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第１章 総則 

 

第１ 基本的事項 

喜多方市では、平成 18 年１月の市町村合併により、アナログ系防災行政無線整備地区

（熱塩加納・山都・高郷地区）と、未整備地区（喜多方・塩川地区）との行政サービスの

不均衡が発生し、不均衡解消のため、防災行政無線整備に限らず、その代替も含め検討を

進めてきたところである。その検討の中、新しい放送であるＶ－Ｌｏｗマルチメディア放

送に着目し、平成 24 年から、「喜多方・会津地方Ｖ－Ｌｏｗ実証実験協議会」を設立し、

検証を行うなかで、防災行政無線の代替・補完としての有効性を確認したところである。 

市では、この結果をふまえ、平成 28 年度において実施設計を行い、今年度から「Ｖ－

Ｌｏｗ災害情報連携システム構築業務委託」を平成 29 年度から平成 32 年度までの４箇

年で実施することとしており、このＶ－Ｌｏｗ災害情報連携システムによる情報伝達を

安定的かつ確実に届けるため、「公設民営型」のＶ－Ｌｏｗマルチメディア放送（コミュ

ニケーションネーム：『i-dio』）中継局（以下「喜多方送信所」という。）を整備するもの

である。 

なお、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送喜多方送信所建設工事を含む当市の『Ｖ－Ｌｏｗ

災害情報連携システム構築事業』は、地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇

用の増大、地域格差の是正および美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とし

て市が策定した「喜多方市過疎地域自立促進計画」の主要政策「２ 交通通信体系の

整備、情報化及び地域間交流の促進」に基づく住民が安心して日常生活を送るための

災害発生時等における情報伝達手段を確保するための設備整備である。 

 

第２ 適用範囲 

本要領は、喜多方市（以下「発注者」という。）が施工者の選定を「価格競争のみ」に

よらず、企画力、技術力、実績等の点から選定を行うプロポーザル方式で実施する「Ｖ－

Ｌｏｗマルチメディア放送喜多方送信所建設工事」（以下「本工事」という。）に適用する。 

 

第３ 目 的 

発注者は、喜多方送信所の建設にあたり、専門的な知識やノウハウの豊富な事業者の提

案を受けることにより、災害情報伝達システムが災害時等における緊急情報の情報配信

手段として、情報を正確、円滑、迅速に伝達する役割を担い、地域住民の安心と安全に寄

与し、財産等の保全に資するため、経済的かつ合理的な放送設備を構築することを目的と

する。 

 

第４ 業務概要 

１ 工事名称 

平成２９年度Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送喜多方送信所建設工事 
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２ 工期 

   契約締結の日から平成 30年１月 31 日（火）まで 

 ３ 工事場所 

   喜多方市熊倉町雄国字大谷地乙 310 番地２ 

 喜多方市都市農山村交流施設「おぐに交流の郷」地内 

 ４ 工事内容 

   Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送喜多方送信所建設工事要求水準書（以下「工事要求水

準書」という。）のとおり 

 ５ その他 

   工期に関わらず、放送事業者が行う試験電波発射を可能とする設備の整備期限は、平

成 29 年 11 月 30日（木）までとする。 

 ６ 応募価格要件 

   上限額 ２０９，０９８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※上記上限額は予定価格ではない。 

    上記上限額は本工事にかかるすべての費用を含むものとする。 

    応募者は上記上限額を超えない範囲で見積もりを提出すること。 

 

第５ プロポーザルの日程（予定含む） 

 １ 公募開始           平成 29 年３月 29 日（水） 

 ２ 参加申込書提出期限      平成 29 年４月 10日（月） 

 ３ 質問書提出期限        平成 29 年４月 12 日（水） 

 ４ 質問回答期限         平成 29 年４月 14 日（金） 

 ５ 技術提案書提出期限      平成 29 年４月 21 日（金） 

 ６ 審査（ヒアリング）      平成 29 年４月 28 日（金）予定 

 ７ 審査結果通知         平成 29 年５月８日（月）予定 

 

