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1. 事業目的 

本事業は、平成 30年度総務省無線システム普及支援事業費等補助金交付事業に定

めた公衆無線 LAN 環境整備支援事業(以下「支援事業」という。)を活用し、大規模

災害発生時に多数の避難者や観光客が災害情報等を入手するためのインフラとし

て、また平常時においても ICT授業への活用や地域住民・来訪者等へ観光情報や防

災情報等を発信可能な、公衆無線 LAN環境を整備する 

 

2. 業務内容 

名  称 三笠市公衆無線 LAN環境整備事業（以下「本事業」） 

選定方式  プロポーザル(公募型企画提案)方式 

発 注 者  三笠市長  西 城 賢 策 

業務期間  契約の日から平成 31年 3月 31日まで 

 

3. 業務範囲 

受託者は、以下に示す要領により公衆無線 LAN 環境の整備及び運用を行う。 

ただし、本業務の委託事業者選定時に受託者が提出した企画提案書（以下「提案書」

という。）に、本仕様書で示す範囲に本来の仕様と異なる代替案等が含まれる場合

は、その旨を明確に提案書に記載すること。 

(1) 全般 

ア 本事業は総務省平成 30 年度補助事業「公衆無線 LAN 環境整備支援事業」

にかかる補助金の交付を受けて実施するものであるため、無線システム普及

支援事業費等補助金交付要綱（平成 30年 3月）及び無線システム普及支援事

業費等補助金「公衆無線 LAN 環境整備支援事業」申請の手引き（平成 29年

12月）、事業実施・実績報告事務マニュアル（平成 30年 7月）の内容および

本仕様書に準拠して無線 LAN環境の整備を行うこと。整備にあたっての基本

的な考え方や、提案の概要、実施体制、調達機器の選定やネットワーク設計、

回線の敷設、サービスの提供内容やサポート体制等について、代替案等も含

めて提案を行うこと。本事業提案及び本事業経費事項は、通信費等のランニ

ング経費（補助対象外）を除き、全てが補助対象経費となる形で提案するこ

と。 

イ 三笠市（以下「本市」）が想定する機器構成の概要は別紙「機器構成一覧」

および「システム構成図・回線系統図案」の通りである。今回調達する機器

については、原則として機器構成一覧に記載された数量の通りとする。 

ウ 本支援事業と同種の無線 LAN整備事業を問題なく実施した実績、および国 

庫補助事業のシステム構築を完了後に実績報告や会計検査等の支援業務を 

行った場合は、その実績についても提案書に特記すること 



(2) 整備対象拠点 

  表 1．整備施設一覧 

三笠市役所 三笠市幸町 2番地 

ふれあい健康センター 三笠市高美町 444番地 

三笠市民会館 三笠市幸町 13番地 

クロフォード公園 三笠市本町 971 番地−1 

三笠スポーツセンター 三笠市若草町 280番地 

三笠市公民館 三笠市若草町 404番地 

三笠高校生レストラン 三笠市若草町 396番地 1 

三笠ドーム 三笠市若草町 280番地 

中央公園 三笠市幸町 1番地 

鉄道記念館 三笠市幌内町 2 番地-287 

道の駅三笠 三笠市岡山 1056番地 1 

 

(3) 拠点整備 

① アクセスポイント(以下 AP) 

ア 調査・設計、施設管理者との調整、諸手続、設置作業、試験調整等、 

機器整備およびサービス提供開始に必要となる全ての事項について、 

受託者の業務範囲とする。 

イ Wi-Fi 機器の選定については、別紙「各拠点の平面図」に基づき、各拠

点の性質に応じてサービスを提供するにあたり最も適した機種を提案

すること。 

ウ 受託者は各無線電波を正常に送受信できるように、電波強度、提供施設、

電波干渉の有無等を考慮した上で最適な場所を設計し、AP設置場所と

して選定すること。別紙「平成 30年度 三笠市公衆無線 LAN整備事業 

整備個所位置図」に赤枠で図示した Wi-Fi利用予定範囲を概ねカバーす

るよう設計し提案すること。 

エ APを設置する詳細な場所や設置方法は作業実施前にと協議のうえ最終

決定するものとし、設置・固定にあたっては、安全かつ安定した設置場

所および設置方法を確保すること。 

 

