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事務なび用パソコンの購入仕様書 

 

１ 概要 

  本件購入は、本購入仕様書及び事務なび用パソコン選定仕様書（以下「選定仕様書」とい

う。）に基づき物件を調達するものである。 

（１）調達物件の概要 

  ノートブックパソコン（以下「ノートパソコン」という。）６３台（うち４３台は旧端末

からのデータ移行必要。うち２０台は新設）の調達を行う。 

  導入する機器の仕様は、選定仕様書「１ 調達物品要求仕様書」を参照のこと。 

（２）設定設置及び撤去の概要 

  端末に対し、設定、新規増設を行い、本市ＯＡ系のＬＡＮに接続する。また、新規端末

設置後、稼働確認を行い、既存端末等については撤去を行う。 

  導入作業完了後、本市による設置状況検収を行う。 

  詳細は、本購入仕様書４～７を参照のこと。 

（３）保守の概要 

   導入後、１年間は無償保守期間とする。（この期間以降は、スポット保守対応とす

る。） 

本件導入機器が常に完全な機能を保つように、対象ハードウェア等の保守作業（障害発生

時の原因切分け、故障部品の交換の復旧作業を含む。）を行うこと。 

詳細は、本購入仕様書８を参照のこと。 

（４）その他 

   全ての作業において、本市の業務に影響がある場合には、事前に明らかにし、協議の上、

本市の指示のもと作業を実施すること。 

 

２ 導入スケジュール 

（１） 納期・設置時期 

  納  期  令和５年１月３１日（火）まで 

設置時期  落札業者決定後、速やかに作業開始とする。 

詳細スケジュールは、別途指示する。 

（２）導入機器・設置場所 

  詳細は、選定仕様書「１ 調達物品要求仕様書」のとおりとする。 

 設置場所については、水道部庁舎（吹田市南吹田３－３－６０）内とする。 

 

３ 各種ドキュメント類の作成 

  端末設置作業に関し、以下に列挙する資料をはじめとするドキュメント類について、必要に

応じて作成し、進捗管理、課題管理等を行うこと。作成時期は別途指示する。 

（１）体制図 

（２）端末設置ＩＰ一覧・機器一覧 

（３）無線ＬＡＮアダプタのＭＡＣアドレス一覧 

（４）配置図面（本市より提供する現状のレイアウト図を基にした修正後の配線経路図面） 

（５）全体スケジュール 

（６）個別（当日）タイムスケジュール 

（７）課題管理表 

 

４ 機器の納品・設定作業 

 以下の作業を行うこと。 

（１）納品事前作業 

   落札業者内における作業責任等を明確にした体制図を作成し、書面により提出すること。 

また、体制図には、本市との窓口となる作業責任者を明示し、作業ごとの支援体制、作業



 

- 2 - 

内容を報告すること。 

導入機器に係る全ての物品の仕様について、速やかに本市にその仕様を文書及び磁気媒体

にて提示し、説明を行うこと。 

端末に各種ソフトウェアのインストール、設定及び動作確認を行うこと。 

（２）納品作業 

   前項で確認を行ったノートパソコン１台を本市行政経営部情報政策室に対して先に仮納品

すること（マスター（雛形）機作成のため）。 

   本市情報政策室において、当該１台の端末に各種ポリシー適用等を施し、動作確認を行い

マスター機作成まで実施するが、落札業者は全面的に協力を行うこと。落札業者は、その後、

マスター機を元に残り全台数分を複製すること。 

   複製した端末については、本購入仕様書２（２）に記載のとおり納品すること。 

（３）設定作業 

   納品後、個別に設定が必要となる事項（ＩＰアドレス、コンピューター名等の設定、ドメ

イン参加、各種ソフトウェアのインストール等。詳細は別途指示する。）について、水道部

が指定する場所において作業及び検証を行うこと。 

（４）リカバリデータ作成作業 

   検証後、ノートパソコン１台について、リカバリ可能なバックアップデータを USB メモ

リスティック等に取得し納品すること。 

（５）機器番号シールの貼付作業 

   本市の指示により「本購入仕様書５（３）エ」に提示するシールを作成の上、端末本体に

貼り付けること。 

 

