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第１章 基本的事項 

 

１ 目的 

  本仕様書は、愛媛県が整備する防災通信システム整備工事を円滑に施工するため

の施設概要、機器仕様、工事事業費積算等に必要となる事項を定めるとともに地球

局設備撤去工事等に係る工事設計及び工事費積算等に必要な事項を定めるもので

ある。 

 

２ 業務名 

  防災通信システム整備工事実施設計委託業務 

 

３ 業務箇所 

  松山市一番町四丁目４－２ 愛媛県庁 外 愛媛県内全域 

 

４ 適用範囲 

  本仕様書は、愛媛県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)との間

で締結した防災通信システム整備工事実施設計委託業務契約(以下「実施設計業務」

という。)に適用する。 

 

５ 履行期限 

  乙は、契約締結の日から平成 27 年 2 月 27 日までに実施設計業務を完了させる

ものとする。 

  ただし、工事費の積算に係る関係資料については、平成 26 年 9 月 30 日までに

甲に提出しなければならない。 

 

６ 業務の範囲 

  本契約の業務範囲は、次に示す事項とする。 

 ・ 整備機器等の市場調査 

 ・ 施工箇所の現地調査 

 ・ 機器、システム、回線の仕様作成及び設計 

 ・ 工事発注仕様書、工事図面及び工事設計書の作成 

 ・ その他工事発注に必要となる資料の作成 

  詳細は、本仕様書の第３章 調査・設計範囲に示す。別紙「箇所別実施設計調査

内容【別紙１】」に調査内容と調査場所一覧を表す。 

 

７ 一般事項 

 (1) 乙は、実施設計業務の内容を十分理解し、調査・設計業務を遂行するための技

術と経験を有する管理技術者を定め、甲に通知しなければならない。 

 (2) 乙は、実施設計業務の受託期間における前項の管理技術者との連絡方法、連絡

場所を明確にし、甲の監督職員との連絡を密にしなければならない。 



 (3) 乙は、甲が平成 25 年度に実施した「愛媛県防災通信システム再整備モデル比

較検討業務」の内容を十分に理解し、業務を実施すること。 

 (4) 乙は、実施設計業務の遂行にあたり常に安全管理に必要な措置を講じるととも

に、労働災害の防止に努めなければならない。 

 (5) 乙は、実施設計業務の遂行にあたり第三者の施設又は土地への出入り等が生じ

た場合は、事前に関係者の了解を取るものとし、その旨甲に届け出るものとする。 

   ただし、調査場所一覧に示す機関における土地、建物への立入りについては、

乙の申請により甲がその手続きを行う。 

 (6) 乙は、実施設計業務の遂行に伴い官公庁等に関する手続きが必要となった場合、

適宜、甲の監督職員の指示に従い必要な手続きを行うとともに必要な費用を負担

するものとする。 

 (7) 実施設計業務に関する協議事項及び打ち合わせ事項は、乙がその都度文書にし

て甲に提出し、確認を受けなければならない。 

 (8) 本仕様書に関する指示又は承諾事項は、文書及び図面等により行うものとする

が、急を要するもの又は軽微なものについてはこの限りではない。 

 (9) 設計にあたっては、県や国土交通省監修の積算基準等を遵守し、これに基づき

積算すること。一般的な製品は建設物価等を使用し、特殊な製品は複数の製造者

等から見積を徴すること。 

 (10) 設計にあたっては、ハードウェア、ソフトウェアとも製造者の特定仕様で構

成せず、市場調査を基に監督職員との協議のうえ仕様を決定するものとする。 

 (11) 他の既存無線局等に対して電波障害等を発生させるおそれがあると認められ

た場合には、その対策を提案するとともに、関係者と十分な協議及び調整を実施

するものとする。 

 

8 提出書類等 

  乙は、この契約を締結した日から14日以内に、次の書類を提出するものとする。 

 (1) 着手届 

 (2) 業務実施計画書 

 (3) 管理技術者届 

 (4) その他必要とする資料 

 

９ 支給品及び貸与品 

  実施設計業務に必要な既設機器、既設局等の図面、平成 25 年度に実施した「愛

媛県防災通信システム再整備モデル比較検討業務(検討結果報告書)」は、甲から乙

へ貸与する。 

  ただし、実施設計業務の遂行に必要な機器等(測定機器、工具、カメラ等)は乙の

負担で確保することとし、原則、甲から支給、貸与は行わない。 

 

10 損害賠償 

  実施設計業務の遂行にあたり、第三者の施設等に損害を与えた場合は、直ちに甲



に報告するとともに、乙の責任において速やかに原状回復措置等をしなければなら

ない。 

 