 

 

 

 



オ 災害時には「00000JAPAN」に対応し、本市の判断の下で SSIDを切替え

る機能を有すること。その際は AP管理システムと連携し、部分的また

は一括で APの SSIDを切り替える機能を有すること。もしくは受託者の

操作により遠隔で切替えることが可能なこと。 

本市にて SSIDを切替える運用となる場合、ハード機器や平易な設定操

作により切替えが可能であること。 

 

② ネットワーク接続・回線 

ア 整備対象エリアにおいて、国内の通信サービス事業者と契約していない

者（訪日外国人含む）でも無料で公衆無線 LAN（Wi-Fi）を利用してイ

ンターネット接続ができること。 

イ 役場から各施設までの管理用アクセス回線は、通信速度や信頼性を鑑み、

原則として光回線で構築すること。 

ウ 各施設からインターネットへ接続する回線も原則光回線とし、利用料が

従量制の回線及び LTE回線は認めない。なお、既設のインターネット回

線が無い施設については、受託者にてインターネット回線の実現方法と

契約支援を含めて提案すること。 

エ 管理用アクセス回線・インターネットへ接続する回線のどちらも、三笠

市が既に利用している回線を利用する提案を行う場合は、行政情報や

Wi-Fi の利用者情報への不正アクセスや情報漏えいが起きないよう、セ

キュリティに十分配慮した設計とすること。 

オ 管理用アクセス回線・インターネットへ接続する回線のプロバイダにつ

いては、管理の平易さ、利用者の利便性、料金の低廉さ等に配慮し、最

適なものを提案すること。 

 

③ Wi-Fiサービス提供 

ア 本市が指定する SSIDにより利用できること。 SSID については、本市

及び受託者で別途協議のうえ、決定すること。 

イ 整備施設については不特定かつ多数の者が想定される為 Wi-Fi を利用

する際、認証機能を備えること。 

認証方法については無線システム普及支援事業費等補助金「公衆無線

LAN 環境整備支援事業」申請の手引き（平成 29 年 12 月 総務省）に

準拠すること。 

ウ 認証画面については 5 言語以上（日本語、韓国語、英語、中国語（簡

体）、中国語（繁体））対応できること。 

 



エ 認証機能で取得した個人のメールアドレスや SNS の情報については、

Wi-Fi の接続以外の用途に使用しないこと。 

オ 公衆無線 LANの接続制限時間は、本市と協議のうえ指定できること。 

カ 初回接続時の認証が得られた後、本市の指定したウェブサイト及び PDF

ファイルへリダイレクトする機能を有すること。 

キ 認証機能・リダイレクト機能は以下の OSおよびブラウザに対応する事。 

OS：iOS、Android、Windows、MacOS 等の標準的な OS で動作すること。 

ブラウザ：Internet Explorer、Mozilla Firefox、Google Chrome、 Safari

等の標準的なブラウザで利用出来ること。 

ク その他、Wi-Fiサービス開始後の利活用方法や付帯サービス等に関して

提案がある場合は、提案書に特記すること。 

 