５ 機器の設置作業 

  以下の作業を行うこと。 

（１）作業の概要 

  ア 前項で設定した端末を、本市の指定する場所（複数フロア）に設置すること。 

  イ 本設置のスケジュールは、別途協議する。 

ウ 本設置は、新規端末６３台の設置場所への搬送、指定位置への設置、電源確保、既設

HUB の確認、LAN 通信線の敷設（モール配線）、端末との接続、不要な配線の撤去（詳

細は別途指示する。）、旧端末等の撤去（詳細は別途指示する。）等が落札業者の作業範

囲となる。 

エ 設置作業時は、支援体制を明確にし、必ず庁舎内に作業責任者を常駐して対応すること。 

オ 各種設定中の端末の障害が発生した場合は、随時、速やかに対応すること。 

カ 設置完了後、サーバとの接続、プリンタへの出力確認等、通信・動作確認を行うこと。 

キ 展開作業完了後も所管室の業務確認（動作確認）が完了するまでは、立会いを行うこと。 

   （２）端末の電源確保と LAN への接続について 

  ア 電源 

    必要に応じて、電源タップ、延長コード等を用意し、敷設すること。 

    なお、電源の接続先は、所管室に確認を行うこと。 

イ LAN 配線 

  新規増設 HUB（本市支給品）の設置と既設 HUB 及び新規増設 HUB から端末への LAN

通信線による接続作業が落札業者の作業となる。既設の LAN 通信線に目立った損傷等が

なければ、既存配線を使用することも可とする。HUB 等の位置及びポート番号、端末の

設置位置等は別途指示する。設置場所によっては HUB 等から離れている場合があるので、

その場合は床配線保護カバー（モール）等の敷設を行うこと。また、LAN 通信線の両端

に、本市の指示により行先表示番号札を作成の上、取り付けること。 

（３）設置に伴い必要な物品（ア～オについては、保守対象外とする。） 

  ア LAN 通信線 

    必要数用意すること。 

全ての設置場所に必要である。通信線の種類としては、カテゴリ 5e のツイストペアケ
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ーブルとし、ケーブル長は、概ね 10m以内である。 

  イ 床配線保護カバー 

    必要に応じて用意すること。 

設置場所の床、壁面等に配線する OA タップのケーブル及び LAN 通信線を保護する必

要がある場合は敷設する。敷設が必要な場所については、別途指示する。 

  ウ 行先表示番号札 

必要数用意すること。 

LAN 通信線の両端に、接続する HUB 又は端末の機器番号等を表示できる行先表示番号

札で、取付け、取外し可能なものとする。既設の LAN 通信線を使用する場合も対応する

こと。表示する機器番号は、別途指示する。 

エ 機器番号シール   

必要数用意すること。 

各端末を識別するための機器番号シールで、タテ１ｃｍ×ヨコ７ｃｍ程度の背景黄色の

黒字で汚れにくく破損しにくい材質のものとする。表示する機器番号は、別途指示する。 

  オ 電源タップ又は延長ケーブル 

    必要数用意すること。 

    選定仕様書に記載の機器が接続可能な規格のものとする。ケーブル長は、概ね 5m 以内

とする。5m を超えるものについては、落札業者と別途協議する。 

（４）接続確認作業 

   各設置場所の HUB 等から端末への通信確認は、落札業者が行うこと。 

（５）既存機器の設定等 

端末の設定作業時又は本設置時に、既存機器に対して以下の作業も併せて行うこと。 

  ア プリンタ設定 

新規端末から既存プリンタに印刷できるように設定を行う。 

作業としては、対象端末にプリンタの追加（ドライバはインストール済みとする。）、

対象端末からの接続プリンタに対する印字テスト等を行うものとする。 

※（参考）既存プリンタは、Canon Satera LBP442 及び LBP851C 

  イ 新規端末へのデータ移行 

    撤去端末の D ドライブ上にあらかじめ作成してある移行フォルダを、新規端末へ移行

する。その際、移行用の機器を用意する等、データの移行方法を提案すること。（最大で

４３台分。１台あたりの容量は、概ね２GB） 

   

６ 端末等の撤去について 

 

