
質 疑 応 答 書 

令和５年１月１１日更新 

 

件  名  消防指令システム・消防救急デジタル無線システム更新工事  

№ 質  問  事  項 回        答 

1 入札公告の 10.落札候補者等の決定方法

で，「(4)本工事については，調査実施前に

低入札価格取扱要綱第 4条第 1項に規定す

る数値的判断基準による判定を行わな

い。」と記載されています。 

また，低入札価格取扱要綱第 5 条には，

「判定は，最低価格入札者の入札価格の積

算に係る費目の額と別に定める数値的判

断基準の額を比較することにより行うも

のとする。」と記載されています。 

結果的には数値的判断基準は設定され

ていて，数値的判断基準による判定が行わ

れるとの理解で良いでしょうか。 

本工事については，低入札価格取扱要綱第

4 条第 1 項後段の規定により，数値的判断基

準による判定を行わず，入札公告に記載のと

おり，直ちに同要綱第６条に規定する調査を

行います。 

 

2 低入札価格取扱要綱第 8条で，「市長は，

調査を実施し，契約を締結した工事につい

ては，適正な施工体制の確保のために必要

な措置を講ずるものとする。」とのことで

すが，必要な措置の具体的な内容について

ご教示ください。 

調査において受注者から提出された書類

と，契約締結後に提出された施工体制台帳の

写しの照合などのほか，必要に応じて聞き取

り調査を実施します。 

3 仕様書の表紙「3 工事期間」にて，令和 6

年 10 月 31 日までとの記載がございます

が，消防救急デジタル無線システムの機器

製造について，デジタル無線通信に必要な

三菱 CELPの小型チップ・ボードが三菱電

機より令和 6年 6月以降に出荷可能となる

予定であることを確認しております。 

上記が入手できた後，消防救急デジタル無

線機器の製造を行う必要があり，令和 6年

10月 31日までに工事完了することができ

ない見込みとなります。 

三菱 CELPの小型チップ・ボード入手時期

が確定し，機器製造に要する期間を考慮の

上，消防救急デジタル無線システムの納

 原則として工事期間の延長は想定してい

ませんが，ひたちなか市財務規則第 154条第

2 項の規定により，契約の相手方ではなく，

供給元の理由による契約の履行期間の延長

の申出があった場合は，内容を調査のうえ協

議に応じます。 



入・工事完了について工期延長をお認めい

ただけますでしょうか。 

4 消防救急デジタル無線システムの納期延

長をお認めいただく際，消防指令システム

を構築完了した時点で消防救急デジタル

無線システムが構築できていないため，既

設消防救急デジタル無線システムを継続

利用いただく必要があると認識しており

ます。 

消防指令システムは，消防本部・笹野消防

署の新庁舎に構築となりますが，既設消防

救急デジタル無線システムの新庁舎への

移設等については，本工事契約に含まない

認識でよろしいでしょうか。 

既存機器の移設等に関しては，機器仕様書第

１章総則の１目的に記載のとおり，本工事契

約に含まれます。 

5 工事期間 令和 6年 10月 31日まで 

デジタル無線設備につきましては，コーデ

ックの枯渇によりご指定の期間に工事を

完了することができません。デジタル無線

設備についての工期を令和 7年 3月 31日

に延長することをお認めいただけますで

しょうか。令和 6年 10月 31日～令和 7年

3月 31日の期間については，既設デジタル

無線設備を移設し，OD接続による指令台

との音声通信が可能となるようにいたし

ます。 

原則として工事期間の延長は想定していま

せんが，ひたちなか市財務規則第 154条第 2

項の規定により，契約の相手方ではなく，供

給元の理由による契約の履行期間の延長の

申出があった場合は，内容を調査のうえ協議

に応じます。 

6 P37（1）総合情報表示盤 イ（ウ） 

（2）車両運用表示盤 イ（ウ） 

（3）多目的情報表示装置（イ）ｄ 

表示盤は設置場所のご承諾を得た後に設

置いたします。設置後の取り付け位置調整

はできませんがよろしいでしょうか。 

表示盤については設置後の調整は必要あり

ません。 

7 P44 自動出動指定装置（ア） 

キロポストは目標物とは別に高速道路デ

ータとして管理されます。常磐道上り／下

りを選択後にキロポストを入力して頂く

