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2 株式会社 テレコムC&C

１．設計対象
次期防災⾏政情報伝達システム更新に伴い、上越市の防災体制の確⽴を図り、市⺠の⽣命、⾝
体及び財産の保護に寄与することを⽬的とします。

➀同報系防災⾏政無線設備
➁移動系防災⾏政無線設備
③多重無線設備
２．業務内容

特記仕様書に基づき、設計検討を⾏います。
３．業務の取組体制
➀防災⾏政無線設備及び多重無線回線設備の設計業務実績が豊富な担当者が業務を担当します。
➁⼯事経験豊富な担当者が業務を⾏うことで、施⼯が確実に実施可能な設計を⾏います。
③その他
・各関係機関と綿密な打合せ協議を⾏います。
・県内本社に所属する担当者が迅速に業務に対応します。
・新型ウィルス感染予防対策を実施します。
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検討項⽬
2022年度 2023年度
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設計計画

設計協議(⽉1回程度)

実地踏査・設計条件・課題整理

基本設計

実施設計

発注者⽀援業務発注書仕様書(案)作成

発注者⽀援業務予算書作成

関係機関協議

報告書の作成

➀ 災害に強い情報インフラ構築の検討・提案・設計を実施します。
➁ 地域住⺠や観光客及び来訪者に対しての防災情報の配信⽅法を検討します。
③ 最新の技術動向を考慮した多様な情報配信⼿段の導⼊を検討します。
④ 更新整備について経済性及び運⽤性等に考慮した検討・提案・設計を実施します。
⑤ 地域特性を考慮した置局配置計画、拡声範囲計画について検討・提案・設計を実施します。
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同報系防災⾏政無線システムの⽐較

項⽬ 現⾏⽅式
STD-T86

新⽅式
STD-T115

280MHz
デジタル同報 IP通信網同報

使⽤回線 ⾃営無線回線 事業者通信回線

メリット

・⾃営通信網のため災害に強い
（他回線の制約等を受けない）
・導⼊実績が多く整備率が⾼い ・⼤出⼒のため、サービ

スエリアが広い
・⼾別受信機が安価

・サービスエリアが広い
・不感地域が少ない
・⼾別受信機の種類
が豊富
・IPシステムとの連携
性が⾼い

・⾼機能同報無線
・⾁声放送が可能

・整備費⽤を低廉化
・通信エリアの拡⼤
・⾁声放送が可能

デメリット ・整備費⽤が⾼額
・⼾別受信機が⾼額

・機能の制約有
・単信通信

・⾸都圏災害時に影響がある
・１社開発のため価格競争性が発⽣しない
※⾁声放送が不可
※⽣放送が不可

※⾁声放送が不可
※ランニングコストが⾼価

同報系防災⾏政無線システムには現在上記のシステムを選択することが可能ですが、緊急災害時
に⾃営通信回線により即時通報ができる⾁声放送に対応している「現⾏⽅式(STD-86)」及び
「新⽅式(STD-115)」が、上越市に最適なシステムであると考えます。設計検討では、各種⽅式に
ついて⽐較検討を⾏い、施⼯性、経済性等を考慮した基本設計・実施設計を実施します。
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移動系防災⾏政無線システムの⽐較

項⽬ 現⾏⽅式
(TDMA)

新⽅式
(4値FSK) IP通信網無線

使⽤回線 ⾃営無線回線 事業者通信回線

メリット

・⾃営通信網のため災害に強い
（他回線等の制約を受けない） ・事業者通信局利⽤のため、整備費

⽤が安価
・サービスエリアが全国・データ通信等の⾼機能化

・多チャネル化
・複信通信が可能

・現⾏⽅式より安価

デメリット ・整備費⽤が⾼価
・機能の制約有
・利⽤可能周波数が少ない
（通信局と協議要）

・⼀般IP無線であり災害時に輻輳の
恐れが有
・通信秘匿性が低い
・ランニングコストが⾼価

移動系防災⾏政無線システムには現在上記のシステムを選択することが可能ですが、上越市では
消防団が主として移動無線を利⽤していることから、設計検討では、利⽤者に対してのヒアリングを実
施し、利⽤性、施⼯性、経済性等を考慮した基本設計・実施設計を実施します。



