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 １ 調達内容 

 

 1.1 契約の名称 

  広島県県営住宅管理システムハードウエア等賃貸借業務（以下「本業務」という。） 

 

1.2 基本方針 

 本業務における基本方針を，次のとおりとする。 

・受託者は，県営住宅管理システムを運用するためのハードウエア等を納入し，これを保

守することとする。 

・調達は６年間のリース契約によるものとする。 

・受託者は，納入及びハードウエア等の保守にあたって，現行のシステムを納入し，保守

を行っているシステム保守業者と十分連携し，協力すること。 

・納品するハードウエア等の仕様については，別紙 1及び別紙 2のとおりとし，受託者は

納品前に具体的な製品の機器構成を県に報告し，県の了承を得た機器を納品する。 

 

1.3 調達範囲 

・調達するハードウエア等は別紙１及び別紙２のとおりとする。 

・機器等の調達に加え，機器の初期設定，動作確認，保守，機器の輸送，搬入，搬出， 

動産保険，交換部品の引取り及び必要となるアプリケーションのライセンス契約等仕

様書に記載している一切の経費は本業務に含む。 

   ・システム運用開始（R3.4.1）までの準備期間中に発生する費用も本業務に含む。 

(1)  導入作業 

受託者はシステム導入時に次の内容を実施すること。一切の費用は本業務に含まれる

ものとする。 

ア １次納入 

機器等をシステムがインストールできる状態に初期設定し，県が指定する場所（1.6 

（2）ア参照）に設置すること。 

イ ２次納入 

システム保守業者がシステムをインストールした機器等を県が指定する場所（1.6 

（2）イ参照）に設置すること。 

   ウ 旧機器のラックからの取り外し 

   「イ ２次納入」から「エ ３次納入」の間で，県が指示する日時で，既設ラックから 

旧機器を取り外し，県の指定する場所に置くこと。 

   エ ３次納入（本設置） 

「ウ」の作業後に空いたラックスペースを使い，機器の配置替え（整理）を行うこと｡ 

オ 上記作業の実施に当たっては，事前に県及び県営住宅管理システム保守業者と協議 

し，その指示に従い受託者が実施するとともに，必要な現地調整等を行うこと。シス 

テムをインストールするため及び既存ネットワークに接続するため必要な設定につい 

ては，県及びシステム保守業者の指示に従うこと。 

カ １次納入後のデータベース構築，県営住宅管理システムのインストール作業はシス 



テム保守業者が行うが，当該作業の立ち会いや機器等の不具合が発生した場合は受託 

者が対応すること。 

キ  調達機器の障害・不具合等により，システム保守業者のシステム改修作業に追加作 

業が発生した場合は，その費用を受託者が負担すること。 

ク サーバ等の各調達機器は初期セットアップまで行い，受託者が疎通確認まで行うこ 

と。 

 

(2) 保守 

    ア  本システムの保守を円滑に実施するため，電話，FAX，電子メール等による受付窓口 

を有した保守体制（サポート体制）を整備すること。 

イ 保守体制，連絡体制及び担当者氏名について書面で提出すること。また，体制等に

変更があった場合は，速やかに再提出すること。 

ウ 機器等の保守については，導入するハードウエアメーカーが指定するハードウエア 

保守契約を締結し，契約締結が確認できる書類を提出すること。 

エ  機器等については，全商品の納入確認後賃貸借期間終了までを保証期間とし，修理 

等については受託者が速やかに納入場所へ訪問・修理を行うこと。 

     その他詳細については，「3.2 保守要件」に記載する。 

 

（3） 撤去 

賃貸借期間満了後，次の内容を実施すること。一切の費用は本業務に含まれるものと 

する。 

ア 機器等の引取り，搬出作業等については，県及びシステム保守業者の指示に従い 

行うこと。 

イ ハードディスク内のデータ消去については，県の指示に従い適切に行うこと。 

 

1.4 検収条件 

システムの正常稼動を県が確認したことをもって検収とする。 

 

