
 

 

北海道土木工事設計積算電算システム端末機器 

賃貸借契約 

 

要 求 仕 様 書 （案） 

【令和２年(2020年)12月版】 

 

 

 

北 海 道 

オホーツク総合振興局 
 



第1章 総則  

 １  目的  
 ２  調達の範囲  
（１）機器調達、機器のインストール及び設定に関する業務範囲  
（２）調達機器内訳  
（３）賃貸借期間（リース期間）  
（４）納品場所及び時期について  

 
 

第2章 動作互換及び導入条件等について  

 １  動作の互換  
 ２  導入条件  
（１）納入スケジュール  
（２）旧機器の撤去、機器の搬入、設置  
（３）賃貸借期間満了に伴う機器の撤去  
（４）インストール  

 ３  提出書類  
（１）作業計画書  
（２）その他の提出書類等  

 ４  完了検査及び引渡し  

 

第3章 基本仕様  

 １  端末機器（ノートパソコン）  
  

第4章 その他  

 １  機器の設定  
（１）設定内容  
（２）ネットワーク接続  

 ２  仕様書の解釈  
 ３  守秘義務



北海道土木工事設計積算電算システム
発注管理システム
工事施工情報共有システム
電子納品保管管理システム
治水ＧＩＳシステム

入札契約総合管理システム
工事管理システム

第１章 総 則 
 
１ 目的  

北海道土木工事設計積算電算システムの端末機器（以下、機器という  
）として使用するハードウェア及びソフトウェアの調達とインストール

作業、機器の設置、設定及び現地調整を行う。  
なお、これら端末機器を接続する建設部ネットワークには、北海道土木

工事設計積算電算システム（以下、システムという）、発注管理システム、
施行成績評定システム、入札契約総合管理システム、工事施工情報共有シ
ステム、電子納品保管管理システムおよび治水ＧＩＳシステムが稼働して
いる。  

 
２ 調達の範囲  
（１）機器調達、機器のインストール及び設定に関する業務範囲  

ア 機器、ソフトウェア等の調達  
イ 積算システムのドメイン参加設定  
ウ 提示ソフトウェア（業務システム含む）のインストール  
エ 基本ソフトウェア（ＯＳ）設定（ネットワーク情報・サービス情報

等）  
オ 機器の正常な動作確保のため、各システムやネットワークの運用管

理業務の委託業者等との調整、整合が必要な場合があるが、これに
関する一切の費用は本業務に含むものとする。  

 
（２）調達機器内訳  
    端末機器（ノートパソコン）  57台 
 
（３）賃貸借期間（リース期間）  

令和４年（2022年）３月１日から令和 10年（2028年）２月29日までの
６年とする。  

 
（４）納入場所及び時期について  

納品場所については、【別紙１】機器設置箇所表による。  
納品時期は、令和４年（ 2022年）３月１日までとし、納品箇所別の日
時については、事前に発注者と協議すること。  

 



第２章 動作互換及び導入条件等について 
１ 動作の互換  

・本調達端末機器は、各（総合）振興局等に設置されている既設の機器に
影響を与えないよう十分な互換性を有すること。  

・調達機器の仕様については「第３章  基本仕様について」のとおりとす
る。  

・同一ネットワークで稼働する積算システム、発注管理システム、施行成
績評定システム、入札契約総合管理システム、工事施工情報共有システ
ム、電子納品保管管理システム、治水ＧＩＳシステム等、他業務システ
ムに影響がないようにインストール、設置及び現地調整を行うこと。  

・必要に応じて建設部ネットワーク構築業者、運用業務受託者及び通信事
業者との連絡調整、整合を行うこと。  

 
２ 導入条件  
（１）納入スケジュール  

賃貸人（以下受注者という）は、詳細な納入スケジュールを作成し、賃
借人（以下発注者という）と協議のうえ作業実施すること。また、設置場
所への連絡及び調整は円滑に行うこと。  

（２）旧機器の撤去、機器の搬入、設置  
   ア 旧機器の撤去  
     旧機器の撤去については、現行のリース業者が撤去を行う。このた

め、工程については現行のリース業者と調整すること。  
   イ 機器の設置  

（ア）機器は、発注者が指示する場所に設置すること。  
（イ）設置後、機器が正常に動作することを確認すること。  
（ウ）本仕様書に記載されていない詳細な設定については、別途協議の

