
仕 様 書 

 

１ 委託名  防災行政無線保守点検業務委託 

 

２ 履行期間 令和４年（２０２２年）４月１日から令和５年（２０２３年）３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

⑴ 固定系親局設備 

 草加市高砂１丁目１番１号 草加市役所西棟５階防災無線室内 

⑵ Ｂ型遠隔制御装置設備 

 八潮市大字鶴ヶ曽根１１８５ 草加八潮消防組合八潮消防署３階情報指令センター内 

⑶ 同報系拡声子局設備１２７か所 

 別添一覧表のとおり 

⑷ 同報系拡声子局設備蓄電池交換２０か所 

 担当者と協議し、適切な同報系拡声子局の蓄電池と交換をする。 

⑸ 同報系拡声子局付加増幅設備蓄電池交換９か所 

 担当者と協議し、適切な同報系拡声子局付加増幅装置の蓄電池と交換をする。 

 

４ 支払方法 業務完了払（年１回払） 

 

５ 対象機器 

 固定系親局設備には、操作卓、地図表示盤、音源卓、屋上無線電話装置のほか、全国瞬時警報シス

テムに係る設備及び直流電源設備を含むこと。また、固定系親局設備及びＢ型遠隔制御装置設備にも

全国瞬時警報システムを含むこと。 

 

６ 委託内容 

⑴ 定期点検（年１回） 

ア 実施時期については、作業日程表を提出し、発注者と協議の上実施すること。 

イ 点検内容については、発注者の指示に従うものとする。また、点検項目は電波法に定める落成

検査時の機能試験に準じること。 

ウ 全国瞬時警報システムの点検は、国民保護情報等を受信した際の機能（回転灯表示・防災行政

用無線の自動起動等）が正確に動作することを検証するとともに、機器の故障による誤報が発生

しないようにすること。 

エ 定期点検において、緊急対応を要する事象については、受注者の負担で応急措置を講じたのち、

直ちに発注者に報告すること。 

⑵ 障害対応（随時） 

ア 固定系親局設備及びＢ型遠隔制御装置設備に係る障害（災害起因も含む。）は３６５日２４時

間体制で対応し、通常通り放送が行えるよう迅速に復旧させること。 

  なお、同報系拡声子局設備に係る障害についても可能な限り迅速に復旧させること。 

イ 同報系拡声子局設備について、発注者から指示があった場合は、スピーカー向き等の調整を行

うこと（高所作業車での作業を含む。年１０回程度）。また、調整を行った際に、操作卓等及び

地図表示盤等に相違が生じた場合は、メーカーと調整の上データを更新すること。 

ウ 市庁舎の電気設備点検等に当たっては、復旧作業等を実施すること（休日、年２回程度）。 

エ 保守点検の中で生じる軽微な修繕（設備・機器の交換等が不要なもので、応急措置により機能

が回復できるもの）は、本業務委託に含むものとすること。 

⑶ 蓄電池の交換 

ア 実施時期については、作業日程表を提出し、発注者と協議の上実施すること。 

イ 履行場所については、担当者と協議の上、同報系拡声子局設備２０か所と同報系拡声子局付加

増幅設備９か所交換するものとすること。 

⑷ 予備用屋外拡声子局スピーカー２個の調達・保管 

 ア 調達時期については、発注者と協議の上、決定すること。 

委託番号 ２３０１
契約形態 業務委託



 イ スピーカーはユニペックス株式会社製 ３０Ｗ「ＳＣ－Ｂ３０」と同等以上のものとすること。 

 ウ スピーカーは受注者が保管すること。 

⑸ 予備用防災無線操作卓用地図表示盤の調達・保管 

 ア 調達時期については、発注者と協議の上、決定すること。 

 イ 地図表示盤は２３インチ液晶モニタと同等以上のものとすること。 

 ウ 地図表示盤は受注者が保管すること。 

 

⑹ 同報系無線局再免許申請 

  同報系防災行政無線を引き続き使用するため、固定局無線装置及び再送信拡声子局装置の再免許を

申請すること。 

⑺ 屋外拡声子局蓄電池ボックスへのローカル放送マニュアルの貼付１２７ヵ所 

  緊急時、ローカル放送を即座に行えるよう、屋外拡声子局の蓄電池ボックス扉内側に、ラミネート

加工を施したマニュアルの貼付を行うこと。 

 

７ その他 

⑴ 仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。 

⑵ 作業時間は、原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までとし、

国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの期間を除くこと。 

⑶ 全ての委託業務に係る材料費、廃棄物処理等を含むこと。 

⑷ 全ての作業を行う際は安全対策を講じること。 

⑸ 全ての委託内容を完了後は、速やかに結果報告書を提出すること。 

⑹ 業務上知り得た事項を漏らさないこと。 

⑺ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

⑻ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６条及び草加

市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）第９条の規定に基づき、次

の事項を遵守すること。 

ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受け

た場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通

報すること。 

イ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 

８ 問合せ先 草加市危機管理課 田邉 

 電話０４８（９２２）０６１４（直通） 

 
 



別添

No 名称 設置場所
No 名称 設置場所 64 稲荷小学校 稲荷5-11-1
1 草加市役所 高砂1-1-1 65 市道40014号線 稲荷6-14-48付近

2 瀬崎中学校 瀬崎5-3-1 66 弁天公園 弁天4-19
3 瀬崎氷川公園 瀬崎6-16 67 日枝神社 弁天1-26
4 瀬崎山王公園 瀬崎6-4 68 弁天第８公園 弁天2-6
5 瀬崎小学校 瀬崎2-32-1 69 市民体育館 松江1-1-8
6 瀬崎角田公園 瀬崎4-13 70 八幡小学校 八幡町65
7 瀬崎浅間神社 瀬崎3-3 71 中根浄水場付近 中根2-32
8 市道30625号線 瀬崎1-11-1付近 72 市道20373号線脇 八幡町720付近
9 谷塚第８公園 谷塚2-4 73 新田駅東口地区まちづくり用地 金明町349-1付近