1.5 導入体制及びスケジュール 

(1)  導入体制 

ア 機器等の導入に当たっては，業務知識のあるＳＥが導入から本番稼動をサポートで

きる導入体制を整備すること。 

イ 問い合わせ等における窓口ＳＥを明確にすること。 

(2)  スケジュール 

ア 調達及び作業スケジュールのわかる作業工程表を提出すること。 

イ 納入後速やかにシステム環境設定を完了すること。 

 

1.6 納入物件，納入日及び納入場所 

(1)   納入品 

ア 作業工程表 



イ 機器等 

(2)  納入日及び納入場所 

ア １次納入 令和２年７月 

    広島県広島市中区 

イ ２次納入 令和２年８月中旬 

① サーバ等データセンター設置機器 

県データセンター 広島県広島市南区仁保２丁目５-２ 

既設ラック内の空スペースに仮設置 

「別紙３ 現行ラック搭載図」参照 

② パソコン等指定管理者事務所設置機器 

   各指定管理者事務所に本設置 

「別紙４ 指定管理者一覧」参照 

ウ ３次納入 令和３年３月（別途指定） 

サーバ等データセンター設置機器 

同ラック内に本設置 

エ 参考 

（ア）入札及び開札日 令和２年４月 

（イ）賃貸借契約日  令和２年４月 

（ウ）機器賃貸借期間 令和３年４月１日から 令和９年３月31日まで 

 

1.7 その他 

(1)  設置スペース 

 設置スペースは，県データセンターの既設ラック（19インチ42Ｕサーバラック河村 

電器産業株式会社「HDVT42-1020WBS」）に，11U以内を想定している。固定に必要な措置

については，本調達費用内で対応すること。 

 

(2)  ＮＡＳを使用したバックアップについて 

サーバ環境のフルバックアップの保存先として，ＮＡＳを想定している。住宅管理サー 

バ及びProxyサーバにおいては，県の指定する日時にＮＡＳにフルバックアップを設定す 

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考 

 【システム概要イメージ】 

 

 

 

２ スケジュール，体制及び役割 

 

2.1  実施計画 

 

受託者は，県が予定している納入日及び運用開始日に従い，契約後速やかに次の内容か

らなる実施計画書（案）を県に提示し，承認を受けること。また，実施計画書を変更する

場合においても同様とする。 

・作業実施体制と連絡方法 

・発注者・受注者の役割分担 

・作業工程表 

・打ち合わせ（定期報告）方法 

・仕様確認，確定手続 

・懸案事項や課題の管理方法 

・進捗管理方法 

・品質確保の方法，性能を担保する方法 

・検収方法 

 

2.2  品質管理 



 

 システムの品質を維持するため，本業務を担当する住宅課及び関連システムの受託業者

と，本システムの受託者との間で開催される本業務に関する打ち合わせに係る記録につい

ては，受託者において，その都度書面にて記録し，県と受託者の双方間で確認をとること。 

 

３ 運用及び保守要件 

 

3.1 運用における役割分担 

県が本システムの運用管理を主管し，運用における役割分担を次のとおりとするが，よ

り効率的な役割分担がこの他にある場合はその旨提案すること。 

ハードウエア等保守 受託者（障害原因がハードウエア等に係るものであれば，受託者が県営

住宅管理システムの動作環境を含めて原状回復をする。） 

ハードウエア障害発生時の

初期対応 

受託者（但し，障害原因が不明な場合，障害原因が判明するまで，受託

者とシステム保守業者双方にて対応する。） 

起動と停止 システム保守業者（但し，ハードウエア障害等，緊急対応の場合は，シ

ステム保守業者又は県の指示により，受託者での実施も可とする） 

データのバックアップ システム保守業者（自動化。サーバ内及びＮＡＳの両方に１週間分のＤ

Ｂのエクスポートデータを保管） 

データのリカバリー システム保守業者 

 

ハードウエア点検 

（月次） 

受託者（正常に動作していることを目視又はログ等にて確認する。（ハー

ドウエア保守報告書を提出） 

システム運用保守報告 

（月次） 

システム保守業者 

（ＳＬＡの基づき，システム点検を実施し，運用保守報告書を提出する） 

サーバ定期点検（年次） 

 