うえ作業すること。  
   （エ）機器等は、受注者の責任と負担で設置箇所まで搬入すること。  
   （オ）設置作業時に、既設機器、施設等に損傷を与えた場合は、全て受

注者の負担において速やかに修復すること。  
（３）賃貸借期間満了に伴う機器の撤去  

賃貸借期間終了時には機器の撤去を行うこと。  
（４）インストール  
    機器仕様書に示したＯＳ及び必要なソフトウェアをインストールし、ソ

フトウェアが正常に動作することを確認すること。また、積算システム
並びに他業務システムの入力、画面表示、印刷等、各種処理が正常に動
作することを確認すること。  

     また、インストール、修正モジュール適用及び設定内容が明確に分かる
報告書を成果品として提出すること。  

 
３ 提出書類  
 （１）作業計画書  
    受注者は、契約締結後速やかに本契約の履行に関する作業計画書を１

部作成し、発注者に提出すること。  
ア 作業計画表添付資料  
（ア）作業体制表  
（イ）作業スケジュール  
（ウ）作業内容  
（エ）対象機器の名称、数量及び設置条件  
（オ）設置する機器の諸元表  

 （２）その他提出書類等  
    受注者は、納期までに次に示す書類等を１部作成して発注者に提出す

るものとする。  
   ア 成果品添付資料  
   （ア）機器数量表  
   （イ）機器の設定内容  
   （ウ）カタログ  
   （エ）取扱説明書  
   （オ）セットアップ・インストール用ディスク  
   （カ）ライセンス証書  
 
４ 完了検査及び引き渡し  
  完了検査は機器設置及び機器の設定が完了した後、動作確認、性能評価、

成果品について発注者の立ち会いのうえ行う。  



１　端末機器（ノートパソコン）　　【５７台】

（１） 納入するパソコンは、未使用新品であること。

（２）機器は下表以上の基本性能を有すること。

機種区分

建設部ネットワーク接続用（積算PC）

技術系業務用(設計・製図・分析等)

ノート型

Windows 10 Proに適合したパソコンメーカー純正のデバイスドライバを設定の上、納入すること。

製造時のＯＳ OEM版 Windows 10 Pro(64bit)

納品時のＯＳ
ボリュームライセンス版 Windows 10 Pro (64bit)
※本OS用のインストール媒体は発注者から貸与可能（再セットアップディスク欄に再掲）

Core TM i7-10510U 相当以上

※　要求仕様書が求めるＣＰＵの性能の担保については、パソコンハードメーカーの証明書を入札参加資格申請時に提出すること。なお、
パソコンハードメーカーから証明書の発行が受けられない場合等にあっては、保証書等の提出によりこれに代えることを認める場合がある
ので、事前に協議すること。

LPDDR3またはDDR4 16GB以上

・256ＧＢ以上
・パーティション分割（Cドライブ6割及びDドライブ4割）

・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TのLAN接続インターフェイス内蔵
・無線通信機能（無線ＬＡＮ）インターフェイス内蔵

14.0～15.6型ワイド フルHD以上

要
CPRM対応ＤＶＤスーパーマルチドライブ（DVD+R／DVD+RW書込速度／8倍速以上）内蔵
※CPRM対応ＤＶＤ再生ソフトが添付されていること（バンドル版）

USB(TYPE-C)が１ポート以上、かつ
USB3.0(TYPE-A)またはUSB3.1(TYPE-A)またはUSB3.2(TYPE-A)が１ポート以上、かつ
合計３ポート以上のＵＳＢインターフェイスを有すること

一太郎Pro4 (JL-government ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ版)

５７本

Microsoft Office Professional Plus 2016 （32bit）　 <収納アプリケーション：Word , Excel , Power point , Access>（ライセンスはMicrosoft
Office Professional Plus 2019（32bit）を取得し、OfficeProfessional Plus 2016へダウングレードする。）
　　(ｾﾚｸﾄﾌﾟﾗｽ ﾌｫｰ ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ、教育機関はｱｶﾃﾞﾐｯｸｵｰﾌﾟﾝﾗｲｾﾝｽ)

５７本

官公庁/CLP又はTLP WIN Acrobat Standard(入札参加資格申請時における最新バージョンとする)

５７本

PalletControl(入札参加資格申請時における最新バージョンとする)

５７本

ハードディスクデータ消去ツール

Internet Explorer Version 11

次に掲げる各性能及び機能について、カタログで確認できること。
　・　日本語テンキー付きキーボードを内蔵していること（ＪＩＳ配列準拠）
　・　タッチパッドを実装していること。

