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第1章 総則 
本詳細設計書は、青森県（以下「県」という。）が青森県防災情報ネットワーク（以下「本

システム」という。）を更新する業務（以下「本業務」という。）を実施するに当たり、必要

となる事項を定めるものである。 

1.1 定義 

本詳細設計書で示す用語の定義は、次のとおりである。 

 

 設備に関する定義 

更新後の本システムは端末系、管理系、交換系、電源系及び衛星系の５系統並びにネットワー

クによる構成とし、それぞれの設備の定義及び概要は次のとおりである。 

 端末系設備 

全局に設置し、画像・文書データ等を送受信し、文書・映像等により情報共有するため

の操作端末及び付帯装置をいう。 

 管理系設備 

保守拠点に設置し、本システム全体の運用や障害発生の状況を一元的に遠隔で常時監視

し、制御するソフトウェアを稼働させるための管理サーバ、保守端末等の設備をいう。 

 交換系設備 

全局に設置する音声通話用の電話機及び県庁統制局に設置する通信管理用の設備をい

う。 

 電源系設備 

全局に設置し、停電時に電力を供給する非常用発電機及び非常用発電機が起動するまで

の間に電源を供給する無停電電源装置をいう。 

 衛星系設備 

一般財団法人自治体衛星通信機構（以下「LASCOM」という。）の運営により、消防庁及び

他都道府県のほか、本システムの副回線として地球局と超小型地球局との間で音声通話、

映像送受信等により情報共有を行う地域衛星通信ネットワーク（以下「LASCOM ネット」と

いう。）第 3世代システムをいう。 

 地球局 

県庁統制局に設置する地球局をいう。 

 超小型地球局 

合同庁舎局、総合社会教育センター、市町村局及び消防本部局に設置する超小型地球

局をいう。 

 映像設備 

県庁統制局に設置し、LASCOM ネット第 3 世代システム及び県庁内の各映像設備に映

像を受配信する設備をいう。 

 消防庁一斉受令設備 

県庁統制局に設置し、LASCOM ネット第 3 世代システムを介して、消防庁からの一斉指

令を受令し、応答するシステムをいう。 
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 全国瞬時警報システム設備(J アラート) 

県庁統制局において、LASCOM ネット第 3 世代システムを介して、消防庁から弾道ミサ

イル攻撃に関する情報や緊急地震速報、津波警報、気象警報等の緊急情報を受信するシ

ステムをいう。 

 ネットワーク設備 

本システムの主回線として全局を相互に接続する有線回線により、IP ネットワークを

構築する設備をいう。 

なお、有線回線は電気通信事業者の提供する閉域網の光回線とし、本業務及び本業務終

了後の運用保守とは別途調達するものである。 

 

 局名称に関する定義 

 県庁統制局 

県庁舎北棟 2 階保守員室に設置し、一斉指令機能を有する局をいう。 

 県庁内局 

防災危機管理課、夜間常駐員室、原子力安全対策課及び災害対策本部室に設置する局を

いう。 

 合同庁舎局 

弘前合同庁舎、八戸合同庁舎、五所川原合同庁舎、十和田合同庁舎及びむつ合同庁舎の

各地域県民局地域連携部に設置する局をいう。 

 出先機関局 

防災航空センター、県の各保健所、総合社会教育センター及び中央病院に設置する局を

いう。 

なお、本システムの設備を新設する総合社会教育センターは災害対策本部室の代替施設

であり、一斉指令機能を有するものとする。 

 防災関係機関局 

青森地方気象台、青森海上保安部及び陸上自衛隊第 9 師団に設置する局をいう。 

 市町村局 

各市町村庁舎に設置する局をいう。 

 消防本部局 

各消防本部庁舎に設置する局をいう。 

 保守拠点 

別途業務委託する運用保守業者の施設内に設置し、本システム全体の運用や障害発生の

状況を一元的に遠隔で常時監視し、制御するための拠点をいう。 
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1.2 適用範囲  

本詳細設計書の適用範囲は、運搬、据付調整等のほか、各関係所との協議、法令に基づく許

可申請等の手続等の本システムの運用開始までの一切の本業務及びその費用とする。 

 

1.3 業務概要 

本業務は、現行の本システムの設備を全面更新し、本システム全体としての運用を図るもの

である。 

 

1.4 共通事項 

 本業務の内容に対応した計画及び体制を確保するとともに、関係事業者及び全局の施

設管理者と十分調整のうえ、迅速かつ円滑な業務実施に努めること。 

 設計変更図書は受注者の負担により作成し、発注者に提出すること。 

 開発又は調達するシステムは、信頼性、可用性及び保守性の高いものとすること。 

 オープンソースソフトウェア等を活用し、運用コストを下げるよう努めること。 

 パッケージソフトを利用する場合は、仕様書・ソースコードの提供の有無・範囲及び著

作権使用に伴う制約条件を明確にすること。 

 使用する言語は、原則として日本語とすること。 

 本詳細設計書に明示されていない事項であっても、本業務の履行上当然必要な事項に

ついては、責任を持って対応すること。 

 本詳細設計書に記載されている全ての業務に対し、どのような場合においても発注者

に対し、別途費用を請求することはできない。ただし、発注者の要求による仕様変更に係

る追加費用については、別途協議するものとする。 

 本詳細設計書に定めのない事項が発生した場合及び疑義が発生した場合は、発注者と

協議のうえ、定めるものとする。 

 

