工事名 平成２８年度 県営中山間総合整備事業 ひのきの里地区 防災無線整備工事 質問回答
※ 公示文にありますとおり、質問回答は事務手続き等に係る一般的なもののみを掲示します。
このため、戸別機器の仕様や提案内容の可否等に関する質問に関しては、質問事項を表示
しない場合があります。また、同一内容と判断される質問に関してはまとめて回答します。
2016/8/25
番号

質問内容
公募型プロポーザル方式（建設工事）に係
る手続き開始の掲示について
P12(7) 技術提案書の提出者を選定する
ための基準
個人情報の取扱いに関して
プライバシーマーク（JIS Q 15001）と記載
がありますが、ISO9001の2008年度版以
1 降の改定では「8.5.3顧客又は外部提供者
の所有物には知的財産及び個人情報」に
関する内容が定義されております。
つきましては、ISO9001を所有していれば
よろしいでしょうか。
（他同様な質問あり）

回答

質問受付日

質問回答日

ＩＳＯ９００１（２００８）の所有のみで可とすることはでき
ません。個人情報の保護に関する内容・社内規定が
プライバシーマーク（ＪＩＳ Ｑ１５００１）と同等以上の
内容であることを証する書面を添付し、申請願いま
す。なお、内容については個別に審査し、可否を判断
します。また、ＩＳＯ２７００１又はＩＳＭＳ等個人情報の
保護に関する公的規格に関しても同様に扱います。

H28.8.3

H28.8.5

参加表明時点で有資格者であれば複数の技術者を
記載することは可能です。なお、技術提案書に求め
る配置予定技術者の資格・経歴等に、複数名を記載
することも可能ですが、技術提案書を特定する評価
基準における技術者の評価は、低いほうの技術者の
評価をもって技術提案書の評価といたします。

H28.8.4

H28.8.5

ISO27001は情報セキュリティ保護規格の
質問１のとおり、ISO27001がﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸと同等以
3 ため、ISO27001はﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸと同等と
上であることを証する書面を添付してください。
考えますがいかがでしょうか。

H28.8.5

H28.8.9

所の技術評価委員会の決裁後となりますので、８月
参加表明を提出したもののうち、技術提案
２３日までを目途にしています。非該当者には文書発
4 書非該当の場合の通知はいつ頃にでるの
送前に個別に電話又はメール等で個別に連絡する
か。
予定としています。

H28.8.5

H28.8.9

空中線設置工事箇所数を上松町単独発 上松町単独発注分は戸別受信機２０７５台分の費用
5 注分の２０７５台にて積算するとの解釈で ＋電波状況等により必要最低限の空中線設置工事
よいでしょうか。
の費用及び関連する諸経費を想定しています。

H28.8.5

H28.8.9

機器供給証明書の発行が必要な機器は 無線機器以外にもシステム上重要と思われる機器
6 システムの中心となる無線機器でよろしい （予備電源・拡声器等）につき可能な範囲で添付して
でしょうか。
ください。

H28.8.5

H28.8.9

様式2号「参加表明書」及び様式７号「技
7 術提案書」の掲示日は７月２５日でしょう
か、８月１日でしょうか。

掲示日は８月１日としてください。なお、日付に関わら
ず工事名が適合していれば有効です。

H28.8.5

H28.8.9

様式３号「参加要件資料」及び様式７号
8 「技術提案書」の同種工事の実績は３件
以内でしょうか、５件以内でしょうか。

会社としての同種工事の実績は３件以内としてくださ
い。なお、５件の記載でも有効です。

H28.8.5

H28.8.9

様式3号「参加要件資料」の２、技術職員
例 資格区分－技術士 技術職員数－5名（内１０年
数における通算経歴１０年未満・以上の区
9
以上３名）ですが、年数分けは会社として管理してい
分方法はどのように記載すればよいでしょ
る範囲で記載してください。
うか。

H28.8.5

H28.8.9

システム上民地の買収が最善と判断される場合は県
請負者による用地（特に民地）の確保は困
が用地買収を行いますが、確保できる保証はありま
難であると考えます。基本的に拡声子局
10
せん。新たに必要となる用地が官地である場合は、
の増設は公募の資料にある公共用地の
占用申請等必要な手続を請負者の責により行ってく
みと考えてよろしいでしょうか・
ださい。

H28.8.5

H28.8.9

ＣＡＴＶ側への出力に関し、ＣＡＴＶ側に機 ＣＡＴＶ側の改造に係る費用は本提案に含めまない
11 器改造が必要となった場合の費用負担は でください。但し、改造費が必要となる場合は、別途
どちらか。
概算金額を明示してください。

H28.8.5

H28.8.9

機器類の発注者、監督職員の確認を得る
12 こととなっているが、工事実施時に確認を 質問のとおりです。
得ることでよいか。

H28.8.9

H28.8.10

現場説明時に、公民館、役場、広域消防 現場確認時に公民館と役場は案内いたします。その
13 等の関係機関における、屋内外施設の現 他の機関は業務に支障を及ぼす可能性があるため
地確認は可能か。
案内できません。

H28.8.9

H28.8.10

14 現場説明会の参加者の変更は可能か。

H28.8.9

H28.8.10

H28.8.9

H28.8.10

配置予定技術者に関し、参加表明の提出
期限の８／１０段階で配置可能な技術者
が２名おりますが、現段階では特定できま
2 せん。参加表明に２名を記載し契約時に
どちらかに確定することは可能でしょう
か。
（他同様な質問
あり）