HDMI出力ポートを１ポート以上、かつ
アナログRGB出力ポート(ミニD-Sub15)を１ポート以上
合計２ポート以上有すること。
　※変換ケーブルや変換アダプタの付属による対応も可
マルチディスプレイに対応していること。

音声入力（マイク）端子を１つ以上、かつ音声出力端子を１つ以上有すること。（端子形状は3.5mmステレオミニプラグとする）
※変換ケーブルや変換アダプタの付属による対応も可

アプリケーション

SSD

キーボード・その他

映像出力インターフェイス

オーディオインターフェイス

第３章　基本仕様

性能、
機能

形状

O　S

CPU

メモリ

通信機能

ディスプレイ

光学ドライブ

インターフェイス（USB)

要　件　区　分



Windows Helloに対応したWEBカメラを有すること

2.3kg以下

バッテリーのみで駆動すること（駆動可能時間は4時間以上※とする）
※<JEITAﾊﾞｯﾃﾘ動作時間測定法(Ver2.0)>による動作時間

次のインストール媒体を、別に指定する枚数添付すること。

再セットアップ
ディスク

・　Windows10 Pro  (64bit)OS(パソコンメーカー純正のデバイスドライバ設定済)及びアプリケーションソフトをインストール済みの再イメージ
ングディスク。　ただし、著作権法上収納不可能なバンドル版ソフトは除外すること。
※　本OS用（ボリュームライセンス版 Windows10 Pro 2004 (64bit)）のインストール媒体は発注者から貸与可能(再掲）。

　　１本

OSリカバリー
ディスク

・　パソコンメーカー純正のWindows 10 Proのリカバリーディスク

　　１組

・　スクロール機能付き ＵＳＢマウス　（光学式又はレーザー式）
・　ＡＣアダプタ

・　リチウムイオンバッテリー 又は リチウムポリマーバッテリーを内蔵

・　バッテリ寿命を延ばすためにフル充電を回避するハードメーカー純正のユーティリティが実装されていること。

・　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）適合、国際エネルギースタープログラム基準適合。
※契約締結時における最新基準をクリアしていること。
・　エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）について
　　2022年度達成目標を達成していること、または2011年度達成目標を達成していること。なお、2022年度達成目標を達成していない場合
は入札参加資格申請時に、2011年度達成目標を達成していることを証明する証明書、保証書等を、メーカーが作成し販売事業者との連名
により提出すること。

性能、
機能

本体重量

バッテリー駆動時間

インストール媒体

付属品（ハードウェア）

WEBカメラ

携帯/バックアップ用電源

省電力機能等

環境配慮・省エネ



  別に指定する箇所及び期限によるものとし、箇所別の日時については、事前に発注者と協議すること。

  契約物品は、すべて法人、企業又は官公庁向けモデルの同一機種、同一型番とすること。

〇　納品時点で当該パーソナルコンピューターにインストールされているソフトウェアは、購入契約にあっては、無期限、賃貸借契約にあっ
ては、契約の全期間について、北海道が使用を許諾されるものであること。

〇  一太郎Pro4及びOffice Professional Puls 2019ライセンスについては、「北海道」名義で取得するものとし、取得したことを証明する証書
等を提出すること。

〇　発注者が指定するソフトウェア以外のソフトウェア（バンドルソフト等）の要否について、事前に発注者と協議すること。

〇　正規の使用に当たって、アクティベーション等の認証が必要なソフトウェアにあっては、納品時までに作業を完了すること。この場合に
あって、当該ソフトウェアがマイクロソフト社製品である場合にあっては、ＭＡＫ認証方式によること。

〇　ソフトウェアライセンス又はインストール媒体の調達に当たって、基本契約等、本契約以前に北海道が有する使用許諾権等の内訳の提
示が必要な場合には発注者に照会すること。

○　納品時までに、次の設定作業を行うこと。
（１）パーソナルコンピュータごとに、発注時に発注者が交付した「ハードウェア管理番号シール」を指定する箇所に貼付すること。

（２）パーソナルコンピュータごとに、装置番号等発注者が指示する事項をラベルライターによりテープに印字の上、指定する箇所に貼付す
ること。

（３）アプリケーションインストール用ディスク毎に発注者が指示する「媒体　管理番号」をラベルライターによりテープに印字の上、指定する
箇所に貼付すること。また発注者が交付する「使用注意書」を指定する方法で貼付すること。

