新潟市公告第５２０号
入

札

公

告

下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６
号）第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第８条の規定
に基づき公告します。
令和２年１１月５日
新潟市長 中 原
１

八 一

入札に付する事項

（１）件 名

ノートパソコン（南区公立保育園用）

（２）品質・規格・数量など

仕様書のとおり

（３）契約の条項を示す場所

新潟市財務部契約課

（４）入札日時・場所

令和２年１１月２６日 午後２時３０分
新潟市役所本館２階 契約課入札室

（５）履行期限・履行場所

令和３年３月３０日
新潟市南区白根保育園ほか，仕様書のとおり

（６）入札保証金

新潟市契約規則第１０条第２号により免除

（７）入札を無効とする場合

新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該
当するときは無効とし，入札者が談合その他
不正な行為をしたと認められる場合はその
入札の全部を無効とします。

（８）入札を中止とする場合

新潟市契約規則第１９条の規定に該当する場
合は，入札を中止することがあります。

（９）談合情報等により公正な入札が行わ 談合情報等により，公正な入札が行われない
れないおそれがあるときの措置

おそれがあると認められるときは，前項の規
定によるほか，抽選により入札者を決定する
などの場合があります。

（１０）契約保証金

新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規
定によります。

（11）予定価格

公表しません。

（12）最低制限価格

設けません。

（13）契約締結について議会の議決を要す 無
るための仮契約
２

入札参加資格の要件

(1) 新潟市内に本店があり，かつ，本市の競争入札参加資格者名簿（物品）に登載され
ている者

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者
(3) 指名停止措置を受けていない者
(4) 新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領での別表第２の９（暴力的不法行為）
の適用に該当しない者であること。
３

入札の参加手続

(1) 一般競争入札参加申請書（別記様式第２号）を２部持参申請してください。
なお，入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

(2) 提出先

新潟市財務部契約課物品契約係
〒９５１−８５５０ 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１
新潟市役所本館２階
電話

０２５−２２６−２２１３

ＦＡＸ ０２５−２２５−３５００

(3) 入札参加申請期限

令和２年１１月１７日

(4) 受付期間 入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前９時〜午後５時
（土・日・祝日を除く）
４

質疑書の提出について
質疑事項がある場合は，下記により，質疑書を提出してください。提出は，入札参加
資格要件を満たしている者に限ります。仕様書等に対して質問がある場合（入札に必要
な事項に限る）にのみ提出してください。

(1) 様式

別紙様式に準じて作成してください。

(2) 提出期限 令和２年１１月１１日午後５時まで
(3) 提出先

新潟市財務部契約課物品契約係

(4) その他

ファクシミリ（０２５−２２５−３５００）のみの受付となります。
電話での受付は一切しません。
回答は，個別にファクシミリ送信するほか

令和２年１１月１６日に入

札控室に掲示します。
質疑書には，返信用のファクシミリ番号を記入願います。

５

入札時の注意事項
①

入札時間に遅れた場合は，入札に参加できません。

②

代理人が入札する場合は，委任状を提出してください。

③

落札者の決定にあたっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は，
消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契約希望金
額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。なお，入札金額
の訂正は無効とします。

④

入札参加申請後に入札を辞退する場合は，書面で届け出てください。

⑤

入札に参加される人は，入札参加申請者毎に原則１名とします。

⑥

予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，直ちに再度入札を一回行いま
す。ただし，最低制限価格を設けたときは，最低制限価格未満の入札者は，再度入
札に参加できません。

６

落札者の決定
落札者が決定したときは，直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表し
ます。
ただし，落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は，落札決
定を取り消し，仮契約を締結していた場合は，本契約を締結しないものとします。