④ 各サーバ・ネットワーク機器、セキュリティ 

ア 新規に設置又は発注者の既存設備を活用し、整備を行うこと。 

イ プロキシサーバおよびファイアウォールを利用して、セキュリティ上必

要な下記の機能を提供すること。ただし、機能が重複する場合は、プロ

キシサーバとファイアウォールのどちらを利用しても構わない。 

【主にファイアウォールで提供される想定の機能】  

不正アクセスの防止、改ざんの防止 

【主にプロキシサーバで提供される想定の機能】  

多段プロキシ、透過型プロキシ、キャッシュ機能、IP マスカレード、

DNS、DHCP、暗号化通信（SSHなど） 

ウ AP を設置する各施設にプロキシサーバを設置し、プロキシ経由でイン

ターネットに接続を行うこと。 

エ 多数の避難者が Wi-Fiを利用する事が想定されるため、機器仕様上 127

台以上同時接続を可能とし、実測概ね 40 人程度が同時に安定して接続

できるよう設計すること。 

オ 各種サーバについて停電時は自動的にシャットダウン処理が行なわれ、

復電機能を有し自動的に起動すること。無停電現装置は整備施設毎に設

置し停電補償時間概ね 1時間以上とし、必要以上高機能なものは不可と

する。 

カ 各種サーバについて管理用ネットワークを通じて WEB 管理画面上から

各システム/プログラムのログを閲覧し、容易にデスクトップなどへ保

存できること。また暗号化通信（SSHなど）リモートアクセスに対応し

ていること。 

 



キ 無線 LAN コントローラ(以下 WLC)を設置し全ての AP を遠隔管理するこ

と。WLCはアプライアンス、ソフトウェア、サービス提供者が提供する

クラウドサービスのいずれでも可とする。 

ク 悪意ある第三者からの攻撃への対策として、端末同士の通信を拒否する

設定を行えること。 

ケ AP 側のルータから役場までの管理用ネットワークをＶＰＮ網等により

グループ化し、グループ外の回線からの接続を拒否すること。 

コ 各種サーバ等にてアクセスログ、 MAC アドレス、利用者情報等の利用

履歴を適切に蓄積・管理し、3か月以上保持すること。 

サ 整備対象拠点についてはインターネットへの出口にファイアウォール

を設け、外部からの侵入を防止する対策を講じること。 

シ 平成 31年度以降に学校施設にも整備予定しており平時に利用する利活

用提案をすること。 

 

⑤ 運用業務 

ア クライアントが通信中に WLCが停止した場合、WLCの冗長構成を取らず

とも、クライアントの通信が切断されること無く通信可能なこと。 

イ 管理用ネットワークを設け、AP及び各種サーバは Pingによる死活監視

が可能で、遠隔地からのリモート対応が可能な設計であること。 

ウ 障害発生時において、本市からの連絡を受付ける窓口を設けること。 

エ 事件、事故等により警察等からログの提出を求められた場合には、本市

の指示に基づき迅速に対応すること。 

オ 当年度、および次年度以降のランニング費用は、極力低額となるような

設計であること。 

カ WLC、プロキシ、ファイアウォールはブラウザ上で管理できる機能を有

すること。管理にあたり受託者はコントローラ管理用装置を本市の指定

する場所へ設置すること。 

 

⑥ 業務遂行 

ア 本業務は、原則として受託者が実施すること。ただし、本市において実

施することが適当と考えられる場合や、受託者が本市の協力を必要とす

る場合等、受託者以外の者に作業を実施させようとする場合には、本市

及び受託者で協議のうえ、作業者を決定することとする。 

イ 受託者は、常に業務の進行状況について把握し、円滑な進行を図ること。 

 

 