1.5 青森県防災情報ネットワークの構成図 

更新前後の本システムの構成図は、別紙 1「更新前構成図」及び別紙 2「更新後構成図」の

とおりである。 
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第2章 業務内容 
2.1 ソフトウェア設計 

本システムの構築を実現するためのソフトウェアを設計し、成果物を作成すること。

  

 外部設計 

 システム構成図 

本システムの対象範囲及び運用イメージを検討し、ネットワーク等の構成図を作成する

こと。 

 機能概要 

機能一覧表及びフロー図を作成し、機能設計を実施すること。 

 画面仕様 

画面一覧表、画面遷移図、画面レイアウト及び帳票イメージを作成すること。 

 

 内部設計 

 パラメータ設計 

パラメータ定義書、コンフィグ定義書等を作成すること。 

 データ設計 

データ定義書、DB 定義書、コード定義書等を作成すること。 

 処理設計 

処理定義書等を作成すること。 

 

2.2 ソフトウェア開発 

2.1 のソフトウェア設計に基づき、プログラムの作成及び単体テストを行い、本システム

を動作させるために必要なソフトウェアの検討・開発を行うこと。なお、ソフトウェアの開

発において必要となるミドルウェア、オペレーティングシステム等については、可能な限り

長期間使用できるものを選定すること。 
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2.3 システム調達 

 本詳細設計書に基づき、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークを調達し、指定

された場所に設置したうえで、動作させるのに必要な調整を行うこと。  

 別表 1「調達数量」に掲げるものについては、調達が必須であり、変更となる場合は別

途協議すること。 

 別表 1「調達数量」に掲げるもののほか、必要に応じ予備の機器等を県庁統制局及び各

合同庁舎に配備すること。 

 本詳細設計書に明示されているもののほか、事前に発注者の承認を得たうえで、更新前

の本システムの機器等を流用し、又は残置できるものであるが、流用するものについて

は、使用に支障がないように措置を講ずること。 

 本業務に必要となる一切のもの（ライセンス料等の経費を含む。）については、本詳細

設計書に明記していないものについても、本業務に含めて調達すること。 

 調達するものの使用期間は概ね 10 年を前提とし、使用期間中はソフトウェアのアップ

デートに対応するなど、使用に支障がないものとすること。 

 県庁舎北棟２階機械室の入退室に当たっては、事前に発注者の承認を得たうえでカー

ドキーの貸与を受け入室し、退室後直ちにカードキーを返却すること。 

 設置、補強、改修等の工事が必要な場合は本業務に含むこととし、事前に発注者の承認

を得たうえで日時を決定し、実施すること。 

 更新前の本システムを構成する衛星携帯電話については、更新後の本システムには接

続せず、残置すること。 

 流用し、又は残置するものを除き、更新前の本システムの機器等を撤去すること。 

 本業務の実施期間中に庁舎の移転等が行われる局がある場合は、当該庁舎の移転等に

対応し、機器の設置等を行うこと。 

 本業務の実施期間中に本システムの接続先の更新等がある場合は、当該更新等に対応

すること。特に、令和 4 年度に県庁電話交換設備の更新が予定されていることから、接続

等に当たっては、整合を図ること。 

 調達数量は、別表 1「調達数量」のとおりとする。 

 撤去数量は、別表 2「撤去数量」のとおりとする。 

 調達、更新及び撤去を行う場所は、別表 3「調達（更新・撤去）場所」のとおりとする。 

 調達、更新及び撤去を行う年度の目安は、別表 4「調達（更新・撤去）年度」のとおり

とする。 
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2.4 システムテスト 

次の各工程に従い、ソフトウェア品質、パフォーマンス等が想定どおりかを動作させて確

認し、動作不良が発生した場合は、必要に応じ、設計の変更及びプログラムの修正を行うこ

と。 

 各テスト計画の作成 

各テストの実施前に、テストの目的、範囲、要求仕様等を明確にした計画を作成するこ

と。 

 結合テスト 

各モジュールを接続し、意図した動作が行われるかを確認すること。 

 総合テスト 

全てのモジュールを接続し、要求仕様どおり動作するかを確認すること。 

 運用テスト 

本番と同じ環境において、要求仕様どおり本システムが正しく動作することを確認する

こと。 

なお、本テスト期間中に、県のシステム管理担当者に対する動作説明を行うこと。 

 

2.5 システム移行 

本システムを段階的に更新前から更新後に移行すること。 

システム移行に当たっては、事前に移行範囲を明確にしたうえで、移行実施手順書を作成

し、障害発生時の復旧策を検討することで、本システムの稼働・運用に支障が生じないよう

にすること。 

本業務の実施期間中は、更新前と更新後の本システムを同時に停止させないこと。 

 