第６ 参加資格 

  公告日において本プロポーザルの参加者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

１ 平成 29・30年度喜多方市工事等請負有資格者名簿に登録されていること。 

２ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定による許可を受けているこ

と。 

３ 技術者の配置について建設業法第 26 条の規定による技術者を適正に配置できること。 

４ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

５ 喜多方市建設工事入札参加資格制限措置要綱に定める措置期間中でないこと。また

は措置期間を経過していること。 

６ 会社更生法（平成 14 年法律第 154条）に基づく更生手続又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）に基づく再生手続中の者でないこと。 

７ 本市において『電気通信工事』に工種登録のある者。 

８ Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送またはＶ－Ｈｉｇｈマルチメディア放送における送
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信出力１ｋＷ以上の親局または中継局（以下「Ｖ－Ｌｏｗ等送信所」という。）建設工

事の元請完工実績(出資比率 30%以上のＪＶ含む。)を有していること（工事が完成した

もの。）。 

９ 貸与予定放送事業者株式会社ＶＩＰに対し、放送法施行規則第五節基幹放送に用い

る電気通信設備のうち、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に関する規定に準拠する旨の

誓約書（以下「放送規定準拠誓約書」という。）を提出し、受付された者。 

 

第７ 選定方法 

１ 実施方式 

   公募型プロポーザル 

 ２ 審査方法 

   別紙「『Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送喜多方送信所建設工事』契約候補者決定基準

書」による。 

    

第２章 参加手続及び提出等 

 

第１ 応募方法 

  本プロポーザルに参加を希望する事業者は、「参加申込書」（様式第１号）及び下記関係

書類を以下のとおり提出すること。 

  参加者は、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送、デジタル防災行政無線又はこれに類するシ

ステム及びこれに付随する建築、電気設備工事について十分な知識と実務経験を有する

自社の技術者を管理技術者として選任すること。なお、管理技術者は、現場における一切

の事項を処理するものとする。 

１ 同種工事実績 

  過去５年以内のＶ－Ｌｏｗ等送信所建設工事実績（送信出力１ｋＷ以上）を「工事施

工実績説明書」（様式第４号）に記入し提出すること。２件以上の実績がある場合は、

契約額の大きいものから最大６件まで記載すること。なお、工事が完成していない契約

については記載しないこと。 

２ 配置予定技術者の実績 

配置予定技術者の過去５年以内のＶ－Ｌｏｗ等送信所建設工事実績（送信出力１ｋ

Ｗ以上）を「配置予定技術者実績説明書」（様式第５号）に記入し提出すること。なお、

工事の完了していない契約については記載しないこと。 

３ 配置予定技術者の資格の証明 

  配置予定技術者の監理技術者証の写し及び雇用証明の写し 

４ 放送規定準拠誓約の証明 

貸与予定放送事業者株式会社ＶＩＰへ「放送規定準拠誓約書」を提出し、受付された

旨を証する承諾書その他これに類するものの写し 
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 ５ 応募期間 

   平成 29 年４月 10日（月）午後３時まで（土日祝日を除く開庁日のみ） 

 ６ 提出方法 

   持参のみ 

 ７ 受付場所 

   福島県喜多方市字御清水東 7244番地２ 喜多方市役所 企画政策部情報政策課 

 

第２ 参加資格の可否及び喪失 

  発注者は、参加申込書を提出した者について、参加資格を満たしているかを確認し、参

加資格を満たしていると確認できた者に対し参加資格確認通知書兼提案書等提出依頼書

を電子メールで送信する。 

  ただし、次のいずれかに該当したときは、参加資格を喪失するものとする。 

 １ 本手続において、提出した書類等に虚偽の記載をし、またはその他不正な行為をした

とき。 

 ２ 工事の契約締結を行うまでの期間中に、「第６ 参加資格」に該当しなくなったとき。 

 

第３ 参加辞退 

  参加申込書を提出したが、その後、辞退を希望する者は「辞退届」（様式第２号）に必

要事項を記載のうえ、「連絡先」へ持参または電子メールで送信すること。なお、電子メ

ールを送信した場合は、受信確認のため電話連絡を行うこと。 

 

