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令和元年度無線通信整備事業業務委託  特記仕様書（案）  

 

長野県企業局電気事業課  

 

この仕様書は、長野県企業局（以下「企業局」という。）が行う令和元年度無線通信整備事業業務

（以下「本業務」という。）を委託するに当たり、その仕様等及び業務運営に関し特に必要な事項を

定めるものである。 

 

１ 目的 

企業局で使用している現行の業務用無線設備は、災害時の非常用通信として整備された

ものであるが、電波法の改正により 2020年から使用できなくなり、現状設備を維持しよう

とした場合、更新に多額の費用がかかる。 

また、現地機関の職員は、事務所から遠く離れている現場へ行く際、移動中に連絡を取

る手段が整備されておらず、各自の携帯端末で連絡を取っているのが現状である。それに

加え、県庁を始めとしたフリーアドレスやテレワーク等の多様な働き方は推進されている

ものの、通信体制については整備がなされていない。 

本業務では、迅速な災害対応や業務時間の有効活用、また、働く場所にとらわれずに連

絡を取り合うことが可能となる通信体制の構築を目的とする。 

 

２ 本業務内容及び仕様 

本業務の実施に当たっては、以下参照のこと。 

・ 携帯端末のキャリアや調達先の提案は求めるが、サービス等にかかる契約については、

サービス契約者と別途契約も可能とする。 

・各所で現在使用している交換機の機器仕様や多機能電話機台数等、現状の仕様につい

て：現状構成図（別紙１） 

・工事後の固定電話残数、その他事項について：将来構成図（別紙２） 

なお、本業務にかかる業務委託範囲及びその内容は、次のとおりとする。 

（１） 携帯端末を利用した企業局管内通信システムの構築 

 ア 通常業務にも活用可能な携帯端末を主回線とし、企業局職員全員に配布する（調達

台数は以下表 1のとおり）。キャリアの電話番号（070、080、090）とは別に NTT回線

を活用し、企業局専用の通信網を構築する。 

 イ 携帯端末の外線発信時の流れは以下の通り。 

 

 

 

 

職員は現場や県外など、圏外エリア以外ならどこにいても各所の交換機を通して

通話が可能となる通信システムとすること。 

①0発信 

各所の交換機を

捕まえる 

 

②0発信 

外線発信 

 

③かけたい電話番号

を入力 



2 

 

 

 ウ 携帯端末の外線着信時の流れは以下の通り。 

 

 

 

 

 エ 特番発信を用いた企業局内線網と県庁内線網の連携。 

※携帯端末や固定電話等端末の発信規制については端末接続規制一覧表（別紙３）を参照

すること 

 オ 本庁については、県庁内線の番号が付与されている。公営企業管理者（3900,3909）、

経営推進課総務係(3913）、経営推進課長(3911)、電気事業課長(3931)、水道事業課長

(3932)の県庁内線番号については、固定電話を残す、又は下記対象機器へ転送設定を

行うこと。 

  ・経営推進課総務係(3913)、公営企業管理者(3909)→新しく設置する固定電話 

  ・その他→携帯端末 

 カ 本庁交換機の改修工事については、本業務契約後、別途発注とする。 

  表 1 調達台数 

調達機関 台数 

本庁 34台（経営推進課13台、電気事業課11台、水道事業課10台） 

南信発電管理事務所 32台（総務課5台、管理課15台、制御課8台、高遠ダム4台） 

北信発電管理事務所 12台（総務課3台、管理課5台、菅平ダム4台） 

川中島水道管理事務所 20台（業務課5台、管理課15台） 

上田水道管理事務所 17台（業務課5台、管理課12台） 

松塩水道用水管理事務所 9台（業務課3台、管理課6台） 

予備 7台 

合計 131台 

携帯端末のキャリアや端末機種については問わないが、以下を満たしていること。 

(ア)テザリング機能を備えていること。 

(イ)現地機関においてはキャリアごとに電波の通じる場所に違いがあるため、不

感地帯が最小となるようキャリア選定に十分配慮すること。なお、現地機関

の管理施設は、管理施設一覧（別紙４）のとおりである。 

(ウ)職員の移動に合わせて人数の増減も想定した提案をすること。 

 

