
魚津市公告第 29号  

 

防災行政無線戸別受信機整備事業に係る一般競争入札を施行するので、

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の６及び魚津市契約規

則（平成 29年魚津市規則第４号）第４条の規定により、次のとおり公告す

る。  

 

令和３年６月 15日  

 

魚津市長  村椿   晃  

 

 

件  名   防災行政無線戸別受信機整備事業  

 

  詳細は別添「防災行政無線戸別受信機整備事業に係る一般競争入札実

施要項」のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公告に関する問い合わせ先は、以下のとおりとする。  

 

〒 937-8555 魚津市釈迦堂 1-10-1 

魚津市総務課防災危機管理室  

TEL（ 0765） 23-1078 FAX（ 0765） 23-1182 

bousai_uozu@city.uozu.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

防災行政無線戸別受信機整備事業に係る 

 

一般競争入札実施要項 

 

 
 

 

 

 

 

 

入 札 番 号         総第４３２号 
 

申 込 期 間         令和３年６月 15日（火）～ 

            令和３年６月 29日（火）17時まで 
 

入 札 期 間         令和３年６月 30日（水）～ 

            令和３年７月８日（木）17時まで 

 

開 札 日    令和３年７月９日（金）14時 

 

 

 

 

魚津市総務課防災危機管理室  
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防災行政無線戸別受信機整備事業に係る一般競争入札の概要 

 

 

 

① 入札の公告 

・魚津市ホームページにて公告開始 

・実施要項の配付 

市ホームページからダウンロード可 

 魚津市総務課防災危機管理室にて配布可 

 

 

②申込み 

・入札参加申込書（兼受付書）、誓約書を提出 

・郵送または持参によるものとする 

・郵送の場合は簡易書留 

・令和３年６月 29日（火）17時必着 
※魚津市競争入札参加資格者名簿に未登録の場合は、この 

期間に登録申請を行うこと。 

 

 

③入札期間 

・郵送または持参によるものとする 

・郵送の場合は簡易書留 

・令和３年７月８日（木）17時必着 
※魚津市競争入札参加資格者名簿に登録済であること。 

 

 

④開札、落札者決定 

・開札し落札者を決定 

 

 

 

⑤契約締結 

・落札者は市と契約を締結 

 

 

⑥戸別受信機の納入 

 納入検査、金額の支払い 
 

 

 

 

 

令和３年６月 15日（火） 

入札の公告 

同日 

実施要項の配付開始 

 

令和３年６月 15日（火） 

～令和３年６月 29日（火）17時 

申込受付期間 
（土日祝日除く） 

令和３年６月 30日（水） 

～令和３年７月８日（木）17時 

入札期間（土日祝日除く） 

 

令和４年２月 28日（月）まで 

納入期限 

契約の締結 

令和３年７月９日（金）14時 

開札、落札者決定 
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防災行政無線戸別受信機整備事業に係る一般競争入札実施要項 

 

 

１ 入札に付する事項 

   （１）入札件名  防災行政無線戸別受信機整備事業 

   （２）入札番号  総第４３２号 

   （３）内  容  入札仕様書のとおり 

   （４）納入期限  令和４年２月 28日（月） 

   （５）納入場所  入札仕様書のとおり 

 

２ 入札に参加する資格 

   次に掲げる者は、入札に参加することができない。 

   （１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に該当する者 

   （２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第

2条第 2号から第 4号まで及び第 6号に該当する 

   （３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147

号）第 5条による観察処分を受ける団体及びその関係者 

   （４）入札参加者の住所地又は法人の所在地において市町村税目に滞納のある者 

    なお、入札参加者の資格要件は、関係機関などへ照会し確認する場合がある。 

    

３ 入札参加申込みについて 

   （１）入札参加希望者は、次の①②の書類を提出すること。 

      ①入札参加申込書（兼受付書） 

      ②誓約書 

   （２）書類提出期間 

       令和３年６月 15日（火）から 

       令和３年６月 29日（火）17時まで 

       土日祝日を除く。郵送の場合は、簡易書留で必着とする。 

   （３）提出先 

       魚津市総務課防災危機管理室 

   （４）申込み受付後、入札参加申込書（兼受付書）の写し（受付印を押印したもの）

を交付します。この写しは、入札や開札に来庁される場合に必要となります。 

   （５）魚津市競争入札参加資格者名簿に登録されていない場合は、この期間内に登録

の申請をしてください。 

 