2.6 運用保守 

本システムは、365 日 24 時間常時運用とすること。 

保守作業等のため、発注者と事前に協議のうえ、必要 小限の時間に限り利用を停止して

も差し支えないこと。 

障害発生時は、その発生から 30 分以内に対応に着手すること。 

障害発生時においても可能な限り必要な機能の維持ができること。 

運用に当たっては、バックアップの自動化など、可能な限り省力化・効率化を図ること。 

運用開始に当たり、運用手順書及び操作マニュアルを作成し、利用者及び県のシステム管

理担当者に対する操作研修を実施すること。 
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第3章 要求条件 
3.1 端末系設備の要求条件 

 概要 

操作性に優れるものとし、災害対応の初任者であっても、直感的に、かつ迅速に入力で

きること。 

配信、受信及び応答の時間を可能な限り短縮すること。 

 構成 

 一斉指令サーバ 

県庁統制局に設置し、全局の情報連携を実現するとともに、一斉指令機能を提供する。 

 操作端末 

全局に設置し、システムの画面を表示する。一斉指令サーバとの接続により、情報連

携を実現する。付帯装置を含め、OA デスク上に設置する。なお、OA デスクは、更新前

の本システムのものを流用する。 

 IP 音声送受信機 

全局に設置し、マイク・スピーカにより音声を送受信する。 

 スキャナ 

全局に設置し、情報を配信するため、データのスキャンを行う。 

 IP 音声受信機 

市町村局で日中と夜間とで配信に対する応答場所が異なる場合に設置し、配信された

情報をもとに音声で発報する。 

 機能 

 一斉指令サーバ 

（ア） 県のシステム管理担当者により、ログイン認証及びマスタ情報の管理ができる

こと。 

（イ） 県のシステム管理担当者により、臨時の操作端末の増設等を行う場合におい

て、ユーザを登録・変更・削除し、操作権限を設定できること。 

（ウ） 県庁統制局及び総合社会教育センター（以下「一斉指令局」という。）におい

て、配信内容を管理できること。 

 操作端末等 

（ア） ユーザ ID・パスワードにより認証できること。 

（イ） テキストデータ、スキャンした文書の画像データ及びマイクで取り込んだ音声

データを全局又は各局に対し配信できること。 

（ウ） 配信テンプレートの登録・変更・削除、配信グループの設定及び配信結果の参

照ができること。 

（エ） 配信された情報を受信し、表示できること。 

（オ） 受信した音声データの自動読上げができること。 

（カ） 受信したデータをポップアップとして通知できること。 

（キ） 各局間で双方向の情報伝達（音声通話、ビデオ通話、チャット等）ができるこ
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と。画面共有、画面切替、解像度変更、ステータス確認（オンライン、オフライ

ン、通話中等）、ログ参照等の機能を有し、円滑に稼働・運用ができること。 

（ク） 操作研修等のため、実際に配信しない訓練モードを利用できること。 

 その他  

（ア） 災害発生時等において、必要に応じて臨時の操作端末を容易に増設できるこ

と。 

（イ） 災害発生時等において、一斉指令サーバの機能を容易に総合社会教育センター

に移転できること。 

（ウ） 県庁内局のうち、防災危機管理課等と夜間常駐員室との間で、夜間等の受信先

の切替えができること。 

（エ） 総合社会教育センターにおいては、操作端末を 2 台配備すること。1台は、1 階

職員室に設置すること。1 台は、災害対策本部室の代替施設としての活動場所（2

階の大研修室及び第 1・第 5・第 6 研修室をいう。以下同じ。）において、災害発

生時等に使用し、容易に移動でき、通常時は使用しないものとすること。 

 ユーザ数 

ユーザ数及び同時アクセスユーザー数の規模は、次のとおりである。 

 サーバアプリケーション：局数 74 に予備を加えた 低 80 ユーザ程度 

 クライアントアプリケーション：１ユーザ 

 

  



 

 

9 

 

 

3.2 管理系設備の要求条件 

 概要 

全局に設置する設備の動作状況、ネットワークの接続状態等を監視することで、障害発

生時の影響を 小限とし、本システム全体が正常に稼働できること。 

 構成 

 管理サーバ 

保守拠点に設置し、全局の設備と接続し、状態を監視する。 

 パトライト 

保守拠点に設置し、管理サーバが異常を検知した際、音及び光でアラームを通知する。 

 保守端末 

保守拠点に設置し、管理サーバと接続し、管理サーバを操作する。また、障害が発生

した各局にアクセスし、原因を調査する。 

 機能 

 本詳細設計書に明示されているものを除き、流用したものを含め、本システムの設

備全体の死活監視ができること。また、ネットワーク機器の状態及び障害の発生した

機器が容易に把握できること。 

 プロセスの死活監視及び各種ハード資源のログを収集できること。 

 障害が発生した場合は、運用保守業者に自動で通知できること。 

 障害及び警告が発生した際のログを記録し、蓄積できること。 

 全局に設置する操作端末の不正プログラム感染を防止すること。また、新たに発見

される不正プログラムに対応するため、ウイルス対策のパターンファイルをアップ

デートできること。 

 その他 

管理サーバは運用保守業者及び県のシステム管理担当者のみがアクセスでき、外部から

接続ができないこと。 

保守拠点において、本システムと同一のネットワークを構築すること。 
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3.3 交換系設備の要求条件 