6 株式会社 テレコムC&C

次期防災⾏政情報伝達システム更新の課題

１．同報系
① 中郷区・板倉区・清⾥区の⼀部の屋外拡声⼦局が現⾏⽅式(16QAM)で更新されているため、

それ以外の屋外拡声⼦局の更新⽅式（16QAMまたはQPSK等）を検討する必要がある。
② 新⽅式を検討する場合、通信エリアの⾒直し、再送信⼦局等の再配置を検討する必要がある。
③ スピーカの出⼒・⽅向等の検討を⾏い、⾳達エリアの⾒直しが必要である。
④ ⼾別受信機（20,918台）及び防災ラジオ（44,164台）の台数が多いため、整備費⽤が⾼額

となる。

２．移動系
① 平時の利⽤が少なく有効活⽤するための運⽤⽅法を検討する必要がある。
② 運⽤者へヒアリングを⾏い、更新後の運⽤⽅法を検討し、最適なシステムを検討する必要がある。
③ 新⽅式を検討する場合、基地局配置を⾒直し通信エリアの検討が必要である。



7 株式会社 テレコムC&C

次期情報伝達システム構成

親局設備

同報系防災⾏政無線
【凡例】

移動系防災⾏政無線
多重無線
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防災情報・発令判断⽀援システム

市⺠に対し避難勧告等の判断に必要となる防災情報を⼀画⾯に集約することで、設定した警戒レベル
の情報を察知し、迅速・確実に避難勧告等の判断及び決定を実施することが可能となります。また、検
知した避難情報をアラームで通知したり、⾃動的に発令の推奨を促すため、防災担当者に負担をかけず
に統⼀された意思決定が可能になるシステムを検討します。

避難警報
気象庁より避難警告が

発令されました
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⼀度の操作で各種防災情報の⼀⻫配信システム

収集した防災情報に関し、発令判断⽀援機能にて発令が決定した内容を、複数メディアに対して
⼀回の操作で同時配信することが可能となります。各メディアに対して防災担当者の業務負担を⼤幅
に軽減できる情報配信⼿段になります。

避難警報
気象庁より避難警告が

発令されました
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災害時の迅速な伝達と、⽇常の広報での活⽤が可能なワンソースマルチユース

⽂字⼊⼒

屋外拡声⼦局防災サーバ

外国⼈
⾼齢者
視覚障碍者
聴覚障碍者

SNSなど市公式ページ

FAX
(難聴者向け)

防災端末器⾳声合成サーバ

多⾔語サービス

防災アプリ JCV

迅速に多様なメディアへの配信を⾏うだけでなく、
災害弱者や来訪者に向けた、⽇常での活⽤も
視野に⼊れた検討を⾏います。

防災メール防災ポータル

エフエム上越

防災担当者が個別に情報配信を⾏う負担を軽減するため、防災情報配信の⼀元化を検討します。
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SoundUD推進コンソーシアム（会員数︓333社）は
⾳響通信を使ったユニバーサルデザイン化を進め、 「おも
てなしガイド」の技術基盤であるSoundUDの推進団体

2016年 世界発信コンペティション⼤賞受賞
2017年 第72回九都県市⾸脳会議

九都県市のきらりと光る産業技術として表彰

・ペーパーレス／ハードレスな情報インフラ
・⽂字情報からの⾳声読み上げに対応
・世界39⾔語に変換可能
・位置情報を利⽤し、最適な情報を提供
・専⽤アプリ不要︕QRコードを読み込むだけ︕