４ 入札実施要項を交付する場所及び期間 

   （１）交付場所 

       ①魚津市総務課防災危機管理室 

       ②魚津市ホームページ 

   （２）交付期間 

       令和３年６月 15日（火）から 

       令和３年６月 29日（火）17時まで 
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５ 入札書の提出について 

   （１）所定の入札書及び封筒により、持参若しくは郵送とする。 

   （２）提 出 先 魚津市総務課防災危機管理室 

   （３）入札期間 令和３年６月 30日（水）から 

           令和３年７月８日（木）17時まで 

    ※電子メールやＦＡＸによる入札は認めない。 

※入札の回数は１回とする。 

※代理人（社内代理人も含む）が入札に参加する場合は、委任状が必要です。た

だし郵送入札の場合は不要です。 

    ※土日祝日を除く。郵送の場合は必着で、簡易書留とする。 

    ※３（５）による登録申請を行った場合、登録完了後に入札書を提出することが

できるものとします。 

 

６ 入札保証金に関する事項 

   免除とする。 

 

７ 入札における注意事項 

   （１）入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた金額を記入すること。 

   （２）入札金額は、右詰めで算用数字にて表示し、頭部に「￥」又は「金」を記入

すること。 

   （３）金額を訂正した入札書は無効とする。 

   （４）提出された入札書は、差し替え又は取り消しはできない。 

   （５）予定価格未満の入札は無効とする。 

   （６）本公告に示した入札参加資格のない者及び入札参加資格の確認について、虚

偽の申請を行った者のした入札は無効とする。 

 

８ 開札の日時及び場所 

   令和３年７月９日（金）14時から 魚津市役所３階 第５会議室 

    ※必ずしも開札に立ち会いを要するものではありません。 

※開札に立ち会いを希望される方はあらかじめご連絡ください。 

※代理人（社内代理人を含む）が開札に参加する場合は、委任状が必要です。 

 

９ 落札者の決定方法 

   入札期間終了後、開札を行い有効な入札を行った者のうち、入札価格が予定価格 

（最低落札価格）以下でかつ最低の価格（落札価格）で入札した者を落札者とする。

ただし、当該最高の価格をもって入札した者が２人以上ある時は、くじ引きにより落

札者を決定する。 

 

10 再度入札 

   入札不調により、再度入札を行う場合は、設計内容、予定価格を初度入札と同一と

し、初度入札参加者に再度入札通知書をＦＡＸします。 

 

11 契約に関する事項 

   （１）契約の締結 
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       落札者は、落札決定の日から７日以内（土日のぞく）に魚津市が定めた契

約書により契約を締結しなければならない。期限までに契約を締結されない

場合は、落札を無効とする。 

   （２）契約内容及び契約金額 

      市と落札者において、落札価格に基づき、下記に関する契約を締結する。 

『戸別受信機１０５台の売買に関する契約』 

   （３）契約保証金 

       免除とする。 

   （４）契約の解除 

       契約に定める義務に違反したとき、魚津市が定める一般競争入札に参加す

るために必要な資格又は契約締結に必要な資格がないことが判明した時は、

契約を解除する。 

   （５）その他契約に関する必要な事項 

       その他契約に関する必要な事項については、別途契約書にて定めることと

する。 

 

12 その他 

 

   （１）この要項に定めのない事項に疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとす

る。 

   （２）予定価格及び入札結果について 

      ①予定価格 公表しない。 

      ②入札結果 入札額のみ市ホームページで公表する。 

   （３）【お問い合わせ先】 

入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地 

      魚津市総務課防災危機管理室 

        〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂 1-10-1 

        電 話 ０７６５－２３－１０７８ 

        ＦＡＸ ０７６５－２３－１１８２ 

        E-Mail bousai_uozu@city.uozu.lg.jp 
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入 札 参 加 申 込 書（兼受付書） 
 

令和３年  月  日 

魚津市長 様 

 