 概要 

IP ネットワークを介して各局間で音声通話ができること。 

また、県庁統制局においては、各局間の音声通話の制御ができること。 

 構成 

 IP 交換機 

県庁統制局に設置し、各局間の電話機等の交換制御を行う。県庁電話交換設備と接続

する。IP 交換機本体及び保守コンソールにより構成される。 

 通信管理サーバ 

県庁統制局に設置し、通話中の回線に対して回線統制（聴話、割込、強制切断等をい

う。以下同じ。）を行う。サーバ本体、クライアント及び多機能電話機により構成され

る。 

 電話機 

全局に設置し、音声通話を行う。端末系設備とともに、OA デスク上に設置する。 

 VoIP-GW 

既設の電話交換機と接続する局に設置し、音声データを IP ネットワーク上で通信可

能なデータに変換する。なお、電話機を増設する局においても、必要に応じて設置する。 

 サバイバル装置 

総合社会教育センターに設置し、各局間の電話機等の交換制御を行う。 

 機能 

 IP 交換機 

全局の電話機及び VoIP-GW の呼制御ができること。また、県庁の内線電話機から音声

通話ができること。 

 通信管理サーバ 

回線状態情報の収集・蓄積及びトラフィックの集計・表示ができること。 

 多機能電話機 

多機能電話機により各局間で音声通話ができるとともに、回線統制を操作できること。 

 電話機 

各局間で音声通話ができること。 

 VoIP-GW 

既設の電話交換機と接続する局においては、内線電話機から音声通話ができること。

また、電話機を増設する局においては、増設した電話機から音声通話ができること。 

 サバイバル装置 

県庁統制局の障害発生時に全局の電話機及び VoIP-GW の呼制御を自動的に引き継ぎ、

各局間の通話を継続して利用できること。 
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3.4 電源系設備の要求条件 

 概要 

全局に設置される本システムの設備に対して、停電時に非常用発電機から電源を供給で

き、非常用発電機が起動するまでの間は無停電電源装置により電源を供給できること。 

 構成 

 無停電電源装置（県庁統制局） 

県庁統制局に設置された更新前の本システムのもの(20kVA)3 台を流用する。 

死活監視ができるように措置を講ずること。 

 無停電電源装置（県庁統制局以外の局） 

県庁統制局以外の局に設置し、停電時に非常用発電機が起動するまでの間、本システ

ムの設備に電源を供給する。 

 非常用発電機 

全局において、本システムの範囲外である庁舎付属の発電機を利用し、又は更新前の

本システムのものを流用する。 

県庁統制局及び合同庁舎に設置されているものについては、死活監視ができるように

措置を講ずることとし、それ以外の局に設置されているものについては、死活監視がで

きなくても差し支えないこと。 

 総合社会教育センター 

（ア） 開閉器盤（1面） 

既設の非常用発電機回路から本システムの設備に電源を供給する。 

（イ） 主分電盤（1面）・分電盤（1 面） 

本システムの設備の設置場所に配電する。 

（ウ） 非常照明切替分電盤（1面） 

活動場所のうち第 1・第 5・第 6 研修室の照明を非常用発電機回路に切り替える。 

（エ） 非常用コンセント回路（4 回路） 

活動場所の 4 室それぞれにおいて電源を使用する。 

 機能 

 365 日 24 時間常時運用することを前提に、風水害、地震等の異常現象下においても

機能が維持できるものであること。 

 長時間の停電に耐えうるものであること。 

 停電補償時間は、県庁統制局、県庁内局、合同庁舎局及び市町局は 30 分以上、その

他の局は 10 分以上とすること。 

 非常用発電機の連続運転時間は、県庁統制局及び合同庁舎局は 72 時間以上、その他

の局は 24 時間以上を確保すること。  

なお、連続運転時間は、継ぎ足し給油により確保することで差し支えないこと。 

 総合社会教育センター 

災害対策本部室の代替施設である総合社会教育センターにおいては、既設の非常用発電

機の電源を本システムの設備及び活動場所に供給し、活動場所において停電時も照明設備



 

 

12 

 

 

を利用できること。 

 

 

3.5 衛星系設備の要求条件 

 衛星系設備(地球局)の要求条件 

 概要 

LASCOM ネット第 3 世代システムに接続し、音声、データ及び映像の送受信ができるこ

と。 

 構成 

（ア） アンテナ 

2.4 mφ相当のアンテナ装置であり、SSPA 及び LNB と接続して運用する。「LASCOM

第 3 世代網機器標準規格書集」（以下「標準規格書集」という。）に準拠すること。 

（イ） SSPA 

IF 信号を送信周波数に変換した後に必要な電力まで増幅する装置である。送信周

波数変換増幅器と冗長切替制御部で構成し、アンテナに接続して運用する。標準規

格書集を参考とすること。 

（ウ） LNB 

通信衛星からの受信信号を低雑音で増幅し、IF 信号に周波数変換する装置である。

ODU と接続して運用する。標準規格書集に準拠すること。  

（エ） IDU 

ODU との間で IF 信号の送受信を行う装置であり、LAN ポートを LASCOM が共用網と

専用網に割り当てて衛星通信サービスを提供する。標準規格書集に準拠すること。 

（オ） STB・映像送信用エンコーダ 

IDU と映像設備との間で映像の送受信を行う。 

 機能 

 有線回線の障害発生時等において、伝送経路を LASCOM ネット第 3 世代システムに自

動で切替えできること。 

 交換系設備の IP 交換機に接続し、交換系設備の電話機及び県庁の内線電話機から

LASCOM ネットの衛星電話番号による音声通話ができること。 

 映像設備を介して、LASCOM ネットとの映像の送受信ができること。 

 消防庁からの一斉指令のデータを受信し、IDU を介して消防庁一斉受令設備に配信で

きること。 

 アンテナ等を共用し、Jアラートに接続できること。 
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 衛星設備（超小型地球局）の要求条件 