受託者（システム保守業者も立会い） 

・年１回，県の指定する日時に実施し定期点検報告書（保守カルテ）を

提出すること。 

・点検内容はサーバメーカーの標準的なメニューの内容で可とする 

が，以下を含むこと。 

①外観清掃，ファン動作確認 

  （筐体，通風口，冷却ファン，フィルター等） 

②ケーブルの接続状態確認 

  （ＡＣケーブル，信号ケーブル） 

③エラーログの記録確認・診断プログラムによる検査 

 

3.2 保守要件 

(1)   平日（土・日・祝祭日を除く）の 8時 30分から 17時 30分までの間に生じた障害につ

いては，直ちに対応すること。また，この時間外に発生した障害についても受け付けら

れる体制とし，緊急性のある場合は，県と別途調整の上，適切に対応できる体制を確保

すること。特に，住宅管理サーバ，Proxy サーバについては原則，24 時間，365 日の受



付修理対応ができること。 

(2)   運用中の障害対応については，迅速に復旧作業を行うものとするが，業務に支障をき

たさないよう円滑に作業を行うこと。 

(3)   機器等のトラブル時は，受託者（技術員）が訪問修理を実施すること。修理時の交換

部品は，消耗品を除き本業務範囲内で調達すること。 

(4)   部品交換を実施した際の旧部品は引取ること。特に個人情報については，契約書及び

個人情報取扱特記事項に従い，適正に取り扱うこと。当該引取り費用は，本業務に含む。 

(5)   システムに障害が発生した時は，システム保守業者とともに受託者にも原因の調査及

び対応を依頼する場合がある。原因が判明するまではシステム保守業者とともに対応し，

機器が原因の場合は速やかに修理すること。 

(6)  障害修復後は，その原因，実施作業内容，再発防止対策及び今後の留意事項等について，

文書で報告すること。 

(7) 本システムを運用する上で必要な情報の提供に努め，助言を求められた場合は速やかに

対応すること。 

（8) ハードウエア等におけるバグ等の修正はシステム保守業者と協議の上，無償で行うこと。 

また，本業務により納入したハードウエア等については，通常の使用により故障した場合 

の無償修理に応じること。修理及び交換は迅速に行い，修理等が長期間に及ぶ場合は代替 

品の無償貸与等の措置を講ずること。 

(9) 機器等の障害（不具合）等により，システム保守業者にシステム設定作業が発生した場 

合は，受託者がその費用を負担すること。 

（10） 機器構成表に記載されたハードウエア等は，本システムの稼働後（検収後）６年間は

保守サービスを提供できること。 

（11） 本システムの安定稼働のため，適正なレベルで，定期点検等の予防保守を行うこと。 

(12)  サーバ及び指定管理者端末（パソコン）ともに，ハードディスク障害によるシステ 

  ム運用停止時間を最小限にするため，システム環境のフルバックアップを行い，保管 

すること。 

 

４ 納入要件 

4.1 納入成果物 

（1）各種文書については，契約締結以降，設計・開発段階に応じて適宜納入することとする。 

（2）電子媒体は，DVD-R/ROM等とする。データは，作成ツールのネイティブ形式及び PDF形

式で収録することとし，データ作成において特殊なツールを使用する場合は，当該ファイ

ルを閲覧するためのツール１セット（使用権と導入用メディア）を併せて納入すること。 
 

  納入成果物一覧 

No. 納 入 成 果 物 

１ 本システムを構成するハードウエア 一式 

２ 

本システムを構成するソフトウエア・モジュール 一式 

① ミドルウエア 

② ＯＳ 

③ その他のソフトウエア 

３ ライセンス（証書類をファイリングしたもの）  一式 

４ 電子媒体 

① №2に示すソフトウエアのインストールディスク    １部 



② 復旧用 DVD-R/ROM（各サーバ，パソコン等）      １部 

但し，各サーバの復旧用フルバックアップ（イメージバックアップ）ファイル 

は，ＮＡＳへの保管（保存）も可とする。 

５ 文書（印刷物及びデジタルデータ）   1部ずつ 

 ・実施計画書 

 ・実施計画に係る文書（進捗報告書，議事録，打ち合わせ資料等） 

 ・緊急時対応計画，運用体制・連絡体制にかかる文書 

 ・復旧用バックアップファイル(DVD-R/ROM等)からの復旧の手順に係る文書 

 ・情報セキュリティ管理に係る文書 

 ・ハードウエア等保守に係る文書 

 ・その他，本システムに関して県が必要とした文書等 

 