       〈申込人〉 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

         〈代理人〉 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
※代理人欄は、申込人が法人代表者であって社内代理人がこの申込書を提出される場

合も、記載が必要です。ただし、申込人が郵送で提出される場合は不要です。 

 

 下記の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みします。 

 

記 

１．入札件名   防災行政無線戸別受信機整備事業 

２．入札番号   総第４３２号 

３．添付書類 ※〈申込人〉のものだけで可 

・誓約書 

・公的機関が発行する証明書の写し 

（住民票、運転免許証、保険証、パスポート等） 

   （法人の場合は商業登記簿謄本の写し） ※３ヶ月以内に発行されたもの 

・住所のある自治体の納税証明書又はその写し ※発行可能な最新の年度のもの 

 

〈注意事項〉 

１．代理人が入札に参加されるときは、申込人(委任者)の住所(所在地)、氏名、電話番

号を〈申込人〉欄に記入し、代理人の住所(所在地)、氏名、電話を〈代理人〉欄に記

入のうえ、押印してください。 

２．共有名義で申し込まれる場合、申込者の欄には、共有者を代表して入札手続きを行

う方の所定事項を記入してください。他の共有者は委任状に必要事項を記入のうえ提

出してください。 

３．法人名義で申し込まれる場合は、法人の印鑑は法人の代表者印を使用してください。 
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誓 約 書 
 

令和３年  月  日 

 

 魚津市長 あて 

 

〈申込人〉 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

                  （印鑑登録印（実印）を使用してください） 

 

 

 

私は、魚津市が実施する一般競争入札に参加するにあたり、以下の事項に相違ない旨、

確約の上、防災行政無線戸別受信機整備事業に係る一般競争入札（入札番号：総第 432

号）実施要項及び貴市における入札、契約などに係る諸規程を厳守し、公正な入札をい

たします。 

万一、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当

該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁

に対し一切異議、苦情などは申し立てないことを誓約いたします。 

 

 

１ 私は、次に掲げる入札に参加することのできない者のいずれにも該当しません。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被

保佐人、被補助人）及び破産者で復権を得ていない者 

（２）地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する者で、その事実

があった後 2年を経過しない者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号から第４号まで及び第６号の規定に該当する者若しくはその関係者 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）

第 5条による観察処分を受ける団体及びその構成員若しくはその関係者 

 

２ 私は、入札参加資格確認のため、本誓約書、入札参加申込書等が関係機関に照会さ

れる場合があることに同意します。 
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入 札 書 
 

令和３年  月  日 
 

魚津市長 あて 

 

〈入札者〉 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 

 

 

１．入札件名   防災行政無線戸別受信機整備事業 

 

 

２．入札番号   総第４３２号 

 

 

３．入札金額 

上記の入札件名について、以下の金額をもって入札します。 

         
 

円 

※消費税及び地方消費税相当額を含めた額を記入すること。 

 右詰めで算用数字にて表示し、頭部に「￥」又は「金」を記入すること。 

※下記「4．入札金額の内訳」における①の金額と一致させること。 

 

 

４．入札金額の内訳 

・防災行政無線戸別受信機 

105台 ×         円 × 消費税等 ＝           円・・①         

１台あたりの税抜き単価        10％ 
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委  任  状 
 

令和２年  月  日 

 

魚津市長 あて 

 

 

〈入札者〉 

 

住  所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
(法人名及代表者名) 

 
※入札者（委任者）が郵送で入札を行う場合は不要です。ただし、入札者

（委任者）が法人代表者であって社内代理人を入札（または開札）に参加

させる場合は、委任状が必要です。 

※個人名義・法人名義いずれも、印鑑登録のある印（法人名義の場合は代

表社印）を使用してください。 

 

 

 

私は、次の者をもって代理人と定め、下記件名の一般競争入札に関する一切の権限を委

任します。 

 

 

代理人住所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

代理人氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

代理人使用印 

 

 

 

 

 

 

記 

 

入札件名  防災行政無線戸別受信機整備事業 

入札番号  総第４３２号 
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入札封筒について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地(住所)： ●●    

申込人氏名 ： ●●

●・             

※個人名義・法人名義いずれも、印鑑登録のある印（法人

名義の場合は代表者印）を使用してください。 

 