別記様式第２号
一般競争入札参加申請書
年

月

日

（宛先）新潟市長
申請者
郵便番号
所在地
商号又は名称
代表者氏名

印

担当者
（電話番号

）

（ＦＡＸ番号

）

下記入札の参加資格要件を満たしており，入札に参加したいので，申請します。
記
公告年月日

令和２年１１月５日

公 告 番 号 新潟市公告第５２０号
件

名

ノートパソコン（南区公立保育園用）

別紙様式
質

疑

書
年

住

月

日

所

商号又は名称
代表者氏名

印

（担当者

）

（ＦＡＸ番号

）

１

公告番号 新潟市公告第５２０号

２

件

名 ノートパソコン（南区公立保育園用）
質

疑

事

項

仕様書
１

品名

ノートパソコン

２

台数

６０台

３

用途

保育園各種事務用

４

規格（条件）

５

参考銘柄

別紙１のとおり
Ａ：ＮＥＣ製
Ｂ：富士通製

ＶｅｒｓａＰｒｏ
ＬＩＦＥＢＯＯＫ

タイプ ＶＥ
Ａ５５１０／Ｄ

※上記の参考銘柄以外の同等の品質，機能を有する製品の納入を希望
される場合は，入札の前日までに，南区役所健康福祉課に申請し承認
を得てください。
６

納期

令和３年３月３０日まで

７

納入場所

別紙２のとおり

８

納入方法

新潟市ＩＣＴ政策課の指定する場所（新潟市役所内）にてキッティン
グした後、別紙２にて指定する場所まで配送し、各種配線を含む設置
作業を行うこと。

９

その他

契約終了後，この契約に関しての業務評価をいたします。
納品終了後，納品書を提出してください。
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問い合わせ

質問は，下記問い合わせ先にファックス又はメールでお願いします。
電話での質問はお断りします。
新潟市南区役所健康福祉課
担当 戸嶋
ＦＡＸ：０２５−３７２−４０３３
メール：kenko.s@city.niigata.lg.jp

別紙１

規格（条件）
ハードウェア
基本的要件

A4 ノート型ビジネスモデル PC/AT 互換機であること。

CPU

インテル Core i3 2.0GHz 相当以上であること。

メモリ

4GB 以上であること。

ディスプレイ

15.6 型 HD（1366×768）以上であること。

HDD

内蔵型で 500GB 以上であること。

光学ドライブ

内蔵型 DVD ドライブ。

USB ポート

2 ポート以上あること

LAN ポート

内蔵型 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T を 1 ポート以上装備すること。

WEB カメラ

内蔵 web カメラがあること

LAN ケーブル

5m 以上かつ cat5e 以上対応であること

マウス

有線または無線のＵＳＢ接続マウスであること（純正品でなくても可）

その他

・内蔵ポインティングデバイスを装備すること。
・重量は 3.0kg 以下であること。
・中古または中古部品を使用したものは、一切認めない。
・製造メーカ、型式、品番等が統一されていること。
・ソフトウェアの設定が統一されていること。
・新潟市が指定する事項を記載したラベルを貼ること。
・電源アダプター、バッテリーの付属する機種であること。

ソフトウェア
ソフトウェアのうち、ライセンスの購入が必要な場合は新潟市を契約者とした調達を実
施のうえ、係る経費については購入費用に含めるものとする。なお、インストールすべきソ
フトウェアは今後変更される可能性がある。
OS

Windows10 Pro 64bit 最新のバージョン、最新の OS ビルト

インストール

(1) Microsoft Office 2019 Standard

すべきソフト

(2) Adobe Reader DC

ウェア

(3) 7-zip
(4) アタッシェケース
(5) VMware Horizon Client
(6) Docuworks viewer light
(7) Skysea client view
(8) Winshot
(9)その他、新潟市が指定する各種アプリ
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必要なライセ

(1) Windows10 Pro

ンス（全台分

(2) Microsoft Office 2019 Standard

をカバーでき

(3) Exchange Standard CAL 2019

るよう調達す

(4) Windows Remote Desktop Services Device CAL 2019

ること）

(5) Windows Server Device CAL 2019
(6) McAfee MVISION Protect Standard（5 年サポート付き）
(7) MFE Endpoint Threat Def 1YR BZ (P+)（5 年サポート付き）
(8) SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス
(Win/Mac/Linux)
(9) SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス
(Win/Mac/Linux) 保守 4 年

