
令和4年1月11日から 午後１時から午後４時まで

経理部

契約課

東京都

新宿区

令和4年4月1日から 西新宿

令和5年3月31日まで 二丁目8番1号

都庁

第二本庁舎

21階

ア

イ

ウ

（注） １　　希望申込みの際には、以下の（1）～（5）に示す資料を持参してください。

　　（1）令和3・4年度東京都受付票（原本）

　　（2）必要事項を記載した「工事希望票兼予定監理技術者等調書」（原本）

　　（3）上記の申込みに必要な資格要件アの実績を確認できるもの（契約書の原本及びその写し）

　　　　※ただし、資格要件アの協力会社実績の場合は、契約書の原本及びその写しに代えて、注文書の原本とその写しとすることができます。

　　（4）上記の申込みに必要な資格要件ウを確認できるもの（給水装置工事主任技術者の雇用関係及び資格を有することが確認できるもの）

　　　【雇用関係の確認】

　　　常用雇用している給水装置工事主任技術者について、次の①～⑤のいずれかの書類の写しを持参してください。

　　　　　①健康保険被保険者証

　　　　　②国民健康保険被保険者証（会社名の記載のないものは不可）

　　　　　③登記事項証明書の役員名簿欄（発行３か月以内のもの。会社役員等の場合）

主として

東京都多摩地区

管路及び附属施設の
工事の設計及び数量
計算等

契約履行開始までに、別紙「受注者版工事系システムの稼働条件」のとおり動作環境を整備できる者

▼申込みに必要な資格要件等は、下記のアに該当し、かつイ及びウに該当する者です。

ことが判明した場合は、その申込み

込みはできません。

は無効になります。

　急施を要する設計業務を迅速か

つ確実に履行できる者のみ申込み

タ-１ 土木設計

締切日 整理番号 業種 委託件名

令和4年度 配水管布設工事
等設計委託（多摩）単価契約

1/18

履行場所 委託概要

令和4年1月18 日まで

申込先

できます。

30者

 

　申込みに必要な資格要件等につ

　資格要件等を満たさない方の申

備　　　　考

過去５年以内に当設計委託単価契約の受託実績を有している者、又は過去５年以内に２年以上の当設計委託単価契約の協力会社実績を有している者

自社で常用雇用している社員のうち、一人以上の給水装置工事主任技術者を、当設計委託単価契約業務従事者とすることができる者

受付期間

東京都水道局

いては、欄外のとおり

受付けます。

　申込後に資格要件を満たさない

令和4年度 配水管布設工事等設計委託（多摩）単価契約　発注予定表

契約期間 予定委託業者数



　　　　　④住民税特別徴収額の通知書または変更通知書

　　　　　⑤雇用保険被保険者資格等確認通知書

　　　　　　※いずれの書類でも常用雇用の証明ができない場合は、あらかじめお問い合わせください。

　　　【資格を有することの確認】

　　　上記で常用雇用を確認できる書類を持参した給水装置工事主任技術者について、次の①～③のいずれかの書類の写しを持参してください。

　　　　　①給水装置工事主任技術者免状

　　　　　②給水装置工事主任技術者証

　　　　　③合格通知書（令和3年度合格者に限る）

２　　東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱（平成２２年１１月５日付２２水経契第３６８号）第３条第１項又は、第２項に基づく排除措置期間中でないこと。

３　　入札参加資格申請の「関係する会社等」に該当する会社同士で同一の案件に申込みをすることは出来ません。

４　　コロナウイルスの感染状況に応じて、受付方法が変更になる可能性があります。変更になる場合 は、局ホームページに掲載します。



別紙 

受注者版工事系システムの稼働条件 

 

 

１ 受注者版工事系システムの動作保証環境 

工事系システムは、次に掲げる表１から表２までの条件の環境で動作確認を行っている。 

なお、表中に記載したもの以外のソフトウェアを使用している場合など、表の条件の全てを満足し

ていない環境では、正常に動作しない場合がある。この場合において、受注者版工事系システムの正

常動作は保障しない。 

また、これらの表のＯＳ並びにソフトウェア（１）及び（２）については、受注者版工事系システ

ムを使用する時点で Microsoft 社から提供されている全ての優先度の高い更新プログラムを適用済み

でなくてはならない。 

表１ 動作保証環境１ 

1 OS

（１）　Microsoft Word2013　　　（64ビット版）

（２）　Microsoft Excel 2013　 （64ビット版）

（３）　Symantec Endpoint Protection 14

3 .NET Framework

4 CPU

5 メモリ容量

6 ハードディスク空き容量

7 画面

（１）　USBメモリ

（２）　CD-ROMドライブ

（３）
　A4サイズの出力が可能で、工事系システムを使用するPC等のOSに対応した
ドライバが存在するプリンタ

9 その他ソフトウェア

300MB以上

解像度1366×768ピクセル以上

8 その他周辺機器

Adobe Acrobat Reader DC

Windows 8.1　64ビット版

2 ソフトウェア

.NET Framework 4.5.2 以降

上記OS及びソフトウェアの組合せにおいてメーカーが動作を保証する性能以上

上記OS及びソフトウェアの組合せにおいてメーカーが動作を保証する容量以上

 