ウ 作業の進捗状況及び予定を文書によって説明することとし、各工程で評

価、検討、確認を受け、本市の承認を得て次の工程の業務を行うこと。 

エ 工程に変更が生じることが判明した場合は、事前に本市と協議を行い、

変更となった場合には、変更した「工程表」等を速やかに提出すること。 

オ 本仕様書に記載がない事項のうち、本業務の遂行上、必要と認められる

事項については、受託者及び本市で協議のうえ、実施すること。 

カ 本事業実施にあたり、設計に必要な情報を明確にするため、契約締結後

の本設計開始までに、必ず現況環境調査を行うこと。また、総務省によ

る公衆無線 LAN環境整備支援事業「申請の手引き」及び「事業実施・実

績報告事務マニュアル」に準拠した設計を必ず実施すること。 

キ 本業務に必要となる作業場所等の環境は、受託者の負担で用意すること。 

なお、本市との打合せ及び進捗状況報告など、本市及び受託者が会議を

行う場所については、事前に日程調整を行ったうえで本市が用意する。 

ク 本業務の遂行のために必要な機材は受託者が用意すること。また受託者

が必要とする交通費、食事代等は、受託者で負担すること。 

ケ 本業務を遂行するにあたり、受託者は、必要に応じて本市の担当職員へ

提言・助言を行うこと。なお、受託者が本市の担当者へ提言・助言を行

うにあたっては、極力専門用語は用いず、可視化した資料等を用いて本

市職員が理解できるように工夫すること。また、本市から本業務に係る

技術的な助言を求められた際は、速やかに対応し回答すること。  

コ 本業務の処理について、その全部又は大部分を第三者に委託し、又は請

け負わせてはならない。ただし、LAN配線等一部の業務については、あ

らかじめ本市の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 

サ 受託者は、委託業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはな

らない。 

 

⑦ 設定・設置条件 

ア 作業期間、時間帯及び作業条件 

作業期間及び時間帯は導入場所の管理者と十分に協議を行い、作業日時

を調整するものとする。 

イ 機器設置 

本事業にて設置する公衆無線 LAN 環境は災害発生時に活用することか

ら、整備する機器や設置場所等については、荷重、地震等の各種災害に

耐え得るよう、検討を行ったうえで設置を行うものとする。また、必要

に応じて設置機器に対し耐震マットやバンド等の対策を行うこととす

る。 



ウ 一般条項 

LAN 配線敷設等の作業工程については、次の工事共通仕様書に基づき、

施工管理を行うものとする。  

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（平成 28 年 3 月 国土交通省） 

エ 試験調整 

構築したネットワークについては調整試験を実施すること。試験調整内

容についてはあらかじめ本市と協議のうえ、実施するものとする。 

・ネットワーク調整・試験 

・電波環境調査（無線伝搬測定） 

 

⑧ 成果品(納入物) 

・各種計画書(機器承諾図)  

・各種設計書(設計書、詳細設計書)  

・各種試験書(現地試験成績書)  

・運用マニュアル（災害発生時の認証方法変更手順を含む）  

・総務省補助事業において求められている書類  

（システム構成図、完成写真、見取図、整備した APに関する電波環境の  

調査結果、認証方法が確認できるような認証画面の写し、操作マニュアル）  

・整備写真台帳  

・整備箇所の写真及び図面、利用可能範囲の図面  

・その他、本市が必要と認める資料 

 

上記全て総務省「公衆無線 LAN環境整備支援事業」事業実施・実績報告事 務

マニュアルによること。また本業務による成果物の著作権は、本市への引き

渡しを持って、本市へ帰属するものとする。 

 

⑨ その他 

ア 本業務委託の履行に当たっては、次の関係法令を遵守すること。 

・建築基準法及びこれに基づく施行令 

・有線電気通信法並びにこれに基づく政令及び省令等 

・その他関係法令、条例規則及び規定並びに規格等 

イ 本業務において不明な点や、本仕様書に定めのない事項については、本

市と協議のうえ決定するものする。 

ウ 仕様書の内容について、本市の指示又は設備上重大な問題が発生した場

合には協議のうえ、変更可能とする。 



エ 本事業は、平成 30年度無線システム普及支援事業費等補助金「公衆無線

LAN 環境整備支援事業」（平成 30年 5月 31日交付決定）を活用し、実

施するものであるため、実績報告等に関する資料作成及び事業実施後の

会計検査院による会計検査等への対応を行うこと。  

オ  仕様書に記載の無い事項については本市・受託者双方が協議した上で決

定する。また、業務中に疑義が生じた場合は速やかに本市と協議を行う。 

カ  瑕疵担保責任について保証期間は検収後 1 年間とし，受託事業者の責

に起因する障害については、速やかに、かつ無償にて修復するものとす

る 