 概要 

LASCOM ネット第 3 世代システムに接続し、音声、データ及び映像の送受信ができるこ

と。 

 構成 

（ア） アンテナ 

1.2mφ相当のアンテナ装置であり、ODU と接続して運用する。標準規格書集に準拠

すること。 

アンテナ反射鏡部、支持構造部、分波給電部、雨滴除去部、電源部等で構成するこ

と。アンテナ反射鏡部はオフセット型とし、主反射鏡、副反射鏡及び一次放射器で

構成すること。 

（イ） LNB 

通信衛星からの受信信号を低雑音で増幅し、IF 信号に周波数変換する装置である。

ODU と接続して運用する。標準規格書集に準拠すること。  

（ウ） IDU 

ODU との間で IF 信号の送受信を行う装置であり、LAN ポートを LASCOM が共用網と

専用網に割り当てて衛星通信サービスを提供する。標準規格書集に準拠すること。 

（エ） 専用電話機・VoIP-GW 

IDU を介して、音声通話を行う。 

（オ） STB 

IDU に接続し、映像受信を行う。受信した映像は、総合社会教育センターにおいて

は、映像配信用のモニタを設置し、配信することとし、総合社会教育センター以外

の局においては、既設のモニタに接続し、配信すること。 

 機能 

 有線回線の障害発生時等において、伝送経路を LASCOM ネット第 3 世代システムに自

動で切替えできること。 

 LASCOM ネットの衛星電話番号による音声通話ができること。 

 LASCOM ネットの映像を視聴できること。 

 更新前の本システムのアンテナ等を J アラートと共用している局においては、更新

前の本システムのアンテナ等を残置し、共用することで、引き続き J アラートに接続

できること。 
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 衛星系設備（映像設備）の要求条件 

 概要 

LASCOM ネット第 3 世代システム及び県庁内の各映像設備と映像を受配信できること。 

 構成 

 モジュラー型マトリクススイッチャ 

県庁舎北棟 2 階保守員室に設置し、各設備からの映像の送受信を行う。 

 操作端末 

県庁舎北棟 2 階災害対策本部室に設置し、モジュラー型マトリクススイッチャの操作

を行う。 

 機能 

 モジュラー型マトリクススイッチャ 

LASCOM ネット、青森県総合防災情報システム（映像系）、国土交通省河川映像、県庁

テレビ共聴設備等から映像を受信できること。 

LASCOM ネット 、青森県総合防災情報システム（映像系）、県庁テレビ共聴設備、防災

危機管理課モニタ等に対し、映像を選択し、配信できること。 

 操作端末 

モジュラー型マトリクススイッチャを操作するソフトウェアを起動し、各入出力ソー

スの操作ができること。 

 その他 

 県警察ヘリコプターテレビシステム共聴設備 

更新前は、本システムを経由し、青森県総合防災情報システム（映像系）に映像を配

信している。 

更新後は、本システムを経由せず、直接、青森県総合防災情報システム（映像系）に

配信するよう、伝送経路を切り替えること。 

 西棟 8 階大会議室 

更新前は、本システムを経由し、県庁テレビ共聴設備に映像を配信している。 

更新後は、本システムを経由せず、直接、県庁テレビ共聴設備に配信するよう、伝送

経路を切り替えること。 
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 衛星系設備（消防庁一斉受令設備）の要求条件 

 概要 

LASCOM ネット第 3 世代システムを介して、消防庁からの一斉指令を受令し、応答できる

こと。 

 構成 

 受令端末 

消防庁からの一斉指令を受令し、内容を表示する。 

 プリンタ 

消防庁からの一斉指令の内容を必要に応じて出力する。 

 受令表示器 

表示灯及び音声により受令状態を表示する。 

 帯域制限装置 

LASCOM ネット第 3 世代システムと接続し、通信の帯域制限を行う。 

 その他 

ハードウェア及びソフトウェアは、消防庁の示す資料に従うこと。 

 

 衛星系設備（全国瞬時警報システム設備）の要求条件 

 概要 

LASCOM ネット第 3 世代システムを介して、消防庁から弾道ミサイル攻撃に関する情報

や緊急地震速報、津波警報、気象警報等の緊急情報を受信できること。 

 その他 

本システムの伝送経路から分岐して接続していることから、本業務において分配器を設

置するとともに、切替え、受信確認等の必要となる一切の作業を実施し、一体で運用保守

を行うこと。 

また、設備の更新は原則不要であるが、必要に応じ行うこと。 
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3.6 ネットワーク設備の要求条件 