11 疑義 

 (1) 本仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ

決定するものとする。 

   また、本仕様書に明記されていない事項であっても、実施設計業務上当然行わ

なければならないと認められるものについては、乙において補足するものとする。 

 (2) 乙は、本仕様書に明示したネットワーク構成、システム構成以外に信頼性、経

済性を追求した方策がある場合には、積極的に甲に提案するものとする。 

   なお、甲から別途、要請があった事項についても比較検討等を誠実に行うもの

とする。 



第２章 実施設計策定条件 

 

１ 基本条件 

  本県の防災通信システムは、平成 10 年度以降、地上系と衛星系により２ルート

化している。 

  地上系防災通信システムは、通信事業者のブロードバンドサービスを利用した県

内の県、市町、組合消防、国(気象台、自衛隊、海上保安部(署))、四国電力株式会

社伊方発電所を結ぶ有線系と無線系として150MHz帯のアナログ方式の移動無線

(基地局と陸上移動局)のシステムとなっている。 

  衛星系防災通信システムは、一般財団法人自治体衛星通信機構(LASCOM)が管

理運営する地域衛星通信ネットワークを利用した国(消防庁)、都道府県、県内の県、

市町、消防機関を結ぶ無線系のシステムとなっている。詳細は、別紙「愛媛県防災

通信システム（地上系・衛星系）回線構成図(別紙２)」。 

  また、東日本大震災の教訓から、地上系及び衛星系防災通信システムを補完する

手段として、平成 23 年度に愛媛県庁本庁、３地方局、２支局に衛星インターネッ

ト設備を整備、平成 24 年度に衛星携帯電話を整備している。 

  本実施設計業務は、甲が平成 25 年度に実施した「愛媛県防災通信システム再整

備モデル比較検討業務」の検討結果等を踏まえ決定した整備方針に従い、現行シス

テムから新たなシステムへ更新するための整備工事に係る設計業務を行うもので

ある。 

 【整備方針】 

  ・ 南海トラフ地震等の大規模災害発生に備え、多様な通信手段の確保、映像機

能や長期停電対策の強化等により、耐災害性を向上。 

  ・ 既存設備(多重無線等)や他機関(放送局、市町)の中継局施設を最大限活用し、

新規導入機器は必要最小限(地域衛星通信ネットワーク設備は県外通信用など

必要最小限の整備)の整備とし、汎用設備を効果的に導入し、全体コストを大幅

に削減したコストパフォーマンスの高いシステムを整備。 

 【整備計画】 

  平成 26 年度 実施設計 

  平成 27 年度～28 年度 整備工事(順次運用開始) 

  平成 29 年度 全面運用開始 

 

２ システム構成・施工 

  地上系は、有線系機器のうち県庁に設置したサーバ等の一部機器を更新し、災害

拠点病院への追加設置を行う。無線系のうち 150MHz 帯アナログ方式の移動無線

は継続利用。新規整備として、幹線系に多重無線、支線系に汎用無線 LAN 設備(５

GHz 帯無線アクセスシステム等)を利用した全区間 IP 回線を構築し電話、ＦＡＸ、

気象データ配信、映像伝送、各拠点監視制御等を行う。 

  また、衛星系は、LACOM が管理運営する地域衛星通信ネットワークを利用する

が、従来の県庁や市町等に設置する大規模設備を廃止し、県庁に電話、FAX、映像



伝送等に対応した可搬局設備を整備し、市町等には映像受信用設備(TVRO 局)を整

備。併せて衛星インターネット設備を市町等に整備及び可搬型設備の整備を行う。

実施設計に際しては、電波法及び「地域衛星通信ネットワーク第２世代全体システ

ム基本設計書」等を遵守し、必要に応じて LASCOM、既設の防災通信システム施

工業者(三菱電機株式会社、西日本電信電話株式会社)と十分な協議を行うこと。既

設設備の技術情報が必要な場合には、既設設備の施工業者等との協議を乙の責任に

おいて行い取得した技術情報は甲に提出すること。 

  設計にあたっては、情報通信技術の最新の動向を踏まえ、長期にわたり安定した

維持管理が期待できる汎用の比較的安価な通信機器を積極的に導入し設計するこ

と。 

  一部、放送局の中継局施設に設備を設置するが、設置する設備は、放送局側が指

定する条件を満足する施工業者による施工となるため、放送局と十分な協議を行い

乙の責任において適切な施工方法で設計すること。 

  施工スケジュールは、工事期間中、有線系、無線系のいずれかのシステムは必ず

機能するよう施工し、更新が完了したシステムから順次新システムに移行し運用開

始するスケジュールを提案すること。 

 