 

4.2 検査方法 

 納入物は，県の事前レビューによる承認を受けて納入すること。 

 上記検査の結果，合格しなかった場合は，再納入すること。 

  

4.3 情報の管理 

 本業務の遂行にあたっての情報管理については，次の点に留意すること。 

・ 本業務に携わる者は，個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。 

・ 本業務に携わる者は，事業の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。

その職を退いた後も同様とすること。 

・ 広島県情報セキュリティポリシー及びその他の関係規程を遵守すること。 

 

５ 契約要件 

 

5.1 本業務終了後の扱い 

本業務の契約が終了した際（一部終了を含む）には，県と協議の上，次に示す対応を行

うこと。 

(1) 新規システムへ再構築する場合，受託者は当該新規システムの構築事業者に対して，

データ移行支援等，必要な支援作業を行い，業務及びシステムの円滑な移行に寄与するこ

と。ハードウエアを更改して本システムを継続利用する場合も同様とする。 

(2) 契約期間満了によるハードウエア返却の際，ハードディスクに保存されたデータは，

データ復旧不可能となるように，受託者の費用負担により抹消作業を行うこと。 

   なお，抹消作業に当たってはシステム保守業者と十分協議すること。 

 

5.2その他 

 (1) 関連システムとの調整が必要な場合は，相互協力の上，柔軟に対応すること。 

(2) 納入に必要となる機器，ツール，媒体，事務用品等の調達，場所の確保，交通費，宿泊

費，通信費等については，受託者の負担とすること。 



別紙１

１．住宅管理サーバ

名称 項目 仕　様　内　容

住宅管理 CPU 性能 インテルXeon Gold 6230 プロセッサー以上の処理能力のあるもの。

サーバ 数量 1以上

（数量：１） ディスク 物理容量 SAS 300GB*3本　12Gb/s, 15,000 rpm 以上の容量及び性能を有していること。

SAS 900GB*7本　12Gb/s, 15,000 rpm 以上の容量及び性能を有していること。

論理ディスク構成 RAID構成及び論理ドライブ構成は県の指定に従うこと。

メモリ 64GB 以上であること。

電源 冗長電源を有していること。

光学ドライブ DVD-RW ドライブを搭載すること。

OS Windows Server 2016 Standard （20コアライセンス以上）

　※サーバー上のCPUのコア数に合うコアライセンスを用意すること

DBMS Oracle Database 12c Release 2 (12.2.0.1.0) Standard Edition 2　（1Processor 以上）

　※サーバー上のCPU数に合うライセンスを用意すること

　※同バージョンのＯｒａｃｌｅのインストール用メディアを用意すること。

その他

２．Proxyサーバ

名称 項目 仕　様　内　容

Proxyサーバ CPU 性能
インテルXeon Sliver 4112 プロセッサー又はインテルXeon Sliver 4208 プロセッサー以上の処理
能力のあるもの。

（数量：１） 数量 1以上

ディスク 物理容量 SAS 600GB*3本（内 HS１本） 12Gb/s, 10,000 rpm 以上の容量及び性能を有していること。

論理ディスク構成 RAID構成及び論理ドライブ構成は県の指定に従うこと。

メモリ 16GB以上であること。

電源 冗長電源を有していること。

光学ドライブ DVD-RW ドライブを搭載すること。

OS Windows Server 2016 Standard （16コアライセンス以上）

　※サーバー上のCPUのコア数に合うコアライセンスを用意すること。

その他

データセンタ機器ハードウェア及び導入ソフトウェアの仕様について

①県が指定した内容でOSの初期セットアップを行うこと。
②Microsoft Updateにて，最新の更新プログラムまで適用すること。
③バックアップソフトを導入し，OS，DB(Oracle)，業務アプリケーションを含めたフルバックアップ
　が取れること。また，バックアップデータからリストアが出来ること。
④県より提供するウイルス対策ソフトウェア（ウイルスバスターCorp.を予定）を導入し，ウイルス
　パターンファイルが自動的に更新できるようにすること。

