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防災行政無線（同報系）整備工事プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

本要領は、「防災行政無線（同報系）整備工事」に係る契約の相手方となる事業者の選定を行

うものとし、当該選定にあっては、猿払村プロポーザル方式等の実施に関するガイドライン及

び本要領によるものとする。 

 

２．工事概要 

工 事 名 防災行政無線（同報系）整備工事 

工事内容 「防災行政無線（同報系）整備工事仕様書」のとおり 

 

３．工事期間 

契約締結日の翌日から令和４年３月 22日（火）までとする。 

 

４．契約上限額 

３３７，００７千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

５．問合せ、企画提案書等提出先 

担 当 猿払村総務課情報防災係 

住 所 宗谷郡猿払村鬼志別西町 172番地１ 

電 話 01635-2-3131 

ＦＡＸ 01635-2-3812 

メール bosai@vill.sarufutsu.hokkaido.jp 

猿払村では、添付ファイルの直接受信ができないため、添付ファイルを送信される

場合は送信方法をご説明いたしますので、事前に担当までご連絡ください。 

 

６．実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

７．スケジュール 

（１）実施要領等公表、参加表明受付開始・・・・・・・・令和３年６月 10日（木） 

（２）質問受付期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年６月 14日（月） 

（３）質問回答期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年６月 18日（金） 

（４）参加表明受付期限・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年６月 22日（火） 

（５）参加資格確認通知・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年６月 24日（木） 

（６）見積書・企画提案書等の提出期限・・・・・・・・・令和３年６月 29日（火） 

（７）第一次審査（書類審査）結果通知・・・・・・・・・令和３年７月 ２日（金） 

（８）第二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング等）・･令和３年７月 ６日（火） 

（９）第二次審査結果通知・・・・・・・・・・・・・・・令和３年７月 ８日（木） 



 

 

（10）仮契約締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年７月 14日（水） 

（11）本契約締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村議会の議決の日 

 

※上記スケジュールについては、新型コロナウイルス感染症の拡大や災害等、やむを得ない事

情により変更となる場合がある。この場合は事前に関係者に連絡するものとする。 

 

８．参加資格 

本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。 

（１）建設業法（昭和 24年法律第 100号）第３条の規定に基づき、電気通信工事の特定建設

業の許可を受けている者 

（２）北海道内に本社（店）又は見積書提出・契約等の権限の委任を受けた支店（営業所）を

有する者、若しくは日本国内において、デジタル防災行政無線機本体（同報系）を製造す

る者 

（３）過去 10年以内に（参加申込書提出日から遡って 10年以内）に国、都道府県又は他の市

町村が発注した電気通信工事で、請負金額が１億円以上のデジタル防災行政無線（同報系

又は移動系）の親局設備を含む整備工事を元請として施工した実績を有する者（共同企業

体の構成員としての施工実績も含む。） 

（４）令和３年６月１日現在、猿払村入札参加資格者名簿に登録されている者 

（５）猿払村入札参加停止基準による入札参加停止措置を受けていない者 

（６）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当していな

い者 

（７）法人及びその役員等が、猿払村暴力団排除条例（平成 24年９月 24日条例第 23号）第

２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うものでない者 

（８）民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされてい

ない者 

（９）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていな

い者 

（10）別添「防災行政無線（同報系）整備工事設計業務仕様書」の条件を満たす者 

 

９．参加表明書等の交付期間及び交付方法 

（１）交付期間 

令和３年６月 10日（木）から令和３年６月 22日（火）まで 

（２）交付方法 

猿払村Webサイト（https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/）による。 

本実施要領、参加表明書、仕様書等の関係書類は、Webサイトからダウンロードでき、参

加表明者に限り、令和２年度に猿払村が行った実施設計図書の抜粋等を令和３年６月 22日

（火）までに電子データで提供する。 

なお、提供方法は電子メール送付とする。 

 



 

 

 

10．参加意思の確認方法 

（１）参加申込み手続 

本プロポーザルへの参加申込みを希望する場合は、以下を提出すること。 

①参加表明書（様式１） 

②参加資格確認書（様式２） 

③会社概要書（様式３） 

④配置予定技術者実績説明書（様式４） 

ア 配置予定技術者の雇用確認ができる書類の写し 

イ 監理技術者証又は監理技術者講習修了証の写し（保有している場合） 

ウ 陸上特殊無線技士資格証の写し（保有している場合） 

⑤工事施工実績書（様式５） 

⑥建設業許可証明書の写し 

⑦電波法による点検事業者登録証の写し（保有している場合） 

（２）提出期限 

令和３年６月 22日（火） 郵送必着 

（３）提出方法 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、郵送（簡易書留）による提出とし、郵

送後、５に記載の担当に電話連絡すること。 

また、封筒の余白に「防災行政無線（同報系）整備工事プロポーザル参加表明書在中」と

記載すること。 

（４）参加資格確認通知 

参加資格の有無について、令和３年６月 24日（木）までに電子メールで通知する。 

 