３ システム機能 

 (1) 地上系防災通信システム(有線系) 

   既存の電話、FAX、一斉通報、気象データ配信、映像伝送の機能を継続。 

 (2) 地上系防災通信システム(無線系) 

  ア 150MHz 帯アナログ無線 

   ・ 既存の 150MHz 帯アナログ無線を使用した移動無線のシステムは現状の

機器を使用し継続。 

  イ 電話、FAX 

   ・ 各拠点の庁舎内線電話(庁舎電話交換機接続)及び専用電話機による電話、

FAX ができること。SIP サーバーは設置せず VoIP-GW 間で通信を行う。 

     県庁内線接続回線は 20 回線、専用電話機接続 20 回線。県地方局・支局、

県総合庁舎、市町及び組合消防は、内線接続と専用電話機の合計で最大 10

回線。国機関及び災害拠点病院の電話回線は、専用電話機２回線とする。 

  ウ 一斉通報 

   ・ 県庁から市町等への音声一斉通報(受令確認機能あり) 

   ・ 県庁から市町等へのデータ、イメージ一斉通報(受令確認機能あり) 

   ・ 機能別にシステムを分けても構わない。可能な場合はサーバーレスで検討。 

  エ 気象データ配信 

   ・ 気象庁から配信されてくる気象データ(Ｌアデス)を県庁から市町等へ一斉配

信(配信時のアラーム機能、受令確認機能あり)。 

  エ 映像伝送 

   ・ 県庁から各拠点へのヘリテレ映像等のマルチキャスト通信による伝送 

   ・ 各市町庁舎、中継局等に設置した定点カメラによる周辺映像のリアルタイ



ム監視機能。定点カメラは各拠点から制御閲覧可。映像品質は 1Mbps 程度

とする。 

   ・ 県庁と市町等間のテレビ電話、テレビ会議が可能なこと。 

  オ 各拠点監視制御 

    接点信号等を利用し、県庁にて各拠点の設備を監視制御できること。 

  カ 非常用電源 

   ・ 停電時に自動起動する発動発電機で地上系防災通信システム、衛星系防災

通信システム、衛星インターネット設備に無給油 72 時間以上運転できる発

動発電機を設置。 

   ・市町中継局施設を利用する箇所は新たにソーラー電源を設置。 

  キ ネットワーク 

   ・ 全区間 IP ネットワークを構築。 

   ・ ネットワーク全体で甲が定める情報セキュリティポリシーに沿った適切な

セキュリティ対策を講じる。 

   ・ ネットワーク機器は維持管理しやすいファンレスタイプを検討。 

 (3) 衛星系防災通信システム 

  ア 電話、FAX 

   ・ 県庁内線電話(庁舎電話交換機接続)及び専用電話機による電話、FAX がで

きること。 

  イ 東京一斉 FAX 

   ・ 総務省消防庁等から送信されてくる一斉 FAX を受信できること。 

  ウ 映像伝送 

   ・ 県庁からヘリテレ映像等の映像を LASCOM が提供する IP 映像中継サービ

ス(LASCOM 山口管制局経由)を利用し、全国の地域衛星通信ネットワーク加

入局に伝送できること。 

   ・ 整備する可搬局は、平時は県庁に設置したパラボラアンテナに接続し半固

定にて使用するが、必要に応じて簡易に取り外し、可搬局として現地におい

ても映像伝送、電話、FAX ができること。 

 (4) 衛星 TVRO 

   地域衛星通信ネットワークで放送されている映像を受信できること。 

 (5) 衛星インターネット(IPSTAR) 

  ア 伝送速度 

    伝送速度上り 2Mbps、下り 4Mbps で通信できること。 

  イ 災害情報の共有 

    衛星インターネットを利用し、県内各拠点、防災機関、県外(国、総務省消

防庁等)各機関とクラウドサービス等を利用し災害情報の共有ができる仕組み

について調査し提案すること。 

 

４ 設計協議 

  契約期間中における本業務の主要な協議は、次のとおりとする。 



  また、本協議には、原則２名以上出席し、管理技術者は毎回の出席を原則とする。 

 (1) 当初協議 

 (2) 中間協議 

 (3) 最終協議 

 

５ 議事録の作成等 

  上記４の協議の議事録をその都度作成し、速やかに提出すること。 

  また、県庁内外で本事業に関連する会議等が開催される場合は、甲の指示に基づ

き、会議資料の作成及び会議への参加、議事録の作成を行うものとする。 

 