（１）新規端末を設置後、既設端末についてデータ消去及び撤去、処分を行うこと。作業を行う

既設端末は、別途指示する。 

データ消去は、磁気ディスク装置について乱数を書き込むなど NSA 推奨方式以上の方法

で行うこと。機器の適正な処分手順、方法については別途提案を行うこと。 

なお、本件作業により撤去、処分を行う既設端末に関しては、下取り等の処分方法も考慮

の上、提案すること。 

 

（参考）撤去、処分を行う既設端末の型番及び台数 

       既設端末  東芝 dynabook B55 D ４３ 

 

   （条件）撤去、処分を行なう既設端末については、データ消去作業完了後設置場所から搬

出するものとする。データ消去に係るスペース等については、庁内において広い

スペースの確保が困難な場合、マスターブートレコードの消去等により OS 起動

不可にした上で庁外に搬出し、本格的にデータ消去を行う等の手法を提案するこ

と。 

（２）作業にあたり発生する廃棄物 
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  納品時等に発生する段ボールや防護材、LAN 通信線等の廃棄物は、本市の指示に従い、落

札業者の責任で撤去すること。 

 

７ 検収 

  当該調達において設置指示した全ての導入機器について、設置場所への設置作業完了後、本

市による設置状況検収を行う。検収の結果、不良と認められた機器は、速やかに対処を行い、

復旧又は本購入仕様書及び選定仕様書を全て満たした代替機を納品すること。 

 

８ 保守要件 

（１）保守の内容 

   以下の作業を落札業者の責任において確実にとり行うこと。 

なお、これ以外の内容についても本市業務に影響を与えないよう必要に応じた対応をする

こと。 

  ア 障害時の連絡対応、問診。 

  イ 不良部位の切り分け及び交換を行い、回復を実施すること。 

    本市からの連絡に対しては、できるだけ速やかに本市の指示する場所へ保守員を派遣す

ること。 

  ウ 障害時の即時、オンサイト対応、必要に応じた部品交換 

    原則、設置場所での即時オンサイト対応とする。オンサイトでの保守対応が不可能な部

品がある場合には、予備品の保有等により迅速な復旧を実現すること。 

    障害時の部品交換により、ハードディスク等の記録装置を交換した場合は、復元が困難

な状態まで、水道部庁舎内にて、本市職員立ち合いのもと、削除すること。その後、物理

的な破壊を行い、適切に処分し本市に返却すること。（物理的破壊後、落札業者にて処分

する場合は適切に処分した証明書の提出要） 

  エ 問い合わせ窓口の設置 

    障害対応、ソフトウェア（OS／OA ソフト等）等の問い合わせ対応及び問い合わせ窓口

を一本化すること。受付時間を土・日・祝日（年末年始を含む。）を除く月曜日～金曜

日（９：００～１７：３０）とし、できる限り速やかに対応すること。 

（２）特記事項 

ア 導入機器に係る納入物品（ソフトウェア含む。以下「導入機器等」という。）のうち、

特に指定するものを除き、全てを保守対象とし対応すること。 

  イ OS 等の技術支援（基本的な PC 操作や機能についての問合せ程度）についても、本市

からの依頼に基づき確実に実現すること。 

  ウ 導入機器等に係る全ての物品の仕様について、落札業者決定後、速やかに本市にその仕

様を文書及び磁気媒体にて提示し、説明を行うこと。 

  エ 保守体制、サポート内容、サポート方法は、落札業者決定後、速やかに文書として提示

すること。 

（３）免責条項 

   無償保守期間中において、本市による次のような行為があった場合は、落札業者はその責

を免れるものとする。 

  ア 導入機器等を通常の使用に反する用い方をしたとき 

  イ 本市の都合により導入機器等に変更・改良を加えたとき。ただし、あらかじめ導入業者

に対して承諾を得ていた場合は除く。 

 

９ その他 

本件を実施する上で必要な費用は、全て当該契約に含まれるものとし、追加費用は認めない

ものとする。 

本仕様書に定めない事項が生じた場合は、双方協議の上で対応するものとする。 



１　調達物品要求仕様書

（１）　ハードウェア及びソフトウェア
（購入仕様書　１-（１）及び２－（２）の仕様を示す）

表１　ハードウェア構成
ノートブックパソコン 必要数

Intel Core i3以上 又は同等品以上
※ 上記以外のプロセッサを選定する場合は、事前質問において本市
の了承を得ること。

コア数／スレッド数 ２コア／４スレッド 以上
メインメモリ ８GB以上
ビデオメモリ 最大256MB以上（メインメモリと共用可）
表示パネル 15型以上
解像度 1,366×768ドット以上
色数表示 最大1,677万色(1,366×768ドット時)