QR Translator 〈特⻑〉
・スピーカからの⾳声を⼿元で簡単に⺟国語表⽰
→アナウンスを⾒える化

・館内スピーカの位置に基づき、適切な誘導
・各旅客業界や新国⽴競技場等で導⼊が進められている
・オフラインでも利⽤可能

おもてなしガイド 〈特⻑〉

新しい伝達⼿段例検討対象例

外国⼈・観光客向けの多⾔語化可能な防災情報伝達⼿段

市⺠や災害弱者、観光客など、それぞれの特徴を踏まえた伝達⼿段について、様々なメディアを⽐
較・検討して費⽤対効果を考えた設計を⾏います。
また、⾳声では伝えきれない詳細な防災情報（避難所の開設・混雑情報や地区ごとの情報）は、
専⽤の防災ポータルや、プッシュ通知が可能な防災アプリなどを活⽤するなど、幅広いメディアから最
適な選択を⾏います。

FAX

防災ポータル 防災アプリ

QRコード

プッシュ
通知詳細情報

難聴者 来訪者
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整備内容/年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

多重無線設備
(中継設備)

移動系防災⾏政無線設備

同報系防災⾏政無線設備
(屋外拡声⼦局）

同報系防災⾏政無線設備
(⼾別受信局)

➀ 中継設備となる多重無線設備の更新が最優先
➁ 中継局は消防設備と共⽤しているため、更新時の調整が必要
③ 同報系新⽅式を選択した場合、全更新が終了するまで同報系設備のサイマル運⽤（旧・新⽅式混在）が必要
④ 同報系のサイマル運⽤を⾏うには、既設機器と新設機器の設置が必要となり、設置スペースの確保が必要
⑤ 同報系のサイマル運⽤時の機器設置が既設中継局舎で困難な場合の新設中継局舎建設期間を考慮する必要
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同報系整備に関するコスト低減ポイントは、現⾏⽅式及び新⽅式による機器費⽤検討をすることに
よるコスト低減を検討します。ただし、運⽤⽅法により採⽤する⽅式が変わるため、運⽤⾯についての詳
細検討結果を考慮しての検討を実施します。

設備種別 16QAM(現⾏) QPSK(新⽅式) 試算条件

屋外拡声⼦局 ￥849,000,000- ￥707,500,000-
数量根拠仕様書記載
屋外拡声⼦局︓283局更新
(中郷区・板倉区・清⾥区を除く)

⼾別受信機 ￥1,045,900,000- ￥564,786,000-
数量根拠
⼾別受信機︓20,918台更新
(防災ラジオ除く)

※機器単体費⽤⽐較

機器費⽤のコスト低減により、維持管理費のコスト低減が可能
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移動系防災⾏政無線は⽇常時での活⽤頻度は低く、⾮常災害時の運⽤が主となるため、更新費⽤
に対する費⽤対効果が現れる状況は⾮常に低くなります。最近では、低価格のIP無線の普及も進んで
いるので上越市担当者様及び消防団員様へのヒアリングにより運⽤⽅法を検討し、低廉化を考慮した
システムによりコスト低減を実現します。

関連整備の更新⽅式により、現⾏の多重無線回線について、伝送容量及び回線区間を再検討
することで、機器費⽤のコスト低減を図ります。

設備種別 TDMA(現⾏) IP無線
(利⽤料含む) 試算条件

携帯型無線機 ￥176,550,000- ￥121,980,000- 数量根拠仕様書記載
携帯型無線機︓321台更新

※機器単体費⽤⽐較

機器費⽤のコスト低減により、維持管理費のコスト低減が可能



15 株式会社 テレコムC&C

既存システムからの円滑な移⾏⼿段

多重無線設備（同報系・移動系・消防救急無線）の更新

各中継局設備の併設（旧設備・新設備）運⽤

システム移⾏の⼿順を検討することにより、円滑な整備⼯事の実現が可能

同報系、移動系及び消防救急無線設備のアプローチ回線として使⽤している重要回線であるため、
停⽌しての更新が困難となります。
そのため多重無線設備更新時は、事業者通信回線を各中継局設備に新設し、有線⽅式で親局か
ら各中継局設備に接続し、多重無線設備の更新を検討します。