方式となります。 

世帯主については，特殊な検索キーを具備

しておりませんがよろしいでしょうか。 

検索する手段があれば認めます。 



8 P58 2）構造概要 ア 自動出動指定装置

サーバ 

（オ）OS：RedHatEnterpriseLinux 

弊社ではWindowsServerを使用しますが

よろしいでしょうか。 

機能を満たすものであれば認めます。 

9 P63 地図等検索装置，指令伝送装置 

（ウ）g（ｃ） 

支援情報は，シンボルクリックまたは円指

定による一覧表示からの選択となります。

本方式でよろしいでしょうか。 

一覧表示から選択できるのであれば認めま

す。 

10 P63 地図等検索装置，指令伝送装置 

（エ）a（a） 

近似番地の表示は手動操作となります。そ

の場合，近似番地の協調表示はできません

がよろしいでしょうか。 

近似番地が表示可能であれば認めます。 

11 P63 地図等検索装置，指令伝送装置 

（エ）b（b） 

直近の一覧は，水利や要支援者などの支援

情報を表示します。住所情報やキロポスト

は一覧表示されませんがよろしいでしょ

うか。また，直近のマーク表示は行いませ

んが，一覧表示から該当データを選択する

ことで地図位置の確認が可能となります

が，本方式でよろしいでしょうか。 

地図上の場所指定から事案を作成できるの

であれば認めます。 

12 P66（コ）使用地図等 

ｂ 道路地図： 茨城県（㈱ゼンリン社）※

入口データを含む 

道路地図は昭文社 マップルとなりますが

よろしいでしょうか。 

機能を満たすものであれば認めます。 

13 P72 システム監視装置（２）ク 

本装置は具備しておりません。装置のアラ

ーム発生時は，警報表示盤またはシステム

画面内で警告表示を行います。本方式でよ

ろしいでしょうか。 

アラーム発生を容易に確認できるのであれ

ば認めます。 

14 P74（エ）地図表示機能 

・道路地図：茨城県（㈱ゼンリン社）※入

口データを含む 

道路地図は昭文社 マップルとなりますが

よろしいでしょうか。 

機能を満たすものであれば認めます。 



15 P78 車両位置管理装置（サ）d 

支援情報管理装置の救急携帯端末を導入

いたします。本装置にて搬送者情報を入力

し，帰署後にサーバに格納する方式となり

ます。本方式でよろしいでしょうか。 

代替する手段があれば認めます。 

16 P83 支援情報管理装置（ア）ｎ 

カレンダー機能は具備しておりませんが，

当日の簡易入力機能を具備しています。本

方式でよろしいでしょうか。 

日付入力が簡易入力できるのであれば認め

ます。 

17 P135 支援情報管理装置（イ）a（e） 

活動中の搬送者情報は確認できません。事

案終了後については，支援情報管理装置に

アクセスすることで確認可能となります。

本方式でよろしいでしょうか。 

活動中の活動状況が確認できるのであれば

認めます。 

18 P135 支援情報管理装置（イ）ｃ 

病院情報は AVM 端末にて確認する方法と

なります。病院の検索結果一覧は 5件とな

り，該当を選択することで詳細の確認が可

能です。また，この場合，出動時の情報が

最新となりますがよろしいでしょうか。 

AVM が車両から取り外して運用できるので

あれば認めます。 

19 P136 支援情報管理装置（ウ）a（ｂ） 

本装置は具備しておりません。端末固有の

ログイン情報となります。本方式でよろし

いでしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

20 P136 支援情報管理装置（ウ）ｂ（ｃ） 

ピンチイン・ピンチアウトは実装しており

ません。マウス操作による拡大縮小操作と

なりますがよろしいでしょうか。 

拡大縮小操作が可能であれば認めます。 

21 P137 支援情報管理装置（ウ）ｃ（ｃ） 

各種画像情報は支援情報管理装置にアク

セスして参照する方式となりますがよろ

しいでしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

22 P137 支援情報管理装置（ウ）ｃ（e） 

水利・防火対象物・危険物・要援護者等の

検索は支援情報管理装置にアクセスして

参照する方式となりますがよろしいでし

ょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