11．質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式６）により、電子データで受付を行う。 

（１）提出期限  

令和３年６月 14日（月）午後５時まで 

（２）提出方法 

ファイルアップロードサイトによる。 

５に記載のメールアドレス宛に、件名を「【会社名】防災行政無線（同報系）整備工事プロ

ポーザル質問書提出」とし、メール送信後、５に記載の電話番号に連絡すること。 

猿払村よりファイルアップロードサイトの URLをお送りいたしますので、質問書をアッ

プロードすること。 

アップロード後、５に記載の電話番号に連絡すること。 

閉庁日（時間）は電話連絡、ファイルアップロードサイトの URL送信依頼は受け付けな

い。 

質問書提出は２回以内とし、質疑事項をまとめて送付すること。 

質問対象の引用文（文書名及び頁番号）及び質問内容を具体的に記載すること。 



 

 

電話連絡、FAXや来庁による口頭等での質問は一切受け付けない。 

また、「防災行政無線（同報系）整備工事」に対する質問（代案提示等）は受け付けない。 

 （３）回答 

質問に対する回答は、令和３年６月 18日（金）午後５時までに、猿払村Webサイトに掲

載するが、質問事項が重複しているものについては、整理して回答する。 

また、本事業の趣旨からかけ離れているものについての回答は、猿払村の判断により行わ

ない場合がある。 

 

12．見積書・企画提案書等の提出について 

（１）提出期限  

令和３年６月 29日（火） 郵送必着 

（２）提出方法 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、郵送（簡易書留）による提出とし、郵

送後、５に記載の電話番号に連絡すること。 

（３）提出先 

５の担当まで。 

（４）提出書類 

①各種見積書 

ア．整備費用提案書（全体事業費）（様式８－１） 

仕様書、提案内容に基づき概算費用及び総額を提示すること。消費税及び地方消費

税の額を含むものとする。 

既設の告知放送システムの撤去については令和４年３月末まで運用するため、本事

業では撤去を行わないが、屋外拡声子局については組立鋼管柱等の設備を一部再利用

するため、屋外拡声子局等に係る告知放送システム機器について処分費用を含めるこ

と。 

機器費・労務費・撤去処分費等を明確に提示し、内訳は極力詳細に項目を拾い出

し、その数量及び単価を示すこと。 

積算に当たっての数量設定は「防災行政無線（同報系）整備工事仕様書」、「設計

書」及び提案内容に沿ったものとする。提案内容をすべて網羅した見積りとするこ

と。 

提出後、費用の構成内容を比較するため、参加者間で統一した項目で再提出を求め

る場合がある。 

イ．事業概要提案書（様式８－２） 

ウ．維持管理費用に関する提案書（様式９） 

システム整備後 10年間の運用・保守費用について、各年度における概算費用及び総

額を提示すること。消費税及び地方消費税の額を含むものとする。 

なお、この提案書の維持管理費用を基本とし長期契約（５年程度）を締結する予定

のため、年度ごとの費用、内訳がわかるように計上すること。内訳は極力詳細に項目

を拾い出し、その数量及び単価を示すこと。 



 

 

電気料金、点検費、定期交換部品、法定費及び通信回線料等は項目ごとに分類して

計上し、想定条件がわかるように記載すること。10年の間に更新の必要がある機器に

ついてはその更新費用も計上すること。 

提出後、費用の構成内容を参加者間でそろえて再提出を求める場合がある。 

保守要件は、受付は平日午前９時～午後５時、駆け付け受付後、概ね３時間以内、

遠隔点検年６回、修理部品費用別途、保守点検年１回とする。 

②企画提案書 

ア．企画提案書の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は計量法（平成４年

法律第 51号）によるものとすること。 

イ．大きさは A４判印刷とし、表紙、裏表紙を除き 30頁以内とする。白紙面も１頁と数

える。 

ウ．文字サイズは原則として、11ポイント以上とする。 

エ．A３判を使用する場合は、A４判の大きさで３ツ折りにすること。A３判１頁は A４

判２頁と数えることとする。 

オ．企画提案書は、正本１部、副本 10部（正本コピー可）を製本し提出すること。 

提出された見積書・企画提案書等については、原則として提出後の差し替え、変

更、削除等をすることは不可とし、提出書類は返却しない。 

カ．企画提案書には、以下事項の順で提案を含め簡潔に記載すること。 

・コンセプト 

・システム構成 

・施工スケジュール、体制 

・戸別受信機の戸別配布方法 

・保守メニュー、体制 

・その他、自由提案 

キ．企画提案書の提出は、１者につき１案のみとする。 

 