既設中継局舎内の機器配置状況及び他設備の将来構想を考慮し、旧設備及び新設備機器の併
設を検討します。既設中継局舎内に併設が困難な場合は、新たな中継局舎設置について検討しま
す。
また、新たに中継局舎を設置する場合は、建設⽤地の測量、関連協議資料の作成・協議を実施し、
整備⼯事の円滑化を図ります。
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現地調査で既設設備の流⽤可否を判断し、事業費を削減

親局、中継局、屋外拡声⼦局等の現地調査を全箇所⾏い、鋼管柱及び基礎等の劣化診断を実
施します。その結果を踏まえ、更新後１０年程度使⽤可能か、または更新が必要かを検討し、既設
流⽤による事業費削減を考慮した設計を実施します。また、更新する鋼管柱等については、更新後
の機器類を考慮した構造計算を実施し、地震及び台⾵等の強⾵が発⽣しても倒壊等の恐れが無い
か検討します。
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屋外拡声⼦局鋼管柱の再利⽤基準

⽇鉄建材㈱の「パンザーマスト地際部の保守・点検および補修対策（案）」を参考基準とし、判断します。
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出典︓㈱アクセス

屋外拡声⼦局鋼管柱の補修対策（案）

出典︓ヨシモトエンジニアリング㈱

鋼管柱メーカ及び防⾷・防⽔対策メーカ等にて推奨している以下の補修対策⼯法を基に検討し、
補修対策設計を実施します。
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⾼性能スピーカを考慮した、⾳達エリアの改善を検討

課題
・災害時の住⺠の安⼼安全を守るため、確実な
伝達が必要
・不達エリアに全て置局を⾏うと、コストがかかる
・既設を有効に活⽤し⾳達エリアを確保したい

特徴

⾼性能スピーカ60W

約300m
約500m

レフレックス型スピーカ50W

・⾳達距離が従来スピーカーの約2倍
・最⼤瞬間⾵速75m/s以上に耐える
・耐蝕性に優れたアルミ製で耐久性が⾼い

①⼦局Bに⾼性能スピーカを設置
②⼦局Aの⾳達範囲は⼦局Bと重複
③⼦局Aを廃⽌しても影響なし

・⾳響⾳達範囲図を作成し、屋外拡声⼦局の置局検討を実施
・スピーカの⽅向、出⼒の再検討を実施
・⾼性能スピーカの採⽤により、⾳達範囲の重複するエリアの⼦局
を削減

＜参考︓机上シミュレーション例＞

Ａ

B B＜参考︓⾳達距離例＞



20 株式会社 テレコムC&C

10.2dBμV以上（⻘⾊）
3ELで受信可能エリア

【凡例】

7.2dBμV以上（緑⾊）

新⽅式のサービスエリアの把握
机上シミュレーションにより、新⽅式でのサービスエリ

アを把握し、以下の確認と対策を⾏います。
①各再送信⼦局の要否検討
②⼾別受信機の外部アンテナ要否検討

変調⽅式（16QAM、QPSK）の違いによるサービスエリアの把握

⻑倉中継局、⼤峰中継局及び各再送信⼦局から新⽅式（QPSK）による机上検討を実施し、
再送信⼦局の削減を検討いたします。

項⽬
16QAM
(現⾏)

QPSK
(新⽅式)

所要受信機⼊⼒電圧
(実効受信機⼊⼒電圧)

25.1
dBμV

10.2
dBμV

＜参考︓屋外拡声⼦局机上シミュレーション例＞

⼤峰中継局

⻑倉中継局
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54.5dBμV以上（⽔⾊）
ロッドアンテナで受信想定

【凡例】

24.5dBμV以上（⻩⾊）
外部アンテナが必要

変調⽅式（16QAM、QPSK）の違いによるサービスエリアの把握

新⽅式（QPSK）による机上検討を実施し、⼾別受信機のサービスエリア拡⼤による外部アンテナ
削減を考慮した検討を実施します。参考机上シミュレーション結果は、以下のとおりです。