23 P137 支援情報管理装置（ウ）ｃ（ｆ） 

水利予約は AVM 端末からの確認となりま

AVM が車両から取り外して運用できるので

あれば認めます。 



すがよろしいでしょうか。 

24 P137 支援情報管理装置（ウ）ｃ（ｇ） 

現在位置は AVM 端末からの確認となりま

すがよろしいでしょうか。 

AVM が車両から取り外して運用できるので

あれば認めます。 

25 P137 支援情報管理装置（ウ）e 

本機能は具備しておりませんがよろしい

でしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

26 P138 支援情報管理装置（ウ）f 

本機能は具備しておりませんがよろしい

でしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

27 P138 支援情報管理装置（ウ）g（ｃ） 

搬送者情報については支援情報管理装置

にアクセスして参照する方式となります

がよろしいでしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

28 P138 支援情報管理装置（ウ）I 

病院情報は AVM 端末にて確認する方法と

なります。病院の検索結果一覧は５件とな

り，該当を選択することで詳細の確認が可

能です。また，この場合，出動時の情報が

最新となりますがよろしいでしょうか。 

AVM が車両から取り外して運用できるので

あれば認めます。 

29 P139 支援情報管理装置（ウ）j（ｃ） 

動態情報の送信は AVM 端末からとなりま

すがよろしいでしょうか。 

AVM が車両から取り外して運用できるので

あれば認めます。 

30 P139 支援情報管理装置（ウ）ｋ 

指揮支援タブレットと AVM 端末は別端末

となりますがよろしいでしょうか。 

AVM が車両から取り外して運用できるので

あれば認めます。 

  

31 P139 支援情報管理装置（ウ）ｌ 

タイムライン機能 

市販ソフトによる対応でもよろしいでし

ょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

32 P140 支援情報管理装置（ウ）ｍ 

手書きメモ入力機能 

本機能は具備しておりませんがよろしい

でしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

33 P141 支援情報管理装置（ウ）n 

手書きメモ共有機能 

本機能は具備しておりませんがよろしい

でしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 



34 P141 支援情報管理装置（ウ）o 

本機能は具備しておりませんがよろしい

でしょうか。 

代替する手段（例：機能を有し，持ち運び可

能な端末）があれば認めます。 

35 P184 車載型無線機（１）サ 

メモリ設定は可能ですが,チャネル切り替

えはダイヤル方式でよろしいでしょうか。 

チャンネル切替操作が容易であれば認めま

す。 

36 P187 可搬型無線装置（１）ケ 

メモリ設定は能ですが,チャネル切り替え

はダイヤル方式でよろしいでしょうか。 

チャンネル切替操作が容易であれば認めま

す。 

37 P20 第 4章  

各装置別仕様（消防指令システム） 

放送アンプについての記載がありません

でしたが，本部及び各署所の放送アンプは

既設流用との認識でよろしいでしょうか。

また，更新流用を問わず，既設放送アンプ

の型番及びワット数をご教示ください。 

P35（5）署所端末装置／ｄ 増幅部 

「放送増幅器に接続し，予告音及び音声指令

が行えること。」に記載があるため新設する

こと。 

放送アンプ本部については，別途の電気設

備工事の中で新設になります。別紙図面

EB-20でワット数が確認できます。型番につ

いては，これからの決定となります。 

なお既設メーカーは下記のとおりとなり

ます。 

笹野署  メーカー：TOA 

  型式：TA‐2120 

     ワット数：120W 

 

田彦署  メーカー：TOA  

     型式：TA‐2120 

     ワット数：120W 

 

神敷台署 メーカー：TOA  

型式：TA‐2120 

ワット数：120W 

 