（４）ハードウェア構成品が正常に作動するのを確認するとともに、インストール済みソフトウェアが起動することを確認すること。

（５）また、機器使用に際して、メーカーCMのポップアップ等、機器の使用に不必要な動作をしないように確認すること。

（６）日本語入力システムの通常設定を「ATOK」とすること。

（７）通常使用プリンタの設定し、正常作動を確認すること。

（８）建設部ネットワークへの接続を確認すること。

（９）上記システムで使用しているウイルス対策ソフトウェアの自動起動を確認すること。

（１０）契約後、発注者が配布する手順書により、次のシステムをインストールし、動作を確認すること。
・PALLET CONTROL

〇　納品時期において、モデルチェンジやバージョンアップのため、資格審査時の調達物品と異なるものとならざるを得なくなった場合等
は、必ず事前協議を行い、発注者からその理由が落札者の責によらないものであり、かつ、すべての仕様要件を充足していることについ
て、承認を受けなければならない。

〇　納品又は設定時等に必要な資料については、発注者の執務箇所において、受け取ること　(注)。

〇　北海道建設部ネットワーク新規接続手順書等、発注者が指示する手法により、パーソナルコンピュータに係る基本情報データ一覧を作
成し、別途指示する日までに提出すること。

〇　北海道が交付し、又は貸し出した資料等については、適切な管理の下、使用許諾条件等に合致した方法により、指示された目的のみ
に使用するものとし、作業等が完了した時点で、速やかに廃棄、返納等必要な措置を行うこと。

〇　納入箇所において設定作業を行う場合にあっては、原則として納入箇所の執務時間内に実施することとするが、執務に著しい支障が
生じないよう配慮すること。

〇　納入箇所において設定作業を実施した場合には、作業終了時に梱包材を回収し、持ち帰ること。

〇　再セットアップディスク、ＯＳリカバリーディスク及び使用手順書などの納品については、ファイルに入れるなど整理し納品すること。

ソフトウェアに係る使用許諾
（ライセンス）関係

設定方法等

その他

（注）設定作業は、発注者が交付する接続手順書等に基づき行うこと。また、接続手順書等と異なる画面設定が出た場合は、その都度発注者に確認の上作業を行うこと。

性能、
機能
以外

納入箇所及び時期

機種及び型番



第４章 その他 
 

１  機器の設定 

設定内容  

北海道土木工事設計積算電算システムは全道規模のクライアントサー

バシステムであり、他システムが停止すると業務に多大な支障がでること

から、事前に設定内容を確認する必要があるため、以下の項目の設定内容

（インストール時の選択項目も含む）とその動作の確認方法を入札参加資

格審査申請時までに提出すること。また、設定内容については、既存機器

と互換のあることを十分考慮すること。  

ア 基本ソフトウェアの設定 

イ 建設部ネットワークへの接続設定（必要となる設定情報は契約後に発注者から提

供する。） 

ウ 各アプリケーションの設定 

エ 業務システムの設定 

 

２ 仕様書の解釈  
 本仕様書の内容に質疑が生じた場合は、別途協議のうえ解決するものと
する。  

  また、仕様書に明示なき事項についても、装置の機能上具備するものに
ついてはこれを充足すること。  

 

３ 守秘義務  

受注者は本業務を実施するにあたり、発注者が所有する北海道建設部土

木工事設計積算電算システムネットワークのセキュリティ等に関して知

り得た情報を、第三者（あらゆる団体、個人を含む）に漏洩してはならな

い。また、守秘義務は本業務完了後も継続する。  



【別紙１】 機器機設置箇所表

合計 57

備考
部局
名

所属名 住　　　　　　所 電話番号
ノート

パソコン
（台）

北見市緑ヶ丘３丁目１番14号
0157－25－

7311
11

本部
網走市北７条西３丁目
（オホーツク合同庁舎内）

0152－41－
0707

6

網走市北７条西３丁目
（オホーツク合同庁舎内）

0152－41－
0742

18

紋別市新生39番地42号
0158－24－
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斜里郡斜里町文光町18番地

紋別郡遠軽町福路１丁目

紋別郡興部町字興部108番地

紋別市小向19－３
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0158－42－
3165

0158－82－
2115

0158－24－
1336
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2斜里出張所

遠軽出張所

興部出張所

オホーツク紋別空港
管理事務所
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紋別出張所

北見出張所

事業課