2名以内であれば参加者は任意です。

既存全子局の音響到達図、電界強度分 音響到達図及び電界強度分布図等については公開
15 布図等、現行システムの資料は閲覧可能 できません。取扱い説明書等は役場の業務に支障
か。
の無い範囲で閲覧できるよう役場に依頼します。

備考等
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16

既存戸別受信機で外部アンテナを取り付
個人情報を含むため公開できません。
けている場所と数量の資料は閲覧可能か

H28.8.9

H28.8.10

既存の雨量計、その他気象観測装置の該
現行システムイメージ図をもとに、提案者自ら調査願
17 当子局の情報（設置場所住所）提供は可
います。
能か。

H28.8.9

H28.8.10

現在実施されている保守点検業務の仕様
役場の業務に支障の無い範囲で閲覧できるよう役場
18 書及び点検報告書、故障復旧報告書の
に依頼します。
閲覧は可能か。

H28.8.9

H28.8.10

19

ヒアリングの時間について午前・午後等の できる範囲で調整いたしますので、８月２５日PM5:00
希望を申告することは可能か
までに電話又はメールで連絡してください。

H28.8.18

H28.8.22

20

技術提案書に添付する電子データに使用 基本的にはワードとエクセル・PDF、キャドデータの場
できるソフトに制限はあるか
合は原則P21ですがSXFも使用可能です。

H28.8.18

H28.8.22

21

役場・公民館の立平面図及び配線図は閲 役場に閲覧可能な範囲で提供を依頼します。閲覧場
覧可能か
所は農地整備課で８月２３日からを予定しています。

H28.8.18

H28.8.22

木曽広域消防と町役場間における通信方
役場に閲覧可能な範囲で提供を依頼します。閲覧場
22 式やインターフェースに係る資料は閲覧可
所は農地整備課で８月２３日からを予定しています。
能か

H28.8.18

H28.8.22

Jアラートに関する仕様や接続状況が判る 役場に閲覧可能な範囲で提供を依頼します。閲覧場
資料は閲覧可能か
所は農地整備課で８月２３日からを予定しています。

H28.8.18

H28.8.22

H28.8.19

H28.8.23

木曽広域消防からのインターフェースに関 農地整備課において、公開できる範囲の資料が閲覧
する資料は閲覧可能か。
可能になっております。

H28.8.19

H28.8.23

上松町役場における遠隔制御操作卓の
26
設置箇所はどこを想定してるか。

現行システムがある放送室を想定しています。整備
後通常時は遠隔制御装置を主に使用することになり
ますので、運用時の利便性も考慮した箇所への設置
を提案してください。

H28.8.19

H28.8.23

27

上松町公民館における機器の設置場所
はどこを予定しているか。

操作卓と地図表示盤は２階事務室内に、その他の機
器は１階機械室を装丁していますが、設置箇所の詳
細は決定していません。後日指定する公民管内の箇
所に設置できるよう、柔軟性を持たせた提案内容とし
てください。

H28.8.19

H28.8.23

28

非常用電源の発動発電機は既存の施設 施設の老朽度及び整備後の運用方法を考慮し、新
を継続利用することが可能か。
設による技術提案としてください。

H28.8.22

H28.8.25

ヒアリング（プレゼン）時に機器製造メー
製造メーカーの同席は可能ですが、質疑の回答は原
29 カーの同席は可能か。参加人数に制限が 則提案者が行ってください。また、参加人数は４名以
あるか。
下でお願いします。

H28.8.22

H28.8.25

先日開催されました現地説明会の際に地
元活用のお話がありましたが、地元業者
を存じ上げません。受注後に地元業者を 地元業者の活用方法に関しては提案者の判断によ
30
紹介して頂く事でよろしいでしょうか。ま
ります。
た、技術提案の際は地元業者使用見込み
という形でもよろしいでしょうか。

H28.8.23

H28.8.25

T８６とT115を比較した場合に、①時報などの拡声放
送中にアンサーバック局からの緊急電話連絡ができ
ない②アンサーバックを利用しての通話中には拡声
放送ができない③複信方式による連絡通話ができな
い④Jアラートの優先的回線割込み機能が無い、⑤
データ通信速度がT86に比して遅い、⑥T115の場合
市町村デジタル同報システム標準規格（Ａ
は戸別受信機に係る方式が３つあり（４値ＦＳＫ・ＱＰ
31 ＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ８６）と記載がありますが、
ＳＫナロー・ＱＰＳＫワイド）方式が違うとT115方式で
ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１１５での提案は可能か。
あっても相互接続できなくなるなどの特性が認められ
ています。特にＮＴＴ回線や携帯電話回線がダウンし
た場合に、独自電源で運用できる防災無線システム
において、双方向通信が確保できないことは、防災
活動上重大な支障が生じる恐れがありますので、
T115による提案はできません。

H28.8.23

H28.8.25

23

瑕疵期間終了後の保守契約費について
今回の提案は同報無線に加え、気象観測及び河川
24 気象観測装置及び河川監視システム等に
監視システム等を一体のものとしています。
係る保守費は含まれるのか。
25

※各提案者への連絡事項①８月２３日までにいただいた質問のうち、未回答の案件がある場合は、８月２６日（金）１２：００までに担当までご連絡願います。
②技術提案書の提出時に電子データ（ＣＤ又はＤＶＤ）の添付を忘れないようにしてください。③技術提案書の締め切りは８月３０日１７：００までに郵送も含め
当所に到着したものです。