キ 災害時の通信確保 

(ア) 災害時の発信規制や輻輳に強い通信体制を確保すること。 

(イ) 停電時においても一定の通信確保をすること（UPSの実装など）。 

(ウ) 携帯端末は業務用無線の代替とする目的もあるため、使い勝手に配慮した

無線機としての活用方法に対する提案を行うこと。 
 

①外線電話で指

定された固定電

話が鳴動 

 

②携帯端末でピック

アップもしくは、固

定電話で直接受話 

 

③該当端末へ転送 

（局内内線を使用） 
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ク 独自提案 

現地機関の管理施設においては電波の届かない場所も複数あり、そのような場所

には今後 Wi-Fiの整備行っていく予定であることを踏まえた提案を行うこと。 
 

（２） 移行要件 

データ移行の要件は以下のとおりである。 

なお、以下に掲げた事項は最低限の事項を掲げたものであり、必要に応じて他の方

策を提案すること。 

 ア 現場工事の際は、各所で使用している交換機（本庁、現地機関交換機、発電所等の

管理施設の交換機）との連携に細心の注意を払うこと。また、通常業務における通話

は必須のため、工事前、工事後共に職員の業務に支障のないようなスケジュール、工

事内容とすること。 

 イ ２ （１） ウの固定電話から携帯端末でのピックアップは、遅延なくスムースに代

理応答が可能となること 

ウ 携帯端末には企業局内線における連絡先を事前に登録すること。連絡先等に不備

が見つかった場合は、速やかにデータ修正等の対応を行うこと。 

 エ 職員の異動時には、アドレスの整備が容易となるような提案をすること。 

 

（３） ランニングコストの積算 

 ア 積算における注意事項 

(ア) 見積り期間 

企業局内通信システム運用開始から６年分。 

(イ) 企業局内新システム運用・保守費用 

「７ 運用・保守要件」を参照すること。 

(ウ) 携帯端末利用料 

携帯端末を利用する際に必要となる費用。 

イ 見積りにおける提案者の責任 

  見積りは、現実的かつ責任あるものであること。 

 

３ 業務等の報告 

（１） 実施計画報告 

受託者は、着手届、工程及び事業計画について、契約締結後から７日以内に作成し、

企業局と調整の上、承認を得ること。なお、工程については、職員研修から完了検査及

び安定稼働までの具体的な日程と所要期間について明確にし、トラブル等を考慮した

適切な期間が設定されたものとすること。 

なお、事業計画についての記載内容は以下のとおりとする。 

項番 項目 留意事項 

１ 作業範囲・作業項目 ・本業務における作業範囲を明確にすること 

・作業項目を策定し、業務内容を明確にすること 
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・企業局からの支給品や借用品があれば、管理方法を明確にす

ること 

２ 工程 ・各所における作業項目の開始時期及び終了時期並びに作

業内容を明確にすること 

３ プロジェクト体制 ・各チームリーダーを明確にすること 

・業務分担を明確にすること 

４ 完了検査 ・各検査の目的、検証観点、実施方法の概要を明記すること 

５ 研修計画 ・企業局職員への研修方法（現地機関含む）、実施時期等を明確

にすること 

・研修は運用開始前に実施すること 
 

（２） 進捗状況等報告 

進捗状況、発生した問題等は随時企業局に報告・協議の上、対策方法を策定するこ

と。 

 

４ 完了検査 

（１） 検査要件 

受託者は、検査の実施状況及び結果等を記録し、企業局に報告すること。 
 

（２） 検査の基準を定めるに当たって留意すべき事項 

本業務で要求する全ての要件を達成し、円滑に運用できることを確認すること。ま

た、運用後受託者の誤りによる通信障害が発生された場合は、企業局の指示に従い受

託者の責で修正を行わなければならない。 

 

