｖ

引き込みについて、配線、埋没工

事、配管等は別途工事で対応され

ることでよろしいでしょうか。 

 ＡＣ１００Ｖ引き込み及び配

線は本業務、埋設工事及び配管は

別途工事となります。 

５ 

仕様書 

１５１頁 

第５章 

 「４システム構成図」の主スイ

ッチボックスのＡＣ１００Ｖ引

き込みについて、配線、配管等は

別途工事で対応されることでよ

ろしいでしょうか。 

 ＡＣ１００Ｖ引き込み及び配

線は本業務、配管は別途工事とな

ります。 

６ 

仕様書 

１５１頁 

第５章 

 「４システム構成図」の無線設

備機器１のアンテナ部の庁舎壁

面への取り付けについて、壁面設

置加工および庁舎内の貫通工事、

配管、配線は建築工事で対応され

ることでよろしいでしょうか。 

 庁舎壁面への取付けは想定し

ていません。屋上又は庁舎鉄塔へ

の取付けとし、配線は本業務とし

ます。配管は建築側で対応予定で

すが、詳細は別途協議とします。 

７ 

仕様書 

１５１頁 

第５章 

 「４システム構成図」のループ

コイル１、２、３の埋没工事につ

いて、別途工事での道路整備時に

同時に対応いただくことは可能

でしょうか。 

 ループコイル埋設は、舗装前施

工ができないため、本業務としま

す。 
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№ 仕様書頁等 質問 回答 

８ 

整備想定ス

ケジュール 

 「新指令台で旧部隊運用」「新指

令台で新部隊運用」について、新

指令システムへの切り替え時は、

現在の出動計画（「車両固定」）に

て運用を開始し、移転完了後に新

しい出動計画（「車両固定」もしく

は「直近選別」）に変更して運用さ

れるという理解でよろしいでし

ょうか。 

 整備想定スケジュールの「旧部

隊運用」「新部隊運用」は、消防署

の移転に伴い車両の配置場所が

変わることを指します。 

 出動計画については、どちらの

部隊運用時でも「車両固定」と「直

近選別」を選択できるものとしま

す。 

９ 

新庁舎設計

図（抜粋） 

①Ｅ－１６ 

電気設備工

事 幹線・

動力設備 

４階 配管

配線図 

 ＣＶＣＦ工事区分表の「受電設

備」－庁舎側工事－「指令機器」

～別途工事～「分電盤」について、

記載誤りになりますでしょうか。 

 下記になると考えております。 

「受電設備」－庁舎側工事－「分

電盤」～別途工事～「指令機器」  

 ＣＶＣＦ工事区分表に記載の

「指令機器」は、本業務で設置す

る指令システム側の電源機器を

指します。 

１０ 

実施要領 

６頁 

５（４）イ 

④業務実施

体制調書

（様式７）

について 

 業務実施体制調書（様式７）の

（６）に記載の「携わった立場が

確認できる書類」とは、当該案件

施工時に提出したシステム構築

に関わる体制表でよろしいでし

ょうか。 

 お見込みのとおりです。 

１１ 

実施要領 

８頁 

６（３）ウ 

 

 技術提案書のページ数は、表紙

及び目次を除き５０ページ（５０

スライド）以内とするとあります

が、代替提案を行う場合、前述の

５０ページに含まれないという

解釈でよろしいでしょうか。 

 代替提案についても５０ペー

ジに含むものとします。その他は

№１の回答に同じです。 
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№ 仕様書頁等 質問 回答 

１２ 

仕様書 

１５０頁 

第５章３

（１０） 

 「県道交差点から侵入できない

ものとする」とは、一般車両が進

入しない為のゲートで緊急車両

は入場するのでしょうか。       

緊急車両は入場する場合、操作、

システム連動はどのようなシー

ケンスとなるのでしょうか 

 通路は出動専用の一方通行で

あり、県道交差点からは一切進入

しません。 

１３ 

仕様書 

１５０頁 

第５章 

 緊急車両出動制御システムの

電源ケーブルや通信ケーブルの

新庁舎からの埋設管路等は、基礎

工事等の別途工事で確保されて

いるという解釈でよろしいでし

ょうか。 

 お見込みのとおりです。 

１４ 

仕様書 

１６０頁 

第６章２

（１） 

 「納入機器の機器据付工事及び

既設機器移設工事」について、対

象となる既設移設機器及び台数

は、仕様書８ページ １指令セン

ター設備の機器構成の項１（１

０）イに記載の無線受令装置２式

のみで、システム構成図に記載の

衛星通信装置及びデジタル無線

基地局無線装置は、本業務の対象

外という認識でよろしいでしょ

うか。 

 本業務において、移設を予定し

ている機器はありません。 

１５ 

仕様書 

１６１頁 

第６章６

（３） 

 「仮設及び移設に必要な費用

は、受注者の負担とすること」に

ついて、対象となる既設移設機器

及び台数は、仕様書８ページ １

指令センター設備の機器構成の

項１（１０）イに記載の無線受令

装置２式のみで、システム構成図

に記載の衛星通信装置及びデジ

タル無線基地局無線装置は、本業

務の対象外という認識でよろし

いでしょうか。 

 №１４の回答に同じです。 
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№ 仕様書頁等 質問 回答 

１６ 

仕様書 

６２頁 

第４章９

（１）シ 

 「市民案内用のＮＴＴ回線、Ｊ

ＣＶ等に対して音源供給を行え

ること」について、ＪＣＶの担当

部署をご教示願います。また、そ

の他音源供給が必要となる接続

先等があれば、会社名等問合せ先

を併せてご教示願います。 

【問合せ先１】 

上越ケーブルビジョン株式会

社（ＪＣＶ） 

技術部 米川（ヨネカワ）氏 

 TEL 025-526-3475（直通） 

 FAX 025-522-4600 

【問合せ先２】 

公益社団法人上越市有線放送

電話協会 

 TEL 025-523-6567 

 FAX 025-524-6127 

１７ 

仕様書 

６２頁 

第４章９

（１）ス 

 「妙高市の同報系防災行政無

線」について、既設メーカー、問

合せ先等をご教示願います。 

【既設メーカー】 

パナソニックシステムソリュ

ーションズジャパン関越社 

【問い合わせ先】 

 新潟支店 

 TEL 025-246-4848 

 FAX 025-241-6870 

【留意事項】 

 「妙高市の同報系防災行政無線

に指令情報を送出できること。」

の「指令情報」とは指令音声だけ

でなく、防災行政無線を適切に起

動・動作させるために必要なすべ

ての信号等を含みます。 

 上記既設メーカーへの照会、見

積依頼等に当たってはこの点に

留意し、指令情報の送出に関して

妙高市側の追加負担が生じない

よう、本業務の見積においてすべ

ての関連費用を見込んでくださ

い。 

 