 概要 

本システムを構成する各機器間での IP 通信ができること。 

 構成 

 ルータ 

全局に設置し、各局間で有線回線及び LASCOM ネット第 3 世代システムを介した IP 通

信を行う。 

 L2-SW 

全局に設置し、本システムを構成する各機器を接続するため、MAC アドレスに基づき

データを転送する。 

 機能 

 ルータ 

（ア） LASCOM ネット第 3 世代システムに接続するため、ネットワークアドレスを変換

できること。 

（イ） 一斉指令局に設置するものについては、全局からの通信トラフィックに十分に

耐えられること。 

 L2-SW 

（ア） 接続する電話機等の機器に給電できること。 

（イ） 一斉指令局に設置するものについては、全局からの通信に対し十分な転送能力

があること。 

 有線回線 

要求条件は、次のとおりである。 

 本システムを運用するのに十分な通信速度であること。 

 接続可能局数が別表 1「調達数量」に示す局数以上であること。 

 365 日 24 時間の回線保守対応ができること。 

 故障受付窓口が一本化され、障害発生時に迅速に対応できること。 

 本業務において、回線の引込みを行うこと。 

 



別表1 調達数量
単 県 県 合 総 出 防 市 消 保 小
位 庁 庁 同 合 先 災 町 防 守 計

統 内 庁 社 機 関 村 本 拠
制 局 舎 会 関 係 局 部 点
局 局 教 局 機 局

育 関
セ 局
ン
タ
｜

局 1 4 5 1 8 3 40 11 1 74
端末系設備 ⼀⻫指令サーバ 式 1 1

操作端末 式 1 4 5 2 8 3 40 11 74
IP音声送受信機 式 1 4 5 2 8 3 40 11 74
スキャナ 式 1 4 5 2 8 3 40 11 74
IP音声受信機 式 10 10

管理系設備 式 1 1
交換系設備 IP交換機 式 1 1

通信管理サーバ 式 1 1
電話機 式 11 4 5 2 8 3 40 11 84
電話機（増設） 式 12 4 16
VoIP-GW 式 8 10 12 30
サバイバル装置 式 1 1

電源系設備 無停電電源装置（30分以上） 式 7 4 5 3 9 40 11 1 80
無停電電源装置（10分以上） 式 3 3

衛星系設備 地球局 式 1 1
超小型地球局 式 5 1 40 11 57
映像設備 式 1 1
消防庁⼀⻫受令設備 式 2 2
全国瞬時警報システム設備 式 ※1 0

ネットワーク設備 ルータ（⼀⻫指令局⽤） 式 1 1 2
ルータ（⼀⻫指令局⽤以外） 式 5 8 3 40 11 1 68
L2-SW（⼀⻫指令局⽤） 式 2 3 5
L2-SW（⼀⻫指令局⽤以外） 式 5 4 5 3 8 3 40 11 79
有線回線 回線 1 5 1 8 3 40 11 1 70

項目



別表1 付表 局ごとの類型（市町村局・消防本部局）
種別 局数 局名称

電話機増設なし／交換機接続なし／IP音声受信機あり 7 五所川原市、今別町、蓬⽥村、鶴⽥町、⼤間町、五⼾町、階上町
電話機増設なし／交換機接続既設／IP音声受信機なし 2 弘前市(2)、平川市(1)
電話機増設なし／交換機接続新規／IP音声受信機なし 2 板柳町(1)、東北町(1)
電話機増設１台／交換機接続なし／IP音声受信機なし 4 野辺地町、七⼾町、三沢市消防本部、北部上北消防本部
電話機増設１台／交換機接続なし／IP音声受信機あり 1 藤崎町
電話機増設１台／交換機接続既設／IP音声受信機なし 2 ⿊⽯市(2)、むつ市(2)
電話機増設１台／交換機接続既設／IP音声受信機あり 1 おいらせ町(2)
電話機増設１台／交換機接続新規／IP音声受信機あり 1 南部町(1)
電話機増設２台／交換機接続なし／IP音声受信機なし 2 鰺ヶ沢町、⻘森消防本部
電話機増設３台／交換機接続なし／IP音声受信機なし 1 つがる市

※( )内の数字は、VoIP-GWの数量である。

項目 数量 備考
電話機増設 16
交換機接続 8 （既設5局、新規3局）
VoIP-GW 12
IP音声受信機 10



別表2 撤去数量
単 県 県 合 出 防 市 消 中 小
位 庁 庁 同 先 災 町 防 継 計

統 内 庁 機 関 村 本 局
制 局 舎 関 係 局 部
局 局 局 機 局

関
局

局 1 20 18 28 11 42 14 5 139
構成局設備 更新局 式 1 4 5 8 3 40 11 72

廃止局 式 16 13 20 8 2 3 62
衛星系設備 地球局 式 1 1

超小型地球局 式 5 40 14 59
映像設備 式 1 1
消防庁⼀⻫受令設備 式 3 3

地上系無線設備 無線設備、電源設備ほか 式 6 6
局舎解体撤去 式 3 3

撤去品 旧⼋⼾副統制局無線設備 式 1 1
予備品 式 1 1
空調設備 式 10 10

項目



別表3 調達（更新・撤去）場所
1 更新局（県庁統制局・県庁内局）

管内 局名 住所
県庁統制局 保守員室 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 災害対策本部室 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 防災危機管理課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 原子力安全対策課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 夜間常駐員室 ⻘森市⻑島1丁目1-1