６ 関係法令等 

  乙は、実施設計業務遂行にあたり本仕様書のほか次の法令及び規格等を遵守しな

ければならない。 

 (1) 電波法及び関係法令 

 (2) 電波法関係審査基準(総務省訓令) 

 (3) 電気通信事業法及び関係法令 

 (4) 有線電気通信法及び関係法令 

 (5) 国際電気通信連合(ITU-T)・(ITU-R)の勧告 

 (6) 地域衛星通信ネットワーク第２世代全体システム基本設計書(LASCOM) 

 (7) 地域衛星通信ネットワーク開設及び運用手順書(LASCOM) 

 (8) 国際標準化機構標準(ISO) 

 (9) 日本工業規格(ISO) 

 (10) 日本技術標準規格(JES) 

 (11) 日本電気規格調査会標準規格(JEC) 

 (12) 電気工業会標準規格(JEM) 

 (13) 消防法及び関係法令 

 (14) 建築基準法及び関係法令 

 (15) 廃棄物処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法) 

 (16) 構内交換設備等の技術基準に関する規則 

 (17) 専用設備端末機器等の技術基準に関する規則 

 (18) 一般社団法人情報通信技術委員会基準(TTC勧告) 

 (19) 電気設備に関する技術基準 

 (20) 電気通信設備工事共通仕様書 

 (21) インターネットの国際的技術標準化団体の定める基準(IETF) 

 (22) 愛媛県情報システム等構築ガイドライン 

 (23) 愛媛県情報セキュリティポリシー 

 (24) 愛媛県関係条例等諸規定 

 (25) その他関連法規  



第３章 調査・設計範囲 

 

 乙は、第１章及び第２章に基づき、次の事項について調査・設計を行い、委託業務

を遂行するものとする。 

 なお、現地調査結果や最新の技術動向の変化等を踏まえ甲の指示により、設計条件

の変更等を行う場合がある。 

 