東海署  メーカー：UNI－PEX  

型式：EWA－010A 

ワット数：120W 

38 P20 第 4章 1 指令装置 

弊社の指令台は 4画面横並び構成となり，

以下配置となりますがよろしいでしょう

か。 

平常時：多目的・自動・地図・地図 2 

輻輳時：自動・地図/自動・地図 

機能を満たすのであれば認めます。 

39 P21 第 4章 1 指令装置 

（1）通信機能 ア（シ） 

弊社は通報種別毎の集計処理は自動出動

機能を満たすのであれば認めます。 



指定装置にて行っていますので同内容で

お認めいただけますでしょうか。 

40 P23 第 4章 1 指令装置 

（1）通信機能 イ（コ） 

弊社では署所端末装置の障害時に，ベル予

呼び指令ではなく無線バックアップ指令

にて署所に指令をかける仕様となってお

ります。バックアップ機能としては問題な

いと考えますので，上記内容でお認めいた

だけますでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

41 P23 第 4章 1 指令装置 

（1）通信機能 ウ（エ） 

弊社ではワンタッチダイヤルの電話番号

登録は 50か所まで登録が可能です。50か

所以上の登録については電話帳機能にて

仕様を満たしておりますのでお認めいた

だけますでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

42 P28 第 4章 1 指令装置 

（1）通信機能 ク（テ） 

「無線の位置管理装置から通知された移

動局の無線チャネルを指令台に表示でき

ること。」とありますが，弊社では指令台

での表示ではなく自動出動での表示とな

ります。画面上での表示は行われますの

で、上記仕様でお認めいただけますでしょ

うか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

43 P33 第 4章 1 指令装置 

（3）回線構成 エ 

弊社では本機能は指令制御装置に含んで

いるため，指令サーバのご用意がございま

せんがよろしいでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

44 P33 第 4章 1 指令装置 

（3）回線構成 ケ 

弊社では指令台に IOコントロールサーバ

と同機能が含まれているため，IOコントロ

ールサーバのご用意がございませんがよ

ろしいでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

45 P34 第 4章 1 指令装置 

（5）署所端末装置（エ） 

機能を満たすのであれば認めます。 



弊社ではメンテナンス時を考慮し，電源部

（バッテリー）のみ分離しておりますが，

機器性能には何ら問題ありませんのでお

認めいただけますでしょうか。 

46 P58 第 4章 4 自動出動指定装置 

（2）構造概要（オ） 

弊社では OSはWindowsになりますがよ

ろしいでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

47 P72 第 4章 9 車両位置管理装置 

（1）車両位置管理装置 ア（ア） 

弊社では自動切替ではなく手動切替とな

りますがお認めいただけますでしょうか。 

予備切替えの手動操作が簡易に出来るので

あれば認めます。 

 

48 P72 第 4章 9 車両位置管理装置 

（2）車両運用端末装置 ア（エ） 

弊社では道路地図は（株）ゼンリン社（入

口データ含む）ではなく，住友電工製道路

地図を採用しております。他消防様でも導

入実績があり，運用上問題ないと考えます

のでお認めいただけますでしょうか。 

運用上問題がなければ認めます。 

 

49 P82 第 4章 10 支援情報管理装置 

（1）支援情報管理システム ア（ア）a 

弊社では Google Chromeではなく， 

Microsoft Edgeのブラウザでの運用にな

りますがよろしいでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

 

50 P83 第 4章 10 支援情報管理装置 

（1）支援情報管理システム イ（ア）f 

弊社では CentOS（Red Hat Enterprise 

Linux）ではなく，Windowsでの動作にな

りますがよろしいでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

 

 

51 P83 第 4章 10 支援情報管理装置 

（1）支援情報管理システム イ（ア）g 

弊社ではPostgreSQLではなく，Pervasive 

PSQLでの動作になりますがよろしいでし

ょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 

52 P83 第 4章 10 支援情報管理装置 

（1）支援情報管理システム イ（イ）f 

弊社では CentOS（Red Hat Enterprise 

Linux）ではなく、Windowsでの動作にな

りますがよろしいでしょうか。 

機能を満たすのであれば認めます。 



53 P108 第 4章 10 支援情報管理装置 

（1）支援情報管理システム エ（カ）a 

弊社では搬送記録票入力は傷病箇所のコ

ード入力のみになりますがお認めいただ

けますでしょうか。 

情報を入力できれば認めます。 

54 P108 第 4章 10 支援情報管理装置 

（1）支援情報管理システム エ（カ）d 

弊社では他隊状況確認機能は AVM 端末上

の機能として実現しておりますが、同内容

でお認めいただけますでしょうか。 

AVM を車両から持ち出して運用できるので

あれば認めます。 

 

55 P108 第 4章 10 支援情報管理装置 

（1）支援情報管理システム エ（ケ） 

 a(a)2 

弊社では職員番号は数字のみの管理にな

りますがお認めいただけますでしょうか。 

管理可能であれば認めます。 

56 P155 第 4章 17 NET119通報装置 

NET119 の既設メーカーをご教示くださ

い。 

日本電気株式会社（ASP：株式会社ドーン）

となります。 

57 P157 第 5章 1 無線設備の機器構成 

空中線共用器の数量ですが内訳書では 5台

と記載されておりますが，図面(M001)で

は，本部用と東海署用（6CH用）各 1台，

釈迦町前進基地局用（4CH用）1台の計 3

台になっています。4CH 用 2 台・6CH 用

1台との認識でよろしいでしょうか。 

図面（別紙）の通り本部用と東海署用（6CH

用）各 1台，釈迦町前進基地局用（4CH用）

1台の計 3台として下さい。 

58 P157 第 5章 1 無線設備の機器構成 

指令回線(バックアップ用）の空中線の記載

がありませんが既設を流用するとの認識

でよろしいでしょうか。 

電波状況に応じて必要な空中線を新設する

こと。 

 

上記のとおり回答します。 