第４ 提案書等に関する質問及び回答 

  参加申込書の提出を行った後、提案書等に関する質問がある場合は、「質問書」（様式第

３号）に内容を簡潔に記入のうえ、以下のとおり提出すること。 

 １ 締切日 

   平成 29 年４月 12 日（水）正午まで（土日祝日を除く開庁日のみ） 

 ２ 質問方法 

   質問書を「連絡先」へ電子メールに添付し送信すること。 

   ※電子メールの件名は「【社名】プロポーザル質問書」とし、ｗｏｒｄデータのまま

添付ファイルで送信すること。（ＰＤＦなどに変換しないこと） 

   ※電話や来訪による口頭での質問や期限を過ぎた質問はしないこと。 

 ３ 回答方法 

     平成 29 年４月 14 日（金）までにすべての参加者に質問者を伏せたうえで、電子メー

ルにて回答する。 

 

第５ 提案書の提出期限等 

    参加申込書の提出を行った後、以下の内容に従って提案書等を提出すること。 

   １ 締切日 

     平成 29 年４月 21 日（金）午後３時まで（土日祝日を除く開庁日のみ） 
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   ２ 提出方法 

     持参のみ 

   ３ 提出部数 

     正本１部（表紙及び各見積に代表者印が押印されたもの） 

     副本５部 

     データＣＤ（又はＤＶＤ）１枚（提案書一式すべて） 

   ４ 受付場所 

     福島県喜多方市字御清水東 7244番地２ 喜多方市役所 企画政策部情報政策課 

   ５ その他 

     提出した書類は、期限内のみ差し替え可とする。 

      

第３章 提案書 

 

第１ 提案書 

 参加者は、第１章及び第２章に基づき次の事項について調査、検討し、提案書を作成す

るものとする。資料は、Ａ４版で作成し、ファイルに以下の順に綴じて提出すること。ま

た、項目ごとに見だし（ラベル）などを付するなど工夫すること。なお、図面等Ａ４版よ

り大きくなる場合、Ａ４版に折り込むこと。なお、図面、調整頁以外は両面印刷・長編綴

じとすること。 

ファイルには「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送喜多方送信所建設工事提案書」及び参加

者名を記載すること。 

１ 会社概要 

  会社概要・経営状況及び組織体制資料 

２ 同種工事実績 

  第２章第１－１ 同種工事実績の資料 

３ 配置予定技術者の実績 

  第２章第１－２ 配置予定技術者の資料 

４ 配置予定技術者の資格の証明 

  第２章第１－３ 配置予定技術者の資格の証明に係る資料 

５ 放送規定準拠誓約の証明 

  第２章第１－４ 放送規定準拠誓約の証明に係る資料 

６ 特筆事項提案 

 ⑴ 工事概要 

   参加者が計画する工事概要をＡ４版５頁以内（様式自由）で提案すること。その中

で、工事要求水準書の内容を上回る技術的提案など、発注者にとって有益と思われる

内容は特筆して示すこと。 

 ⑵ 利便性についての提案 

   参加者が計画する利便性概要をＡ４版５頁以内（様式自由）で提案すること。その
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中で、工事要求水準書の内容を上回る提案など、発注者にとって有益と思われる内容