①県が指定した内容でOSの初期セットアップを行うこと。
②Microsoft Updateにて，最新の更新プログラムまで適用すること。
③バックアップソフトを導入し，OS，Proxy環境を含めたフルバックアップが　取れること。
　また，バックアップデータからリストアが出来ること。



３．テストサーバ

名称 項目 仕　様　内　容

テストサーバ CPU 性能
インテルXeon Sliver 4112 プロセッサー又はインテルXeon Sliver 4208 プロセッサー以上の処理
能力のあるもの。

（数量：１） 数量 1以上

ディスク 物理容量 SAS 600GB*2本 12Gb/s, 10,000 rpm 以上の容量及び性能を有していること。

論理容量 RAID構成及び論理ドライブ構成は県の指定に従うこと。

メモリ 16GB以上であること。

光学ドライブ DVD-RW ドライブを搭載すること。

OS Windows Server 2016 Standard （16コアライセンス）

　※サーバー上のCPUコア数に合うコアライセンスを用意すること。

DBMS Oracle Database 12c Release 2 (12.2.0.1.0) Standard Edition 2 （10NUP 以上）

その他

4．KVM サーバー コンソール スイッチ

名称 項目 仕　様　内　容

KVMサーバー
コンソール
スイッチ

モニター
18インチWXGA+ TFT モニター　以上
表示最大解像度：1,600×1,200ドット　以上

（数量：１）

キーボード・マウス
日本語JIS配列準拠，OADG 準拠106 キーボード
光学センサー方式３ボタンマウス又はスクロール付き３ボタンタッチパッド

コンソールスイッチ ポート数：８ポート（最大８台まで接続できること）

その他
①各サーバを切り替えて利用できること。
②サーバ接続に必要なケーブル，付属品を備えること。

５．ＮＡＳ

名称 項目

ＮＡＳ CPU 性能 1.7GHz ４コアCPU 以上の処理能力のあるもの。

（数量：１） 数量 1以上

ディスク 物理容量 SATA III  3TB*4本 以上の容量及び性能を有していること。

論理容量 RAID構成及び論理ドライブ構成は県の指定に従うこと。

メモリ 4GB以上であること。

その他

①県が指定した内容でOSの初期セットアップを行うこと。
②Microsoft Updateにて，最新の更新プログラムまで適用すること。
③県より提供するウイルス対策ソフトウェア（ウイルスバスターCorp.を予定）を導入し，ウイルスパ
ターンファイルが自動的に更新できるようにすること。

①県が指定した内容で初期セットアップを行うこと。
②バックアップソフトから保存先として指定可能であること。保存したバックアップデータを使い，容
易にサーバ環境を復元可能であること。



６．ファイアウォール装置

名称 項目 仕　様　内　容

CPU 性能 2.4GHz　8コアCPU 以上の処理能力のあるもの。

数量 1以上

メモリ 8GB 以上であること。

記憶容量 SSD：100GB 以上の容量及び性能を有していること。

ポート ８ポート（GE）以上であること。

ユーザ数 無制限

冷却ファン 有り

ステートフルファイアウォール 1.8Gbps以上であること。

最大スループット

その他

７．Ｌ２スイッチ

名称 項目 仕　様　内　容

ＬＡＮポート数 10/100/1000BASE-T（RJ-45コネクター）　×　16ポート　以上であること。

転送能力 23Mpps以上であること。

VLAN ポートベースVLAN，タグVLAN，マルチブルVLAN

最大MACアドレス登録数 8,000以上であること

ループ検出 有り

その他

8．エンドポイントセキュリティソフト

項目 仕　様　内　容

ラインセンス ア　指定管理者端末（１７台）以上に対応するラインセンスを用意すること。

イ　保守期間（６年分）の更新料を含めること。

機能 ア　パターンマッチング方式ウイルス対策機能を有すること

イ　アプリケーションコントロール機能を有すること

ウ　デバイスコントロール機能を有すること

初期セットアップ ア　「２．Proxyサーバ」に導入すること

イ　導入時の最新サービスパック，パッチを適用すること。

ウ　「イ」を含め，インストール用プログラムをメディアにて納品すること。

（例示品） 「Trend Micro Apex One　Client/Server Suite Premium」及び「Apex One DLP Option」 と