バックアップ

他のハードウェア（PC）への復元が可能で、本調達で供給される機器全

イメージ

てで複数回使用可能なものとする。
（インストール用のメディア１枚以上
を含む）
（ライセンスが必要な場合は調達に含めること）

２

保障

・納品日より 5 年間オンサイト保障を行うこと。費用は購入費用に含める。当日午前中に
受け付けた依頼は当日の午後に対応し、当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中
に対応することを基本とする。時間は甲の開庁日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関す
る法律「昭和 23 年法律第 178 号」に規定する休日及び 12 月 29 日から翌日の 1 月 3 日
までの日は除く。
）の午前 9 時から午後 5 時までの間とする。ただし、緊急な対応が必
要な障がいまたは重大な障がいが発生した場合は、この限りではない。
・ハード故障の場合、納品日より 5 年間無償で部品交換を行うこと。バッテリー、マウ
ス、LAN ケーブルは除く。
・機器の欠陥により故障、機能停止等の異常が発生した場合は、直ちに機器の交換を行う
こと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は、該当する全ての機器を交換の対
象とすること。
・ハードディスクの交換もしくは初期化を行う場合は、甲の職員が作成した情報の保全に
努めること。新潟市ＩＣＴ政策課が提供する復旧用マスタイメージを用いて作業を実
施すること。
・ハードディスクの交換を行った場合、交換したハードディスクの内容が読み取られない
よう、交換後速やかにディスクの破砕を行うこと。
・修理依頼の連絡等については、新潟市ＩＣＴ政策課担当者を一元的な窓口とする。
３

付帯業務

・マスタ作成を行うこと。最大 3 パターンとする。マスタは、新潟市ＩＣＴ政策課のレビ
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ューを受け、修正を依頼された点については修正すること。マスタは.gho 等の形式に
てリカバリ手順書とともに新潟市ＩＣＴ政策課に提出すること。
・キッティングにおいて必要な LAN 配線等の諸設備は落札者負担とする。
・キッティングに際して行う作業は、新潟市ＩＣＴ政策課側の指示を受けること。
・仕様書別紙２にて提示する施設ごとに別々のプリンタドライバおよびポートの設定を
行うこと。詳細な内容は新潟市ＩＣＴ政策課が指示する。
・付帯業務については、新潟市ＩＣＴ政策課担当者を一元的な窓口とする。
４

事前設定

詳細設定
Internet Explorer
(右記設定は新規ユーザー

(1) Internet Explorer 11.0 をデフォルトのブラウザとしてイン
ストールすること。

に も 反 映 さ れ る よ う (2) 文字のサイズは「中」とすること。
Default user に適用させ (3) お気に入りは全て削除すること。
ること)

(4) メニューバーを表示させること。
(5) ホームページを「about:blank」とすること。
(6) コンテンツのオートコンプリートを全て適用しないこと。
(7) LAN の設定の「自動構成スクリプトを使用する」を適用するこ
と。またアドレスは、甲が指定したアドレスを入力すること。
(8) 詳細設定の「スクリプトのデバックを使用しない」は適用す
ること。
(9) 各種検索エンジンのツールバーは表示しないこと。
(10) コンピュータの簡単操作センター「マウスをつかいやすくし
ます」の「ウインドウが画面の端に移動されたとき自動的に整列
されないようにします」のチェックをつけること。
(11) 初回実行ウィザードを表示させないようにすること。
(12) ツールの「互換表示設定」内のチェックについては「イント
ラネットサイトを互換表示で表示する」「Microsoft 互換性リス
トの使用」にチェックをつけること。
(13) インターネットオプションのセキュリティタブ、インターネ
ットのレベルのカスタマイズの「ActiveX を警告なしで使用する
ことを承認済みのドメインのみ許可する」は無効にすること。
(14) インターネットオプションのセキュリティタブ、インターネ
ットのレベルのカスタマイズの「前回使用されなかった ActiveX
コントロールを警告なしで実行するを許可する」は有効にする
こと。
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(15) インターネットオプションのセキュリティタブ、インターネ
ットのレベルのカスタマイズの「スクリプトのステータスバー
の更新を許可する」は有効にすること。
(16) インターネットオプションのセキュリティタブ、インターネ
ットのレベルのカスタマイズの「スクリプト化されたウインド
ウを使って情報の入力を求めることを Web サイトに許可する」
は有効にすること。
(17) インターネットオプションのセキュリティタブ、インターネ
ットのレベルのカスタマイズの「Web サイトがアドレスバーやス
テータスバーのないウインドウを開くのを許可する」は有効に
すること。
(18) インターネットオプションのセキュリティタブ、インターネ
ットのレベルのカスタマイズの「サーバーにファイルをアップ
ロードするときにローカルディレクトリのパスを含める」は有
効にすること。
(19) インターネットオプションのセキュリティタブ、「保護モー
ドを有効にする」のチェックを「インターネット」
・
「イントラネ
ット」・「信頼済みサイト」の全ての項目において外す。
(20) インターネットオプションのセキュリティタブ「信頼済みサ
イト」及びイントラネットでサイトの登録で「このゾーンサイト
にはすべてのサーバー確認（https:）を必要とする」のチェック
を外す。
(21) ツールの「ポップアップブロック」の「ポップアップブロッ
クを有効にする」のチェックは外すこと。
(22) インターネットオプションの「全般」タブ、インターネット
一時ファイルの設定で、
「保存しているページの新しいバージョ
ンの確認」は「web サイトを表示するたびに確認する」をチェッ
クすること。
(23) インターネットオプションの「詳細設定」タブの「セキュリ
ティ」で「SSL2.0 を使用する」のチェックは外すこと。
(24) インターネットオプションの「詳細設定」タブの「セキュリ
ティ」で「SSL3.0 を使用する」のチェックは外すこと。
(25) インターネットオプションの「詳細設定」タブの「セキュリ
ティ」で「ブラウザを閉じたとき、
「Temporary Internet Files」
フォルダーを空にする」をチェックすること。
(26) インターネットオプションのセキュリティタブ「信頼済みサ
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イト」に甲が指定するＵＲＬを登録すること。
(27) インターネットオプションのセキュリティタブ「信頼済みサ
イト」の「レベルのカスタマイズ」の各項目のうち「有効にする」
の選択がある項目はすべて「有効にする」を選択すること。
(28)ＩＥのプロパティの詳細設定内、セキュリティ項目の「サーバ
ーの証明書失効を確認する」をグループポリシー上の設定によ
り使用しないこととする。
(29)エンタープライズモードを準備し、有効にすること。
Adobe Reader