OADGまたはJIS準拠配列
フルサイズテンキー付き
※当該パソコンに対応するキーボードカバー（保守対象外とする）を備
えること。
タッチパッド

記憶装置 SSD 128GB 以上（ＣドライブとＤドライブに分割すること。割合は別途指示
DVDスーパーマルチドライブ（外付け可）
Microsoft Windows 10 Pro 64bit　日本語版
インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー内蔵、マイク
内蔵　以上
1000BASE-T/100BASE-TX
IEEE 802.11n/ac準拠

外部ディスプレイ
次のいずれかのインタフェースが装備されていること
「HDMI出力端子×1」「miniDisplayPort×1」「RGB（15ピン ミニD-sub 3
段）×1」

音声入出力 φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）×１
USB USB(2.0以上)Type A×3以上
LAN RJ45×1
内蔵カメラ 標準装備されていること。

マウス
マウスはUSB対応、レーザーまたは光学式とすること。
※保守対象外とする。

バッテリ
駆動時間：1.5時間以上（JEITA 2.0準拠の場合）のバッテリを内蔵して
いること。

セキュリティワイ
ヤー、取付金具、鍵

※本体に適合すること。ワイヤーは1m以上の長さのもの、鍵はダイヤ
ル式（4桁）であること。
※ワイヤー式ロックの取付ができない場合は、入札前に代替品を提
案し、本市の了承を得ること。
※保守対象外とする

・グリーン購入対応機種であること。グリーン購入以外の環境関連基
準を満たす機種を選定する場合は、事前質問において本市の了承を
得ること。
・Windows 10 Pro 64bit日本語版の動作に必要なドライバやDVD書き
込みソフトウェア等がある場合は、それらの媒体を全数納品すること。
・機器のマニュアル類は納品しないこと。

備考

事務なび用パソコン選定仕様書

品名

ＣＰＵ

一式　63セット

RAM

表示

キーボード

ポスティングデバイス

光学ドライブ
OS

サウンド機能

LAN
無線LAN

インターフェース

その他

1



（２）　ソフトウェア
（購入仕様書　１-（１）及び２－（２）の仕様を示す）

表２　ソフトウェア構成
ソフトウェア指定 必要数

Microsoft Windows 10 Pro 64bit
再イメージング権を持つライセンスを用意すること。
ボリュームライセンス調達を考慮する際は政府機関向けライセンス
（MPSA等）にて用意すること。

63

Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021（64bit）
※政府機関向けプログラム（MPSA等）にて用意すること。
※Microsoft Office Professional Plus 2016　32bitとしてセットアップする
こと。

63

Symantec Ghost Solution Suite　（最新版）ベーシックメンテナンス含む
（インストール用メディアも1本分を納品すること。）
※保守は不要とする。

63

Microsoft Windows Server CAL 2019
※デバイスCAL。
政府機関向けプログラム（MPSA等）にて用意すること。

63

Microsoft Windows Server 2019 リモート デスクトップ サービス CAL
※デバイスCAL
政府機関向けプログラム（MPSA等）にて用意すること。

63

Symantec Endpoint Protection ライセンス版（最新版）
定義ファイル更新及びバージョンアップ権を含む。
ライセンスの更新は本市で作業。
顧客ID等の開示可能。
※令和10年1月31日まで保守対応可能な状態にしておくこと。（インス
トール用メディアは既に本市が保有しているため、納品は不要）

63

SKYSEA Client View (GL) Light Edition ｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ
(Win/Mac/Linux)
ライセンスの更新は本市で作業。
顧客ID等の開示可能。
※令和10年1月31日まで保守対応可能な状態にしておくこと。

63

ウィルスチェックソフト

資産管理ソフト

品名

オペレーティングシステム
（OS)

ワープロ・表計算・データ
ベースソフト

リカバリディスク作成用ソフト

クライアントアクセスライセン
ス

リモートデスクトップライセン
ス

1