同等の製品とすること。

①県が指定した内容で初期セットアップを行うこと。
②疎通確認を行うこと。

ファイアウォー
ル装置
（数量：２）

Ｌ２スイッチ
（数量：２）

①県が指定した内容で初期セットアップを行うこと。
②疎通確認を行うこと。

名称

エンドポイントセキュリティ
ソフト
（ライセンス数：１７以上）



9．バックアップソフト

項目

ラインセンス 「１．住宅管理サーバ」及び「２．Proxyサーバ」導入に必要なラインセンスを用意すること。

機能 ア　OS，DB，アプリケーション環境を含めたフルバックアップが「５．ＮＡＳ」に自動で取れること。

イ　フルバックアップデータから，OS，DB，アプリケーション環境を含めたサーバ環境が復元

　　できること。

初期セットアップ ア　「１．住宅管理サーバ」及び「２．Proxyサーバ」に導入すること。

イ　バックアップ，リストアのテストを実施すること。

ウ　インストール用プログラムをメディアにて納品すること。

（例示品） 「Acronis Backup Advance Server 永続ライセンス」と同等の製品とすること。

10．作図ソフト

項目

ラインセンス ア　１ラインセンス以上を用意すること。

イ　インストール用プログラムをメディアにて納品すること。（インストールは不要）

（例示品） 「Microsoft Visio Professional 2019 日本語版」同等の製品とすること。

11．その他共通

項目

作図ソフト
（ライセンス数：１）

保守・修理

名称

名称

名称

バックアップソフト
（ライセンス数：２）

機器の廃棄

ア  ６年間の保守期間終了後，県の指定する日時に，機器をラックから取り外し，
    廃棄すること。
イ　設置場所（データセンター）外に機器を持ち出す前にディスク（HDD，SSD等）を搭載する機器
（サーバー，NAS等）については，データの完全消去又は物理的な機器破損により，ファイルの復
元ができないように処理すること。同処理の実施後，県の検査を受けること。

ア　納品（１次据付）から令和９年３月31日までの機器保守を含むこと。
イ　障害発生時は，県又は「システム業者」から連絡を受けてから，９０分以内に設置場所
　　（「別紙３　現行ラック搭載図」に記載）でのオンサイト対応を行うこと。
ウ　年１回，県が指定する日時（休日も含む）で定期点検を実施すること。
エ　サーバは24時間365日のメーカ保守を含むこと。
オ　月１回，保守報告（保守報告書の提出）を行うこと。（保守報告の内容は別途協議）

据付・輸送・導入等

ア　県が指定する場所に輸送し据付設置すること
　　　１） １次据付(仮設置）
　　　　　　場所：広島市内　（県庁内又は「システム業者」の作業室）
　　　２） ２次据付(データセンタ仮設置）
　　　　　　場所：データセンタ内既設ラック（「別紙３　現行ラック搭載図」に記載）
　　　３） ３次据付（データセンタ本設置）
　　　　　　場所：データセンタ内既設ラック（同上）
イ　１次据付場所から２次据付場所までの輸送を行うこと。
ウ　輸送前には梱包，開梱を行うこと。
エ　２次据付場所への輸送後，開梱し，ダンボール，梱包材を持ち帰り処分すること。
オ　２次据付後から３次据付の間，県の指定する日時に既存機器をラックからの取り外し
　　を行い，指定場所に置くこと。（既存機器のデータ消去，廃棄処理は既存業者にて
　　実施する為，不要）
カ　「オ」の既存機器の取り外し作業後，「ア」-「３) ３次据付（データセンタ本設置）」を
　　実施する。
キ 全ての機器のラック据付に必要な付属品（ケージナット，ＬＡＮケーブル，サーバラック
　　用電源タップ）を含むこと。



 

 

指定管理者用端末等ハードウェア及びソフトウェアの仕様について 

 

１ 指定管理者端末（含む，住宅課作業室端末） 

機 器 項 目 仕  様  内  容 

ノート型 

端末 

（パソコン） 

OS 
Windows 10 Professional 64bit（日本語版） 

 

CPU 
プロセッサ：Intel Core i-5以上の処理能力のあるもの。 

 

SSD 
内蔵120GB以上の容量を有していること。 

 