５ 職員研修 

受託者は、企業局職員が本業務導入により業務の持続性を確保できるよう、以下に掲げ

る事項に基づき研修を実施すること。なお、研修時期及び内容の詳細については、研修実

施１か月前までに企業局と受託者が協議の上、決定する。 

（１） 研修内容 

操作方法全般に関すること。携帯端末の実機を用いて行う。 
 

（２） 研修の要件 

 ア 操作マニュアル等の研修資料を用意すること。 

 イ 操作マニュアルは利用者が理解しやすく、利用しやすいよう配慮すること。 

 ウ 研修については各所で開催すること。実施日については、企業局と協議の上、決定

すること。 

 エ 運用後 1か月は、使用方法や操作方法に関する相談窓口の設置をすること。 

 

６ 運用・保守要件 

受託者は企業局の運用に負担がより少なくなるよう次の事項に留意し、運用・保守業務
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にかかる使用及び計画を提示すること。 

（１） 破損、紛失等 

 ア 携帯端末は加入したキャリアでの保険に一括加入すること。 

 イ 破損・紛失等、携帯端末の利用が不可能となった場合は、業務に支障のないよう、

代替機の貸し出しを行うこと。 

 ウ 破損・紛失防止配慮のための提案を行うこと。 
 

（２） 保守業務に関する留意事項 

 ア 保守窓口を一本化し、職員からの問い合わせを受け付けること。 

 イ 通信障害が発生した際は、迅速に応急措置及び障害原因の切り分けを行い、企業局

と協議の上、影響の最小化及び復旧作業を行うこと。復旧作業に当たっては、早急な

原状回復と合わせて根本原因の解明を図ること。 
 

（３） 独自提案 

交換機のダウンサイジング、クラウド化等、機器の保守が容易になる提案をするこ

と。 

 

７ 個人情報の取得・保護・管理等 

（１） 受託者は本業務の実施に関して知り得た情報については、秘密を保持するとともに

契約目的以外に使用してはならない。 

（２） 受託者は個人情報の保護については十分に注意し、流出、損失を生じさせないこと。 

（３） 受託者は成果品（業務の履行過程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧

させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限

りではない。 

    

８ 留意事項 

（１） 再委託 

ア 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事前

に企業局に対し、再委託先の名称、代表者氏名、その他必要な事項を報告し、企業局

の承諾を得た場合はこの限りではない。 

イ 受託者は、業務を第三者に再委託した場合は、当該委託先に対して、本仕様書に定

める受託者の義務と同等の義務を負わせるとともに、企業局に対して当該再委託先

のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。 

（２） その他 

ア 受託者は、法令並びに本件の条例、規則及び規定を順守し本業務を遂行すること。 

イ 受託者は、受託業務に関する事項について、企業局から調査・報告を求められた場

合には、速やかに応じることとする。また、改善が必要な事項については、直ちにこ

れに応じ、その結果を報告することとする。 

ウ 受託者が報告書等作成のために作業する環境及びそのために必要な経費は、受託

者が準備すること。ただし、受託者が必要に応じて本件庁舎内で会議棟を行う場合は、



6 

 

可能な限り企業局がこれを準備する。 

ウ 受託者は、成果物に瑕疵が見つかった場合は、本業務完了後においても速やかに県の

指示に基づき、関係と初頭の改正を行わなければならない。なお、改正作業に要する費用

は、受託者の負担によるものとする。 

エ 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、受託者は長野県企業局と協

議の上、その指示に従うものとする。 

 

（３） 連絡先 

本仕様書に関する連絡先は、以下のとおりである。 

「長野県企業局電気事業課」 

TEL：026-235-7375 E-mail：kigyo@pref.nagano.lg.jp  
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別紙一覧 

 

別紙１ 「現状構成図」 

別紙２ 「将来構成図」 

別紙３ 「端末接続規制一覧表」 

別紙４ 「管理施設一覧」 

※別紙１,２,４については、企業局電気事業課（長野県長野市大字南長野字幅下 692-2）にて閲覧 