は特筆して示すこと。 

 ⑶ 高度化についての提案 

   参加者が計画する高度化概要をＡ４版５頁以内（様式自由）で提案すること。その

中で、工事要求水準書の内容を上回る提案など、発注者にとって有益と思われる内容

は特筆して示すこと。 

 ⑷ 耐災害性についての提案 

   参加者が計画する耐災害性概要をＡ４版５頁以内（様式自由）で提案すること。そ

の中で、工事要求水準書の内容を上回る提案など、発注者にとって有益と思われる内

容は特筆して示すこと。 

 ⑸ 景観への配慮についての提案 

   地域の景観資源である喜多方市熊倉町雄国地区への建設にあたり、景観について

参加者が工夫した点がある場合、Ａ４版５頁以内（様式自由）で提案すること。 

 ⑹ 地域活性化についての提案 

   本工事は、地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差

の是正および美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として策定した「喜

多方市過疎地域自立促進計画」に基づく設備整備であることに鑑み、市内業者等

との積極的な連携や、その他地域の活性化に寄与することについて参加者が特に

工夫した点がある場合、Ａ４版５頁以内（様式自由）で提案すること。 

⑺ その他（任意） 

   参加者が特に工夫した技術的提案がある場合、Ａ４版５頁以内（様式自由）で提案

すること。 

７ 工事仕様書案 

 ⑴ 工事仕様書案 

   参加者が計画する工事仕様書案について、工事要求水準書の例に沿って作成する

こと。なお、発注者が示す工事要求水準書の内容と異なる仕様となる点、機能・性能

が同等の製品を提案するものは、太字等で記載し、特筆したい内容がある場合※印等

で簡潔に記載すること。 

   なお、仕様書案は、工事要求水準書中記載のある付属資料を含めたもの一式とする。 

８ 工事実施要領案 

 ⑴ 工程表案 

   参加者が計画する工事工程（案）を作成すること。 

９ 工事費見積 

 ⑴ 工事費見積書 

   参加者が提案する建設工事にかかるすべての費用（保守費用を除く）を含めて算出

すること（様式自由）。また、極力詳細に項目（品目）を洗い出し、その数量・単価

も示すこと。見積金額には消費税及び地方消費税を含め、その合計額を示すこと。 

   なお、本事業は公共事業であることに鑑み、地方債上消耗品として区分され、装飾

品等機能維持に必要とならないものは、費用には含めないこと。 
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１０ 保守提案 

 ⑴ 保守基準案 

参加者が計画する設備について、推奨する保守に関する基準（点検時期・回数、消

耗品等交換時期、障害時の対応）について提案すること。 

  ⑵ 年間保守料案 

    上記⑴に対する年間保守費用について見積書を作成すること。 

    なお、見積様式は自由とし、見積金額には消費税及び地方消費税は含めないこと。 

 

第４章 審査・採用 

第１ 審査（ヒアリング） 

  提出された提案書は、喜多方市役所内において審査（ヒアリング）を平成 29 年４月 28

日（金）【予定】に実施する。参加者は、説明者を出席させること。なお、審査会場のス

クリーン、プロジェクター及びケーブル（ミニ D-sub15、ＨＤＭＩ）は発注者で準備する

が、説明に必要なＰＣ、通信環境その他は参加者が準備すること。また、審査項目に合わ

せ、様式第６号に提案内容を簡潔に記載し、当日指定した部数を持参すること。 

 

第２ 審査結果通知 

  発注者は、喜多方市Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送喜多方送信所建設工事プロポーザ

ル庁内選定委員会による選定結果をもとに、契約候補者及び次点者を決定し、契約交渉の

相手方とする。ただし、契約候補者が辞退その他の理由で契約の締結に至らなかった場合

は、次点者を契約交渉の相手方とする。 

  結果については、全応募事業者へ通知する。 

 

第５章 契約 

第１ 契約方法 

  契約候補者と詳細な仕様について協議を行い、喜多方市財務規則及びその他関係法令

に基づき契約する。 

  なお、見積徴取の結果、契約候補者と契約合意に至らなかった場合は、次点者との協議

に移行する。 

 

第６章 その他 

第１ 留意事項 

 １ 企画提案に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

 ２ 提案の著作権は、各参加者に帰属する。ただし、発注者が必要とするときは、参加者

と協議のうえ、無償で使用することができるものとする。 

３ 提出された提案は、技術的検証その他参考助言を受けるため、株式会社ＶＩＰに提供
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するものとする。 

４ 本プロポーザルにおいて、その公正な執行を妨げた者、虚偽の提案を行った者または

公正な価格の成立を阻害し、もしくは不正な利益を得ようとしたものは失格とする。 

５ 本プロポーザルに係る提出物は返却しない。発注者の保存期限経過後に破棄する。 

６ 参加者の祭典順位は、公表することができるものとする。 

７ 提出された書類が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 ⑴ 提出書類に不足、または虚偽の内容があった場合。 

 ⑵ 記載すべき事項の全部、または一部が記載されていない場合。 

 ⑶ 見積金額が上限額を超えている場合。 

８ 参加者が１者であっても、審査を行い評価の点数が基準点を超えた場合は、契約候補

者とする。 

９ 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成

立するものとする。 

 

第２ 連絡先 

 〒966-8601 

 福島県喜多方市字御清水東 7244番地２ 

 喜多方市企画政策部情報政策課 情報統計係 小林 

 電話 0241-24-5214 ＦＡＸ 0241-25-7073 

 E-mail：jyoho@city.kitakata.fukushima.jp 

 

 