表２ 動作保証環境２ 

1 OS

（１）　Microsoft Word2016　　　（64ビット版）

（２）　Microsoft Excel 2016　 （64ビット版）

（３）　Symantec Endpoint Protection 14

3 .NET Framework

4 CPU

5 メモリ容量

6 ハードディスク空き容量

7 画面

（１）　USBメモリ

（２）　CD-ROMドライブ

（３）
　A4サイズの出力が可能で、工事系システムを使用するPC等のOSに対応した
ドライバが存在するプリンタ

9 その他ソフトウェア

解像度1366×768ピクセル以上

8 その他周辺機器

Adobe Acrobat Reader DC

2 ソフトウェア

.NET Framework 4.6 以降

上記OS及びソフトウェアの組合せにおいてメーカーが動作を保証する性能以上

上記OS及びソフトウェアの組合せにおいてメーカーが動作を保証する容量以上

300MB以上

Windows 10 Home 64ビット版

 



 

２ 受注者版工事系システム使用の際の必須条件 

１で示す環境以外で受注者版工事系システムを使用する場合、次に掲げる条件を全て満たしたＰＣ

等にインストールして使用すること。 

なお、この条件は受注者版工事系システムの動作を保証するものではなく、受注者版工事系システ

ムをインストールして使用する最低限の条件であるので注意すること。 

（１）ＯＳ及びソフトウェア（Microsoft Word 及び Microsoft Excel）は、受注者版工事系システムを

使用する時点で Microsoft 社から提供されている全ての優先度の高い更新プログラムを適用済みで

あること。 

（２）ウィルス対策ソフトウェア及びスパイウェア対策ソフトウェアは、Microsoft 社のウェブサイト

を参考にＯＳの種類ごとに適切な対処方法を適宜検討して選定すること。 

また、受注者版工事系システムを使用する時点で最新の更新ファイル等を適用した条件下で検査

及び問題の無害化が完了していること。 

（３）ハードディスクの空き容量は、受注者版工事系システムインストール前で 300MB 以上であるこ

と。 

（４）画面の解像度は、1366×768 ピクセル以上であること。 

（５）受注者版工事系システムを使用する PC 等では、次に掲げる周辺機器の全てが使用できること。 

ア USB メモリ 

イ CD-ROM ドライブ 

ウ A4サイズの出力が可能で受注者版工事系システムを使用するPC等のOSに対応したドライバ

が存在するプリンタ 

 

３ 注意事項 

（１）Windows 8 以前に発売された全ての Windows OS を使用している PC 等については、受注者版

工事系システムをインストールしないこと。 

（２）Microsoft Word 2010／Microsoft Excel 2010 以前に発売された全ての Microsoft Word 及び

Microsoft Excel 並びにそれらを含む Microsoft Office を使用している PC 等については、受注者版

工事系システムをインストールしないこと。 

（３）次の条件に該当する場合は、受注者版工事系システムが正常に動作しない可能性が高いため、該

当する環境では使用しないこと。 

ア OS が Windows Server である場合 

イ 受注者版工事系システムを使用する PC 等にインストールされている Microsoft Word 及び

Microsoft Excel が Microsoft Office 365 版以外存在していない場合 

ウ 受注者版工事系システムを使用する PC 等で使用できる Microsoft Word 及び Microsoft Excel

が Microsoft Office Online 版以外存在していない場合 

エ OS 又はソフトウェアが仮想 PC 上で動作している場合 

オ 使用しているハードウェアがマッキントッシュである場合 

 

 



（４）受注者版工事系システムをインストールする場合は、インストールを実行するユーザーは、ユー

ザー権限が Administrator 権限で、かつ、ユーザー名に全角文字（漢字、平仮名、全角記号など）

が使用されていてはならない。 

インストールする PC 等の Administrator 権限を持つユーザーで、全角文字を使用していないユ

ーザーが存在しない場合は、新たにユーザー名が半角英数字だけで構成されているユーザーを作成

して、そのユーザーで受注者版工事系システムをインストールすること。 

（５）受注者版工事系システムをインストールすることにより、インストールされた PC 等で動作して

いる他のソフトウェアが不安定になる場合がある。このため、受注者版工事系システムをインスト

ールする前に、バックアップなどによりＰＣ等の環境及びデータ回復を可能にする措置をとること。 

（６）フォントサイズを 96dpi 以外に設定した場合は、画面が正常に表示されず、ボタンの一部が使用

できないときがあるため、フォントサイズは 96dpi に設定すること。 

（７）OS が Windows 8.1 又は Windows 10 である場合は、IME プロパティの設定を「JISX0208 で構

成された文字のみ変換候補に表示する」に設定すること。 