10 谷塚南公園 谷塚2-28 74 槐土橋北側 八幡町813-1
11 ひかわ保育園 氷川町1803 75 市道10400号線脇 旭町4-4-8付近
12 市民交流活動センター 谷塚町752 76 あさひ保育園 旭町6-14-2
13 やつか保育園 谷塚町1058-2 77 金明第３公園 金明町192-4
14 氷川神社（谷塚町） 谷塚町901 78 金明第７公園 金明町511-7
15 市道30739号線脇 谷塚上町330-1付近 79 金明第５公園 金明町1217-5
16 谷塚小学校（屋上） 谷塚仲町440 80 市道10278号線脇 金明町1113
17 谷塚浄水場 谷塚上町447 81 旭浄水場第２水源地 新善町9-2
18 谷塚中学校 谷塚上町62 82 新善第１公園 新善町352-4
19 氷川小学校 氷川町448 83 長栄小学校 長栄1-762
20 新里第２公園 新里町73-32 84 清門町会館 清門2-14-8
21 両新田小学校 両新田西町55 85 清門小学校 清門3-37
22 毛長神社 新里町342 86 長栄児童遊園 長栄2-50-15
23 新里グランド 新里町255 87 新栄小学校 新栄4-959
24 両新田中学校 両新田西町368-1 88 新栄第３公園 新栄4-829
25 市営柳島住宅 柳島277 89 新栄中央公園 新栄2-35
26 新里小学校 新里町759 90 新栄中学校（屋上） 新栄1-33
27 谷塚西公民館 新里町1015 91 葛西用水河川敷（青柳3丁目） 青柳3-1-27付近
28 市道30271号線脇 吉町5-5-16 92 青柳小学校 青柳3-17-1
29 市道40128号線脇 吉町2-1-34 93 草加消防署青柳分署 青柳6-23-6
30 日枝神社（吉町3丁目） 吉町3-9-24 94 市道1014号線 弁天5-35-1-1付近

31 手代仲町児童遊園 手代2-20-3 95 市道20149号線脇 青柳8-25-35付近

32 市道2040号線 手代3-30-12付近 96 川柳小学校 青柳7-27-10
33 保健センター（屋上） 中央1-5-22 97 市営青柳住宅 青柳8-3-10
34 草加市再開発住宅（屋上） 高砂2-11-17 98 八幡北小学校 八幡町1148
35 中央公民館（屋上） 住吉2-9-1 99 市道2016号線（草加高校北東） 青柳5-3-1付近
36 草加消防署（屋上） 神明2-2-2 100 久伊豆神社 青柳4-20-1
37 栄第３公園 栄町1-8 101 川柳中学校 青柳7-35-1
38 県道49号線足立越谷線 栄町2-7-31付近 102 であいの森 柿木町261-1
39 市道40008号線 松江3-8-14付近 103 女体神社 柿木町450
40 市道10372号線 旭町2-1-39付近 104 柿木公民館 柿木町1263
41 市道10375号線 栄町3-11-1付近 105 草加かがやき特別支援学校 松原4-6-1
42 市道30229号線脇 氷川町105-6付近 106 松原小学校（屋上） 松原4-2-1
43 氷川コミュニティーセンター 氷川町568-1 107 松原団地Ｂ集会所 松原2-2-1
44 西町第２公園 西町98-5 108 栄中学校 松原3-3-1
45 西町立野会館 西町828 109 栄小学校（屋上） 松原1-3-2
46 西町小学校 西町270 110 松原団地西口公園 松原1-1
47 水道部庁舎 氷川町2118-5 111 やはた保育園 八幡町473
48 草加中学校 氷川町2179-4 112 中根町会館 中根2-10-31
49 市道30090号線脇 草加2-6-15付近 113 新田小学校 旭町6-12-11
50 市道30807号線 草加2-10-20付近 114 つばさの森 柿木町1105-2
51 花栗南小学校 花栗4-3-1 115 北谷第４公園 北谷3-28
52 草加第５公園（市道10654号線脇） 草加4-2付近 116 学園台自治会館 北谷2-20-22
53 市営原町第２住宅 原町3-16-2 117 草加西高校北側 原町2-9-7付近
54 原町コミュニティセンター 原町1-6-1 118 谷塚第２公園 谷塚町366-7
55 原町第１公園 原町1-15 119 遊馬本田北公園 遊馬町1156
56 小山小学校 小山2-8-1 120 草加消防署北分署 清門2-1-43
57 消防団第３分団第３部車庫脇 小山2-10-8 121 コンフォール松原13号棟付近 松原1-7
58 苗塚第１公園 苗塚234-25 122 そうか公園 柿木町272-1
59 草加警察署（屋上） 花栗3-2-23 123 柿木浄水場 柿木町162
60 北谷町会峯分会館 北谷1-9-9 124 葛西用水河川敷（稲荷5丁目） 稲荷6-21-6付近
61 稲荷神社（北谷３丁目） 北谷3-15-16 125 工業団地公園野球場 稲荷5-14-24
62 松江公園 松江5-8 126 草加市ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（屋上） 稲荷1-8-2
63 稲荷下根公園 稲荷3-23-1 127 市道20003号線脇 柿木町1447

同報系拡声子局設備一覧表