メモリ 
８GB以上であること。 

 

光学ドライブ 
ＤＶＤドライブを有すること。（DVD-R等不可） 

 

キーボード 
日本語キーボードを装備していること。 

 

ディスプレイ 

サイズ：15.6型以上のディスプレイ 

解像度：1920×1080ドットであること。 

表示色：上記表示ドットで1,677万色以上であること。 

インターフェイス 

ア 100Base-TX /1000Base-T自動対応のLANポート内蔵し， 

インターフェイスの形状はRJ45であること。 

イ USBポート（Type-A）は2ポート以上であること。 

 

サウンド機能 
サウンド機能を有し，スピーカーを本体に内蔵していること。 

 

形状等 
ノート型（キーボードとディスプレイが一体型） 

 

電源コンセント数 
電源は１つのコンセント口から得るものであること。 

 

環境配慮等 

ア PCグリーンラベル制度の審査基準を35%以上満たしていること。 

イ グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本

方針（平成30年2月変更閣議決定）」に対応していること。 

マウス 

有線方式のレーザー式で，ホイール機能を有した2ボタン以上のマウ

スを装備していること。 

Ms Office 

Microsoft Office Home & Business 2019（Word，Excel，PowerPoint） 

相当を搭載すること。 

Adobe Acrobat 

Reader 

Adobe Acrobat Readerを搭載すること。 

プリンタドライバ 

「２.指定管理者用プリンタ」の最新ドライバを搭載すること。 

別紙２ 



セキュリティソフト 

エンドポイントセキュリティソフトのクライアント用エージェントを搭載す

ること。 

OS初期設定 

ア 県が指示した内容でOSの初期セットアップまで行うこと。 

  （コンピュータ名，ＩＰアドレス，ＩＥ設定，ユーザ作成，OSの 

パーソナルファイアウォール機能，デスクトップの整理等） 

イ Microsoft Updateにて，最新の更新プログラムまで適用すること。 

ウ ライセンス認証手続きが必要なソフトウェアは受注者において行う 

こと。   

故障修理 

ア ディスク（SSD）以外 

速やか故障箇所の部品交換等で修理対応を実施すること。 

 

イ ディスク（SSD） 

ディスク交換後，バックアップデータ（復元からの復元等により，

OS設定，アプリケーションの動作環境までを速やかに復旧できる 

こと。 

なお，バックアップに使用するソフトウェアは，受託者が選択する 

もので可とする。 

  

調達台数 16台（指定管理者15台，住宅課１台） 

 

２ 指定管理者用プリンタ 

機器 項  目 仕  様  内  容 

プ

リ

ン

タ 

プリンタ方式 
乾式電子写真方式であること。 

 

解像度 
1200dpi×1200dpi相当以上を有すること。 

 

両面印刷 
自動両面印刷可能であること。 

 

給紙サイズ 
Ａ３からはがき大の不定形の印刷が可能であること。 

 

給紙トレイ 
Ａ４用紙で275枚以上であること。 

 

プリント速度 
３２枚/分（Ａ４横送り）以上であること。 

 

ドライバ 
Windows10に対応していること。 

 

インターフェイス 

USB2.0インターフェイス及びイーサネットインターフェースを有する

こと。 

 

USBケーブル 

 

ノート型端末とプリンタが接続可能なこと。 

※ノート型端末との接続は，本USBケーブル又はLANケーブルのどちら

かにより接続すること。（設置場所の状況にて判断） 

 



動作確認 ノート型端末に最新ドライバをインストールし，テストプリント 

を実施すること。 

 

故障修理 保守に定期交換部品（定着ユニット，転写ローラー）を含むこと。 

 

調達数 12台（指定管理者12台） 

 

３ 指定管理者用L2スイッチ 

機 器 仕  様  内  容 

L2スイッチ 
10/100/1000BASE-T（RJ-45コネクター）×５ポート 以上であること。 

 

動作確認 ネットワークの疎通確認を行うこと 

調達数 2台 

 

４ 指定管理者用USBメモリ 

機 器 仕  様  内  容 

USBメモリ 

ア USB3.1対応であること。 

イ メモリ容量：16GB以上であること。 

 