2 更新局（合同庁舎局）
管内 局名 住所

中南 弘前合同庁舎 弘前市大字蔵主町4
三八 八⼾合同庁舎 八⼾市大字尻内町字鴨⽥7
⻄北 五所川原合同庁舎 五所川原市栄町10
上北 十和⽥合同庁舎 十和⽥市⻄12番町20-12
下北 むつ合同庁舎 むつ市中央1丁目1-8

3 更新局（出先機関局）
管内 局名 住所

東⻘ 防災航空センター ⻘森市大字大⾕字⼭ノ内6-128
東⻘ 東地方保健所 ⻘森市第⼆問屋町4丁目11-6
東⻘ 総合社会教育センター※新設 ⻘森市大字荒川字藤⼾119-7
東⻘ 県立中央病院 ⻘森市東造道2丁目1-1
中南 弘前保健所 弘前市大字下白銀町14-2
三八 三⼾地方保健所 八⼾市大字尻内町字鴨⽥7
⻄北 五所川原保健所 五所川原市末広町14
上北 上十三保健所 十和⽥市⻄⼆番町10-15
下北 むつ保健所 むつ市中央1丁目3-33

4 更新局（防災関係機関局）
管内 局名 住所

東⻘ ⻘森地方気象台 ⻘森市花園1丁目17-19
東⻘ ⻘森海上保安部 ⻘森市⻘柳1丁目1-2
東⻘ 陸上自衛隊第9師団 ⻘森市大字浪館字近野45



別表3 調達（更新・撤去）場所
5 更新局（市町村局）

管内 局名 住所
東⻘ ⻘森市 ⻘森市中央1丁目22-5
東⻘ 平内町 平内町大字小湊字小湊63
東⻘ 今別町 今別町大字今別字今別167
東⻘ 蓬⽥村 蓬⽥村大字蓬⽥字汐越1-3
東⻘ 外ヶ浜町 外ヶ浜町字蟹⽥高銅屋44-2
中南 弘前市 弘前市大字上白銀町1-1
中南 ⿊⽯市 ⿊⽯市大字市ノ町11-1
中南 平川市 平川市柏木町藤⼭25-6
中南 ⻄目屋村 ⻄目屋村大字⽥代字神⽥57番地
中南 藤崎町 藤崎町大字⻄豊⽥1丁目1
中南 大鰐町 大鰐町大字大鰐字⽻⿊館5-3
中南 ⽥舎館村 ⽥舎館村大字⽥舎館字中辻123-1
三八 八⼾市 八⼾市内丸1丁目1-1
三八 三⼾町 三⼾町大字在府小路町43
三八 五⼾町 五⼾町字古館21-1
三八 ⽥子町 ⽥子町大字⽥子字天神堂平81
三八 南部町 南部町大字平字広場28-1
三八 階上町 階上町大字道仏字天当平1-87
三八 新郷町 新郷村大字⼾来字風呂前10
⻄北 五所川原市 五所川原市字布屋町41番地1
⻄北 つがる市 つがる市木造若緑61-1
⻄北 鰺ヶ沢町 鯵ヶ沢町大字舞⼾町字鳴⼾321番地
⻄北 深浦町 深浦町大字深浦字苗代沢84-2
⻄北 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3
⻄北 鶴⽥町 鶴⽥町大字鶴⽥字早瀬200-1
⻄北 中泊町 中泊町大字中里字紅葉坂209番地
上北 十和⽥市 十和⽥市⻄12番町6-1
上北 三沢市 三沢市桜町1丁目1-38
上北 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1
上北 七⼾町 七⼾町字森ノ上131-4
上北 六⼾町 六⼾町大字⽝落瀬字前⾕地60
上北 横浜町 横浜町字寺下35
上北 東北町 東北町上北南4丁目32-484
上北 六ヶ所村 六ヶ所村大字尾駮字野附475
上北 おいらせ町 おいらせ町中下⽥135-2
下北 むつ市 むつ市中央町1-8-1
下北 大間町 大間町大字大間字奥⼾下道20番地4
下北 東通村 東通村大字砂子又字沢内5-34
下北 風間浦村 風間浦村大字易国間字大川目28-5
下北 佐井村 佐井村大字佐井字糖森20



別表3 調達（更新・撤去）場所
6 更新局（消防本部局）

管内 局名 住所
東⻘ ⻘森消防本部 ⻘森市⻑島2丁目1-1
中南 弘前消防本部 弘前市大字本町2-1
三八 八⼾消防本部 八⼾市⽥向5丁目1番1号
⻄北 五所川原消防本部 五所川原市中央4丁目130番地
⻄北 つがる市消防本部 つがる市木造赤根1-1
⻄北 鰺ヶ沢消防本部 鯵ヶ沢町大字舞⼾町字鳴⼾385番地2
上北 十和⽥消防本部 十和⽥市⻄2番町7-10
上北 三沢市消防本部 三沢市大字三沢字堀口17-36
上北 北部上北消防本部 野辺地町字⽥狭沢40-9
上北 中部上北消防本部 七⼾町字荒熊内159-4
下北 下北消防本部 むつ市小川町2丁目14番地1号