○印  ○印  ○印  

入札書在中 

件名   防災行政無線戸別受信機整備事業 

番号   総第 432号 



仕  様  書 

 

 

１、件名      防災行政無線戸別受信機整備事業 

 

２、機器名称    防災行政無線戸別受信機 

 

３、数量      １０５台 

 

４、納⼊期限    令和４年２月 28日（月）  

 

５、納⼊場所    魚津市総務課（魚津市釈迦堂 1-10-1）内の指定する場所 

 

６、機器仕様等 

【品名及び品番】 

品名 品番 備考 

防災行政無線

戸別受信機 

ＥＡ－１０１８０Ｓ 60 MHz 帯を使用したデジタル同報通信システム

の通報を各家庭で受信するための防災行政 

無線戸別受信機 

 

【構成】 

区分 品名 員数 備考 

本体 防災行政無線戸別受信機 １ 伸縮アンテナ、ストラップ付き 

付属品 電源コード １ 約４ｍ 

 取付金具 １  

 取付用ネジ ４  

 取扱説明書 １  

 

【主な仕様】 

項目 仕様 

受信周波数 54.000 ～ 71.000 MHz 

チャネル間隔 15 kHz 

通信方式 時分割多元接続方式 

変調方式 16QAM 



電源電圧 AC 100 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz 

消費電力 5 W 以下（AC 100 V 系） 

温度条件 0 ～ 40 ℃ 

湿度条件 95 %以下（35 ℃において） 

外形寸法 幅：約 220 mm、奥行き：約 57 mm、高さ：約 145 mm 

（突起物を除く） 

質量 約 1 kg（電源コード、乾電池を含まず） 

 ◇受信部 

項目 仕様 

受信感度 +9 dBμV 以下（BER = 1 × 10-2） 

スプリアスレスポンス 53 dB 以上（常温にて） 

隣接チャネル選択度 42 dB 以上（常温にて） 

相互変調特性 53 dB 以上（常温にて） 

副次発射強度 4 nW 以下（常温にて） 

空中線インピーダンス 50 Ω 不平衡 

 ◇モニター部 

項目 仕様 

受信出力 内部スピーカー単独時 出力 0.5 W 以下 

（AC 動作時、外部スピーカー未接続時） 

 外部スピーカー接続時 出力 0.4 W 以下 

（インピーダンス：8 Ω） 

 乾電池動作時 出力 0.1 W 以下 

（外部スピーカー未接続時） 

 ◇選択呼出部 

項目 仕様 

呼出動作 下記の各信号にて呼出が可能。 

1. 緊急一括 ：強制音量で一括呼出 

2. 一括   ：通常音量で一括呼出 

3. 群    ：指定の最大 30 個の群番号で呼出 

4. 個別   ：指定の個別番号で呼出 

5. 終話   ：放送終了 

分割放送 一括放送、群・個別放送の分割放送（時差放送）は指

定された分割番号での呼出が可能。 

 



７、機器の設定等 

以下の項目について、各戸別受信機に設定した上で納品すること。 

なお、各項目の設定内容の詳細については、落札後、魚津市（発注者）及び魚津市（発注

者）が委託する防災行政無線保守点検業者等と協議の上、決定する。 

① 着信周波数 

② 都道府県市町村コード 

③ 括受信の有無 

④ 分割番号 

⑤ 個別番号 

⑥ 録音機能の有効／無効 

⑦ 低電圧警告音の有無 

⑧ 最大録音件数 

⑨ 群番号 

 

８、その他  

① 納入機器の製品保証は、1 年以上であること。 

② 納入機器は、すべて同⼀機種・同型番とすること。 

③ 納入機器は、すべて新品とすること。 

④ 類似品、同等品での入札は認めない。 

⑤ 落札事業者及びサポート体制（故障時の問合せ等）が富山県内にあること。 

⑥ 本仕様書の内容について質問がある場合は、次のとおり電子メールにて提出すること。 

・提出期限   令和３年６月 29日（火）17 時まで 

・送 信 先   魚津市総務課防災危機管理室 

        bousai_uozu@city.uozu.lg.jp 

・回答方法   原則として当市ホームページ上に掲載する。 

・回答期限   令和３年７月２日（金） 