セキュリティ 

対応 

エンドポイントセキュリティソフト（デバイスコントロール）にて，管理ができ

ること。 

 

調達数 14個（指定管理者12個，住宅課2個） 

 

５ LANケーブル 

機 器 仕  様  内  容 

LANケーブル 

ア CAT6A 仕様であること 

イ ツメ折れ防止コネクタであること 

 

機器との接続 

ＶＰＮルータと端末・プリンタ，ＶＰＮルータとＬ２スイッチ，Ｌ２スイッチと

端末・プリンタ間の接続，サーバ等データセンタ内機器の接続に使うこと。 

余ったケーブルは予備品として県に納品すること。 

 

調達数 

合計 ２６本 

10ｍ ：２本 

5ｍ ：１７本 

3ｍ ：７本 

 

 

 

 



６ その他共通 

機 器 仕  様  内  容 

保守・修理 

ア 納品から令和９年３月31日までの機器保守を含むこと。 

イ ＬＡＮケーブル，ＵＳＢケーブル等，製品保守が無い物品については， 

故障時は代替品を提供すること。 

ウ 障害発生時は，設置場所でのオンサイト対応を行うこと。 

エ 障害発生時は，「システム業者」及び各指定管理者と協力し，対応すること。 

 

据付・輸送等 

ア 県が指定する場所に輸送し据付設置すること 

１）１次据付(仮設置）  

場所：広島市内（県庁内又は「システム業者」の作業室） 

２）２次据付(本設置）  

場所：各指定管理者事務所 「別紙４ 指定管理者一覧」に記載） 

イ １次据付場所から２次据付場所までの輸送を行うこと。 

ウ 輸送前には梱包，開梱を行うこと。 

エ ２次据付場所への輸送後，開梱し，ダンボール，梱包材を持ち帰り処分 

  すること。 

 

機器の廃棄 

ア  ６年間の保守期間終了後，機器を集め廃棄すること。 

イ 設置場所（指定管理者，県庁）外に機器を持ち出す前に，パソコン直のデー

タの完全消去又は物理的な機器破損により，個人情報を含むファイルを復元

できないように処理すること。同処理の実施後，県の検査を受けること。 

 

 



　現行ラック搭載図 別紙３

　場所：　広島県広島市南区仁保２丁目５-２
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指定管理者一覧 別紙４

No. 指定管理者の名称

1
広島県ビルメンテナンス協同組合

県営住宅管理グループ　稲荷町事務所

2
広島県ビルメンテナンス協同組合

県営住宅管理グループ　高陽事務所

3
広島県ビルメンテナンス協同組合

県営住宅管理グループ　長寿園事務所

4
広島県ビルメンテナンス協同組合

県営住宅管理グループ　安芸事務所

5 フジタビルメンテナンス株式会社　広島支店

6 ビルックス株式会社

7
広島県ビルメンテナンス協同組合

県営住宅管理グループ　廿日市事務所

8 株式会社くれせん　東広島営業所

9
堀田・誠和共同企業体　住宅管理センター

三原事務所

10
堀田・誠和共同企業体　住宅管理センター

尾道事務所

11 株式会社東急コミュニティー

12
広島県ビルメンテナンス協同組合

県営住宅管理グループ　三次事務所

住所

〒732-0827　広島市南区稲荷町４－５　尾崎ビル３階

〒739-1742 広島県広島市安佐北区亀崎１丁目２−４　高陽タウンセンタービル　３階

〒730-0001 広島市中区白島北町18-1　１階

〒738-0004　呉市阿賀南一丁目８－４９

〒730-0017　広島市中区鉄砲町８-18　日生みどりビル12階

〒736-0083　安芸区矢野東５丁目１－１５　クスノキビル１０３号室

〒728-0012　三次市十日市中二丁目３－３６　向田ビル１階

〒738-0033　廿日市市串戸一丁目９－44　竹本印刷所ビル１階

〒739-0025　東広島市西条中央3丁目26-58クニヒロビル201号室

〒723-0051　三原市宮浦四丁目８－２４

〒722-0014　尾道市新浜1丁目14-11誠和ビル１階

〒720-0066　福山市三之丸町8-17Ｋビル２階

VPN網 

県データセンター（仁保） 