１ 既存県庁地球局(電源設備含む)の撤去処分に関する事項 

  既存県庁地球局は、アンテナ架台を除き、すべての設備(電源設備含む)について

撤去処分するものとし、調査し撤去処分方法他を設計すること。 

２ 既存 VSAT 局(電源設備含む)の撤去処分に関する事項 

  既存 VSAT 局を調査し撤去処分方法他を設計すること。 

  なお、既存 VSAT 局の設備(アンテナ、アンテナ支柱、アンテナ基礎部、発動発

電機(5kVA)、発動発電機基礎部、送受信装置、防災情報端末、配管配線等)は原則

全て撤去処分するものとする。ただし、甲が指定する既存 VSAT 局は、アンテナ

支柱、アンテナ基礎部、発動発電機基礎部は撤去せず、衛星 TVRO 局設備、衛星

インターネット設備整備の際、流用するものとする。 

  県庁、県秦皇山中継局及び西条第二庁舎に保管している VSAT 局設備等につい

ても撤去処分するものとする。 

３ 県庁地球局及び VSAT 局撤去処分に伴う既存設備への影響・対処方策に関する

事項 

  県庁地球局設備を電源設備を含め撤去するので、既存設備への影響・対処方策に

ついて、調査設計すること。 

４ 既存衛星車載局の撤去処分に関する事項 

  既存衛星車載局は、車両を含め撤去処分するものとし、調査設計すること。 

５ 既存衛星可搬局の撤去処分に関する事項 

  既存衛星可搬局は、２局すべて撤去処分するものとし、調査設計すること。 

６ 地上系防災通信システム有線系更新・整備に関する事項 

  有線系は、県庁に設置しているサーバー等を更新するものとし、調査し設計する

こと。また、既存の有線系接続局に加え、新たに災害拠点病院についても有線系へ

の接続に必要な設備を設置するものとし調査設計すること。 

７ 地上系防災通信システム無線系(多重無線、無線 LAN)の整備に関する事項 

  別紙「愛媛県防災通信システム(地上系・衛星系)回線構成図(案)【別紙３】」に示

す回線構成を基本とし回線設計すること。一部見通しがとれない区間があるが、市

町が所有する施設等を利用し中継するルートを調査設計すること。 

  新設する多重無線回線は、電波有効利用促進センターへの照会業務を実施するこ

と。 

  既存多重無線を利用している移動無線及び河川等情報システムについては、新ネ

ットワークでも問題なく中継できるよう適切に中継接続すること。 

  既存中継局の鉄塔を調査し新たに空中線を取り付けた場合、補強等が必要な中継



局については、調査設計すること。 

  各拠点の庁舎用電話交換機との接続は、交換機側の空トランクの状況等に応じて

接続するものとし、必要に応じて専用電話機を設置すること。 

  既存 VSAT 局発動発電機基礎部に停電時に自動起動する屋外パッケージ型ディ

ーゼル発動発電機(5kVA、無給油運転時間 72 時間以上)を設置。UPS 設備、分電

盤を設置し、衛星 TVRO 局設備、地上系防災通信システム設備、衛星インターネ

ット設備に電源を供給できるよう調査設計すること。放送局の中継局施設利用箇所

は、放送局側から無停電電源(AC100V)で供給されるものとし、調査設計するこ

と。県太山寺中継局には、局舎内に停電時に自動起動するディーゼル発動発電機

(10kVA、無給油運転時間 72 時間以上)を設置、また市町の中継局施設利用箇所

には、屋外にソーラー電源(無日照電源供給 72 時間以上)を設置するものとし調査

設計すること。 

８ 衛星可搬局設備(電源設備含む)の整備に関する事項 

  既存県庁地球局を撤去処分し衛星可搬局設備(４式)を県庁に半固定で設置し、平

時は既存アンテナ架台等に設置した固定パラボラアンテナにて県庁内線電話から

電話、ＦＡＸができること。また、映像伝送及び東京一斉受信にも利用し、必要に

応じて簡易に取り外し、可搬局として現地利用できる構成とすること。映像伝送は

LASCOM が提供する IP 映像中継サービスを利用することとし必要な機器を

LASCOM 山口管制局及び可搬局設備に設置することとし調査設計すること。 

  県庁地球局に整備した電源設備(発動発電機及び UPS)を撤去し、新たに既存と同

規模の発動発電機(無給油運転時間は 72 時間以上に変更)及び UPS 設備を設置す

るものとし、調査設計すること。 

９ 衛星 TVRO 局設備(電源設備含む)の整備に関する事項 

  地域衛星通信ネットワークで放送されている映像を受信するために必要な設備

を甲が指定する箇所に設置するものとし、調査設計すること。 

10 衛星インターネット設備(IPSTAR)の整備に関する事項 

   衛星インターネット設備(IPSTAR)を甲が指定する箇所に設置するものとし調

査設計すること。 

11 整備事業費等の積算 

   整備事業費の積算は機器費、工事費、撤去費、処分費、関係手数料等全てを含

んだ事業費を算出すること。 

   また、維持管理経費についても算出すること。 

12 図面等の作成 

   現地調査に基づき、工事図面作成の前提となる全ての機器設置等に必要となる

図面等の作成。図面や工事スケジュール等を作成すること。 

13 システム・機器仕様等の作成 

   システム仕様及び各システムの構成機器の仕様等について、甲の指示に従い整

理、作成すること。 

   また、設備更新、撤去等により既存設備を改修する必要が生じた場合には、改

修仕様を作成すること。  



第４章 成果物 

 

 乙は、第３章の「調査・設計範囲」に基づき、次のとおり成果物として実施設計書

を取りまとめ甲に提出するものとする。 

 

１ 報告 

  成果物として取りまとめたものは、管理技術者が報告しなければならない。 

 

２ 提出図書 

  乙は、成果物である実施設計書を原則として A4 版の大きさで作成(横書きを左

綴じとする。)し、甲に提出すること。なお、本実施設計書の電子ファイルについ

ては、別途 CD-R 等の電子媒体に保存して提出すること。 

 (1) 実施設計書(最終報告書)  ３部 

  ア 一般事項 

  イ システム機能 

  ウ システム仕様 

  エ システム構成 

  オ 機器構成 

  カ 機器仕様書 

  キ 工事設計書 

  ク 工事図面 

  ケ 工事積算書 

  コ その他甲が必要と認めるもの 

 (2) 実施設計書概要版(中間報告書)  ３部 

   上記(1)のうち甲が必要と認めるもの 

 (3) 上記(1)、(2)の電子ファイル  ３式 

   (※ コンピュータウィルス等のチェック済みのもので、使用するソフトは、ワ

ード、エクセル、パワーポイント、その他一般的なソフトとする。) 

 

３ 提出時期 

 (1) 上記 2(2)、(3)の実施設計概要版(工事費等の積算を含む。)を中間報告書とし

て、平成 26 年 9 月 30 日までに提出すること。 

 (2) 上記 2(1)、(3)の実施設計書を最終報告書として平成 27 年 2 月 27 日までに

提出すること。 

 

４ 提出先 

  愛媛県県民環境部防災局危機管理課 
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