＜参考︓⼾別受信機の机上シミュレーション⽐較＞

⼤峰中継局

⻑倉中継局

40.2dBμV以上（⻘⾊）
ロッドアンテナで受信想定

【凡例】

10.2dBμV以上（緑⾊）
外部アンテナが必要

⼤峰中継局

⻑倉中継局
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関係機関協議の円滑な対応

上越市様の市町村防災⾏政無線システムに関連する関係機関様と、システム更新に伴い発⽣する
仕様の変更、⼯事時期、システム移⾏の内容等について事前協議を⾏い、整備⼯事が円滑に進むよ
うに対応いたします。

協議調整、協議資料作成を⾏い、上越市様の負担軽減を考慮した設計

機関名 協議内容

信越総合通信局
・更新整備計画に関する協議
・同報系︓整備⽅針の検討及び新⽅式を採⽤する場合の事前協議
・移動系︓整備⽅針の検討及び⽅式変更を採⽤する場合の事前協議

ARIB電波産業会 ・多重無線設備の更新に関する協議

上越ケーブルビジョン ・放送事業者割込装置の更新に関する協議

エフエム上越 ・放送事業者割込装置の更新に関する協議
・防災ラジオ更新に関する協議

上越市有線放送電話協会 ・放送事業者割込装置の更新に関する協議

上越地域消防事務組合 ・多重無線設備の更新に関する協議

上越市消防団 ・移動系システム更新に関する協議
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関係機関協議の円滑な対応

次期防災情報伝達システムの検討に必要な関係機関協議のスケジュールを計画し、円滑な協議を
実施します。

スケジュール調整を⾏い、上越市様の負担軽減を考慮した設計

機関名
2022年度 2023年度

7
⽉

8
⽉

9
⽉

1
0
⽉

1
1
⽉

1
2
⽉

1
⽉

2
⽉

3
⽉

4
⽉

5
⽉

6
⽉

7
⽉

8
⽉

9
⽉

1
0
⽉

1
1
⽉

1
2
⽉

1
⽉

2
⽉

3
⽉

信越総合通信局

ARIB電波産業会

上越ケーブルビジョン

エフエム上越

上越市有線放送電話協会

上越地域消防事務組合

上越市消防団
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令和４年度における財政措置

公表されている財政措置を確認し、利⽤可能な補助⾦等の有無について検討します。
名称 財政措置 対象設備例

緊急防災・減債事業債
(5年間延⻑)
令和3〜7年

充当率︓100％
交付税措置︓70％

・防災無線のアナログからデジタル化更新
・防災情報システム、災害時オペレーションなどの情報伝達のために
必要な通信施設
・災害情報伝達⼿段への⼀⻫送信機能
・住⺠への防災情報の確実な伝達のための機能強化
（屋外⼦局スピーカの機能強化、バッテリー強化など）
・J-ALERTの充実強化
・指定避難所の強化、改善（WiFi、⾮常⽤電源など）
※⽼朽化／故障等により、機能が変わらない同じものを置き換え、
操作卓単体の更新、デジタル化を伴わないスプリアス対策は対象外

防災対策事業債
(継続)

（防災基盤整備・デジタル化関
連事業）

充当率︓90％
交付税措置︓50％

・防災無線のデジタル(16QAM)からデジタル(QPSK)への更新
・スプリアス対策
・⼾別受信機は親局等の⼯事と⼀体の場合には適⽤対象
※⼾別受信機だけの場合は対象外

特別交付税措置
（継続） 措置︓70％ ・⼾別受信機のみの整備
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①特記仕様書及びその他発注に必要な資料
②発注図⾯
③数量計算書
④設計書（事業費）

弊社の業務サポート体制

設計業務委託期間中及び業務完了後（瑕疵期間中）に、整備⼯事発注に必要となる設計図書に
ついて、修正等の微修正が発⽣した場合でも、誠意ある対応をいたします。

上越市様の整備⼯事発注まで弊社が対応いたします

弊社では、新潟市に本社を構え経験豊富な管理技術者及び担当技術者が設計業務に従事します。
業務内における設計協議、発注者様からの依頼事項に対し、迅速対応可能な体制で設計業務に対応
します。