7 廃止局（県庁内局）
管内 局名 住所

県庁内局 港湾空港課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 道路課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 河川砂防課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 水産振興課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 漁港漁場整備課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 農村整備課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 林政課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 保健衛生課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 医療薬務課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 健康福祉政策課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 環境保全課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 行政経営課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 秘書課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 エネルギ―開発振興課 ⻘森市⻑島1丁目1-1
県庁内局 東⻘地域健康福祉部 ⻘森県⻘森市⻑島2丁目10-3
県庁内局 東⻘地域農林水産部 ⻘森県⻘森市⻑島2丁目10-3



別表3 調達（更新・撤去）場所
8 廃止局（出先機関局）

管内 局名 住所
東⻘ 消防学校 ⻘森市大字新城字天⽥内183-3
東⻘ 東⻘環境管理部 ⻘森市⻑島1丁目1-1
東⻘ 東地方漁港漁場整備事務所 ⻘森市港町2-22-4
東⻘ 東⻘地域整備部 ⻘森市大字幸畑字唐崎76-4
東⻘ ⻘森港管理事務所 ⻘森市本町4-5-5
東⻘ ⻘森空港管理事務所 ⻘森市大字大⾕字小⾕1-5
三八 三八環境管理部 八⼾市大字尻内町字鴨⽥7
三八 三八農林水産部 八⼾市大字尻内町字八百刈20-3
三八 水産振興課八⼾市駐在 八⼾市大字白銀町字三島下95
三八 三八地方漁港漁場整備事務所 八⼾市大字河原木字北沼1-131
三八 八⼾港管理所 八⼾市大字河原木字北沼1-131
⻄北 ⻄北地域農林水産部 鯵ヶ沢町大字舞⼾町字鳴⼾384-37
⻄北 農村整備五所川原庁舎 五所川原市大字吹畑字藤巻24-12
⻄北 農村整備つがる庁舎 つがる市木造若宮9-1
⻄北 ⻄北地方漁港漁場整備事務所 鰺ヶ沢町大字本町246-3
⻄北 鰺ヶ沢道路河川事業所 鰺ケ沢町大字舞⼾町字鳴⼾384-37
上北 上北地方福祉事務所 七⼾町字蛇坂55-1
上北 上北地域農林水産部 十和⽥市⻄⼆番町10-21
上北 むつ小川原港管理所 六ヶ所村大字倉内字笹崎521-2
下北 下北地方漁港漁場整備事務所 むつ市中央1-1-8

9 廃止局（防災関係機関局）
管内 局名 住所

東⻘ NHK ⻘森市松原2丁目1-1
東⻘ RAB ⻘森市松森1丁目8-1
東⻘ ATV ⻘森市松森1丁目4-8
東⻘ ABA ⻘森市荒川柴⽥125-1
東⻘ AFB ⻘森市堤町1丁目7-19
東⻘ ⽇本赤十字社⻘森県⽀部 ⻘森市⻑島1丁目3-1
東⻘ 東北電力 ⻘森市港町2丁目12-19
東⻘ NTT ⻘森市橋本2丁目1-6

10 廃止局（市町村局）
管内 局名 住所

三八 南部町福地⽀所 南部町大字苫米地字下宿23-1
三八 南部町南部⽀所 南部町大字沖⽥面字沖中46



別表3 調達（更新・撤去）場所
11 廃止局（消防本部局）

管内 局名 住所
中南 ⿊⽯消防本部 ⿊⽯市大字追子野木1丁目576
中南 平川消防本部 平川市平⽥森前⽥331
⻄北 板柳消防本部 板柳町大字灰沼字岩井70

12 廃止局（中継局）
管内 局名 住所

中継局 馬ノ神中継局 ⻘森市大字⼾門字⼾門⼭1 ⼾門⼭国有林114林班と1
中継局 八森中継局 ⻄津軽郡深浦町大字深浦字岡崎338
中継局 烏帽子中継局 上北郡野辺地町大字馬門字地続⼭74林小班
中継局 大間中継局 下北郡大間町大字大間字内⼭48-1
中継局 名久井中継局 三⼾郡南部町大字高瀬字南沢⼭6-275

13 撤去品
管内 局名 住所

車両保管庫 旧八⼾副統制局無線設備 ⻘森市⻘柳1丁目16
県庁北棟2階 予備品 ⻘森市⻑島1丁目1-1



別表4 調達（更新・撤去）年度

令和4年度 設置 県庁統制局、県庁内局、合同庁舎局、出先機関局、防災関係機関局、保守拠点
撤去 県庁内局（廃止局）、中継局、撤去品

令和5年度 設置 市町村局、消防本部局
県庁統制局、県庁内局（廃止局以外）、合同庁舎局、出先機関局、防災関係機関局、
市町村局、消防本部局

年度 局種別区分

撤去



 

 

別紙 1 更新前構成図 

 

 



 

 

別紙 2 更新後構成図 

 