DC

(最新のバージョン)

(1) Adobe Reader DC をインストールすること。ただし、google ツ
ールバーはインストールしないこと。
(2) 環境設定の信頼性管理マネージャで自動更新は適用しないこ
と。
(3)アップデータ項目で「アップデートのダウンロードやインスト
ールを自動で行わない」を適用する。

市役所ポータル

甲が提供する activeX ファイルをインストールすること。

庁内向け地理情報システ

甲が提供するソフトをインストールすること。

ム
BIOS

(1) 管理者用パスワードは、甲が指定するパスワードとすること。
(2) ユーザー用パスワードは、設定しないこと。
(3) 起動時のパスワードは、設定しないこと。

Windows ファイアウォール
システム

「無効（推奨されません）」を選択し、適用すること。
(1) コンピュータ名は、甲が指定する名前とすること。
(2) プライマリ DNS サフィックスは、甲が指定する名前とするこ
と。
(3) 甲の指定するドメインに参加させること。

タスクバーとスタートメ (1) タスクバーのボタンは「結合しない」を適用すること。
ニュー

(2) スタートメニューにはコントロールパネルを表示し、ピクチ
ャ、ビデオ、ミュージック、個人用フォルダーは、「この項目
を表示しない」を適用すること。
(3) スタートメニューのプログラム表示については、甲が指定す
るものを登録すること。
(4) 「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」で「タス
クバーのデザイン」の「小さいアイコンを使う」は適用するこ
と。
(5)スタートメニューに「ファイル名を指定し実行」を表示するこ
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と。
フォルダーオプション

(1) ファイルとフォルダーの表示で「隠しファイル、隠しフォル
ダー、および隠しドライブを表示する」を適用すること。
(2) 「登録されている拡張子は表示しない」は適用しないこと。
(3) フォルダーオプションの表示で「タイトルバーにファイルの
パス名を表示する」を有効にすること。

フォント

(1) New Gulim を削除すること。
(2) Arial Unicode MS を削除すること。
(3) MingLiU 、MingLiU-ExtB フォントを削除すること。
(4) IPAmj 明朝をインストールすること。