13．審査方法 

猿払村職員で組織する防災行政無線（同報系）整備工事プロポーザル審査委員会において審

査を行い、契約予定者を選定する。 

（１）第一次審査（書類審査） 

参加資格を有すると判断された者について、第一次審査として各種提出書類及び企画提案

書等による書類審査を行う。 

第一次審査の結果通知は、令和３年７月２日（金）に様式３の担当者に電子メール及び郵

送にて通知する。 

（２）第二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング等） 

①開催日  

令和３年７月６日（火） 

②場 所 

猿払村役場（時間場所の詳細は別途通知する。） 



 

 

③説明資料について 

提出された企画提案書以外の資料の配布は認めない。 

④プレゼンテーションの方法 

プレゼンテーションは、40分程度（準備・提案内容説明 30分以内、質疑 10分）とす

る。 

⑤その他 

出席人数は、説明者を含め３名までとする。（製造メーカーに限り同席可）提出済の提案

書の内容と著しく異なるプレゼンテーションは評価の対象としない。 

プロジェクター及びスクリーンは猿払村が準備する。パソコンは参加者が用意すると。 

外部とのネットワークは使用できない。 

新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況に応じて、第二次審査を書類での審査、又は

オンライン等による審査に切り替える場合がある。 

 

14．第二次審査結果の通知方法 

審査委員会の審査後、企画提案書提出者に対し、令和３年７月８日（木）に様式３の担当者

に電子メール及び郵送にて通知する。 

審査過程については一切公開しない。 

また、審査結果に対しての異議の申立ては、受け付けない。 

 

15．契約に関する事項 

（１）契約方法 

  ①本プロポーザルにより選定された最優秀提案者と契約の締結交渉を行う。 

  ②契約締結の合意に至らなかった場合又は最優秀者の提案において虚偽の記載、不正及び

違反が認められる場合は次点者と交渉を行うこととする。 

（２）契約書 

  猿払村契約事務規則（平成 11年３月 30日規則第８号）に基づき作成する。 

（３）契約手続 

本事業の契約は、地方自治法第 96号第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を要するために、決定後は仮契約

を締結し、議会の議決後に本契約となる。 

（４）免責 

猿払村は、当該議案が村議会で可決されなかった場合でも、仮契約の相手方に対していか

なる責任も負わない。 

 

16．留意事項 

（１）本案件に要する書類作成及び調査等の費用については、全て参加者の負担とする。 

（２）参加者は業務の遂行上知り得た内容は他者に漏らしてはならない。 

（３）様式３に記載の担当者についてはプロポーザル期間中は必ず連絡が行えることとし、記

載事項に変更が発生した場合は速やかに猿払村に申し出ること。 



 

 

（４）提出期限後の問合せ、書類の追加・修正等には応じない。 

（５）提出されたプロポーザル提案書は審査に必要な範囲において複製することがある。 

（６）選考の段階で提案の虚偽、不正及び違反が認められた提案者は直ちに失格とする。 

その者に対し入札参加資格停止措置を行う場合がある。 

（７）プロポーザル提案書の審査過程については一切公開しない。また、審査結果に対しての

異議申立ては受け付けない。 

（８）粗雑・粗悪な施工や下請企業への過剰なコスト低減要求等を防止するため、提案価格に

ついては最低制限価格を設定し、最低制限価格は非公表とする。最低制限価格未満で提案

金額を提案した参加者は失格とする。 

（９）本プロポーザル実施要領及びその他の書式等に変更がある場合には、猿払村ホームペー

ジで告知する。 

（10）猿払村Webサイトで参加者名を表示する場合は、最優秀提案者については参加者名及

びアルファベットで表示し、次点者についてはアルファベットのみ表示する。 

なお、アルファベットについては事前に参加者本人に通知するアルファベットとする。 

 

17．その他 

猿払村が求める性能水準の詳細等は「防災行政無線（同報系）整備工事仕様書」に定める。

各装置の有する機器及び機能仕様が猿払村の要求する性能水準の内容を示したものであり、各

メーカ固有機能の導入を妨げるものではない。また、各機器及び機能に示される具体的数値は

最低基準を示したものであり、同等品質・性能以上とすること。 

提案書受付後に日本国内で災害等が発生した場合、日程が変更となる場合がある。その場合

は対象となる関係者へ改めて通知する。 

 