プリンター

(1) 甲が指定するプリンターのドライバをインストールするこ
と。
(2) ポートは、甲が指定するアドレスを追加すること。
(3) セキュリティは、Everyone ユーザーの「印刷」
「プリンターの
管理」「ドキュメントの管理」を適用すること。
(4) ローカルグループポリシー「印刷スプーラーにクライアント
接続の受け入れを許可する」は有効にすること。

ユーザーアカウント

(1) ドメインに登録されているユーザーが利用できること。
(2) ローカルユーザーは、甲が指定するユーザー名及びパスワー
ドとすること。管理者ユーザーと制限ユーザーをそれぞれ作成
すること。
(3) ユーザーアカウント制御（UAC）は無効とする。

ワイヤレスリンク

(1) 赤外線の各事項は、全て適用しないこと。
(2) イメージの転送の各事項は、全て適用しないこと。

画面

(1) テーマは、Windows を選択し、適用すること。
(2) デスクトップアイコンは、「ユーザーのファイル」「マイコン
ピュータ」
「マイネットワーク」
「ごみ箱」を選択し、適用するこ
と。
(3) スクリーンセーバーは、「ブランク」を選択し、「再開時にロ
グオン画面に戻る」は適用しない。
「待ち時間」は 15 分に設定
すること。
(4) デスクトップ上には、新潟市役所ポータルのショートカット
を置くこと。ショートカットのリンク先情報は甲が提供する。
(5) タスクバーの通知領域アイコンにウイルス対策ソフトのアイ
コンと通知を表示すること。
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(6) 表示で「小アイコン」を選択すること。
(7) Word、Excel、Powerpoint、Outlook のショートカットを作成
すること。
日付と時刻

(1) 「自動的にインターネット時刻サーバーと同期する」は、適用
すること。
(2) サーバーは、甲が指定するアドレスを設定すること。
(3) 時刻設定は、ユーザー権限に付与すること。

Lmhosts

甲が提供する LMHOSTS ファイルをインポートすること。

外字

甲が提供する外字ファイルをインポートすること。

イベントログ

削除すること。

Temp フォルダ

C ドライブの Windows フォルダー内、temp フォルダー内にあるフ
ァイルは、全て削除すること。

ログオン

(1) 「最後のユーザー名を表示しない」のセキュリティの設定を
有効とすること。
(2) ユーザーがこのコンピュータを使うには、ユーザー名とパス
ワードの入力が必要とすること。

管理共有

ワークグループ環境においても管理共有によるアクセスが有効
となるよう設定すること。

LAN Manager

(1) 「ネットワークセキュリティ: 次のパスワードの変更で LAN
マネージャのハッシュの値を保存しない」のセキュリティの設
定を有効とすること。
(2) Lan Manager 認証レベルは「LM と NTLM を送信する(ネゴシエ
ートした場合 NTLMv2 セッションセキュリティを使う)」を有効
とすること。

ネットワーク

(1) ネットワーク設定については、甲と調整の上、実施すること。
かつ十分な現地調査を行い、担当者の指示に従い実施すること。
(2) サブネットマスクは、甲が指定するアドレスを設定すること。
(3) デフォルトゲートウェイは、甲が指定するアドレスを設定す
ること。
(4) DNS は、プライマリ及びセカンダリともに、甲が指定するアド
レスを設定すること。
(5) (有線 LAN の場合)WINS は、プライマリ及びセカンダリともに、
甲が指定するアドレスを設定すること。

プリンタドライバ

甲が指定する内容に従いプリンターのドライバソフトウェアを
インストールし、ポートを設定すること。配布先によってそれぞ
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れ別の指定をする。
アクションセンター

グループポリシーでアクションセンターのアイコンを削除する
こと。

その他

その他、仕様を満たすために必要な設定を行うこと。
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保育園名称

住所

台数

6 白根保育園

南区白根2444

5

6 諏訪木保育園

南区白根水道町10番35号

6

6 臼井保育園

南区赤渋4540

5

6 大鷲保育園

南区東笠巻新田270-2

5

6 新飯田保育園

南区新飯田1251番地4

0

6 古川保育園

南区七軒383番地

5

6 根岸保育園

南区山崎興野2321

6

6 大通保育園

南区鷲ノ木新田5681番地

6

6 小林保育園

南区下木山613

4
4

6 にししろね保育園
6 あじほ保育園
6 月潟保育園

南区味方1231番地1

7
7
60

