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「GIGAスクール構想」を実現するための清瀬市学習系ネットワークシステム構築業務  

プロポーザル実施要領 

 

１. 業務概要 

(1) 件名 

「GIGAスクール構想」を実現するための清瀬市学習系ネットワークシステム構築業務 

 

(2) 業務の目的 

文部科学省が提唱する、「児童生徒向けの１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワー

クを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され

た創造性を育む教育を、全国の学校現場で持続的に実現させる構想」（GIGA スクール構想）

を実現するため、清瀬市における学習系ネットワークシステムを構築することを目的とする。 

今回の調達範囲は、端末・充電保管庫・ネットワーク機器の調達だけでなく、ネットワーク

設計構築、端末の設定作業、運用保守等も含めることとし、その業者選定をプロポーザル方

式により実施する。 

 

(3) 業務内容 

ア タブレット端末購入 

・児童生徒及び教員が使用するタブレット端末 5,909台を調達すること。 

・Chrome OS、iPad OS、Windows10 proのいずれかを搭載し、有害サイトフィルター 

機能（カテゴリーによるフィルターが可能）を有すること。 

・搭載する学習支援ソフトについても、本業務に含むこととする。 

・新型コロナ感染症によるオンライン学習を見据え、自宅のインターネット環境で利用 

できること。 

 

イ タブレット充電保管庫購入 

・タブレット端末を保管・充電するための充電保管庫 173台を調達すること。 

・電源容量に十分配慮し、原則、輪番充電タイマーを搭載した製品を調達すること。 

・輪番充電タイマー未搭載の保管庫の場合、充電時の消費電力の合計が設置場所の供給電

源容量を超える場合は、電源工事を実施し、対応すること（その費用も含むこと。）。 

  

ウ タブレット端末構築業務 

・児童生徒及び教員がタブレットを利用するための構築作業を実施すること。 

・クラウド環境の構築、搭載する学習支援ソフトを利用するための設定作業、各学校への

搬入、現地設置・設定作業も本項目に含むこと。 

 

エ タブレット端末運用保守業務 

アで調達したタブレット端末を利用する上で必要な ID 更新作業、年 1 回の操作研修を
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実施すること。その他の運用保守（操作方法の問合せ窓口等）やタブレット端末のハード

ウェア保守は必須としない（上限額の範囲内で盛り込める内容があれば、提案すること）。 

 

オ ネットワーク機器購入 

ルータ、基幹 L3 スイッチ、フロア PoE 給電スイッチ、無線 LAN アクセスポイントなど

GIGAスクール構想を実現するための必要なネットワーク機器を調達すること。 

 

カ ネットワーク設計・構築業務 

購入したネットワーク機器を利用して、ネットワークを設計・構築すること。LANの配

線経路の決定、機器の取付け、LANケーブルの敷設等を実施すること。 

 

キ ネットワーク保守 

本業務で調達したネットワーク機器のソフトウェアおよびハードウェア保守を実施す

ること。また、ネットワーク障害が発生した際には対応すること。保守時間は、平日９時

～１７時とする。 

 

(4) 契約期間（予定）及び支払い条件等について 

※上限額は消費税及び地方消費税を含む金額 

 

ア タブレット端末機器購入等 

「(3)業務内容」のア、イ、オの範囲 

契約時期：令和 2 年 12月頃 

納入期限：令和 3 年 3月 20日 

支払い条件：納入払い 

上限額：428,868,550 円 

※タブレット端末機器等購入は、議会での議決案件となるため、プロポーザル終了後に仮

契約を交わし、令和 2年清瀬市議会第 4回定例会（12月）において議決を得た後に本契

約を締結する。 

 

イ タブレット端末構築業務 

  「(3)業務内容」のウの範囲 

契約期間：令和 3 年 2月 1日～令和 3年 8月 31日 

支払い条件：各年度毎の完了払い 

上限額：51,806,280 円 

※令和 2年度の上限額は、29,603,588円 令和 3年度の上限額は 22,202,692円 

 

ウ ネットワーク設計・構築業務 

「(3)業務内容」のカの範囲 
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契約期間：令和 2 年 10月下旬頃～令和 3年 3月 20日 

支払い条件：完了払い 

上限額：27,100,150 円 

※ネットワーク設計・構築業務期間中の保守費用（ハードウェア・ソフトウェア）を含

む。 

 

エ タブレット端末運用保守業務等 

「(3)業務内容」のエ、キの範囲 

契約期間：令和 3 年 4月 1日～令和 8年 3月 31日(60か月間) 

支払い条件：毎月払い 

上限額：39,257,020 円 

 

(5) 仕様 

「GIGA スクール構想」を実現するための清瀬市学習系ネットワークシステム構築業務仕

様書」（以下、「要求仕様書」とする。）のとおり。 

※清瀬市ホームページへは掲載せずに、下記の参加資格を有する企業へ直接配付する。 

 

２. 参加資格 

  本プロポーザルに参加する者は、次のすべての要件を満たすものとする。また、参加資 

 格確認後に資格要件を満たさなくなった場合は、参加資格及び契約交渉を取りやめる場合 

 がある。 

共同企業体における参加を行った場合は、代表企業を定め、その代表企業名にて、本調

達に係る手続きを実施すること。また、参加資格や導入実績等においても、代表企業の情

報を審査することとする。 

(1) 清瀬市指名競争入札参加者指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当しないこ

と。 

(3) 清瀬市契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23年清瀬市訓令第 53号）に基づく入

札参加資格停止措置を受けていないこと。 

(4) 会社更生法、民事再生法等により、更生又は再生手続きを開始していないこと。 

(5) 「東京電子自治体共同運営電子調達サービス」において、物品に関する入札参加資格の

営業種目「情報処理業務」に関する格付けが「A」等級に格付けされている者であること。 

(6) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク及び国際規格

ISO27001を取得していること。 

 

３. 参加申込の手続き 

(1) 提出書類 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領及び清瀬市契約事務規則の各規定
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を理解した上で、「参加表明書」（様式第２号（第１３関係））及び「守秘義務誓約書」（様式

１）を提出すること。あわせて、プライバシーマーク及び国際規格 ISMS（ISO/IEC 27001：

2013）の登録証について、写しを持参し提出すること。切替等で最新版が提出できない場合、

直前の登録証でも可とする。 

 

(2) 提出期限 

令和 2年 8月 10日（月）17時まで（必着） 

 

(3) 提出方法 

持参又は郵送によること。 

持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び休日を除く午前 9時から午後 5時（た

だし、正午から午後 1時は除く）までとする。郵送による場合は、受け取り日時及び配達さ

れたことが証明できる方法によること。※郵便事故等については提出者のリスク負担とする。 

 

(4) 提出場所 

「１３．担当課」とする。 

 

(5) 結果通知  

参加表明書提出者に対し、本市より本調達の提案者として選定したこと若しくは選定しな

かったことを令和 2 年 8 月 12 日（水）までに通知する。通知は、電子メールにて送付した

後、郵送する。 

 

(6) その他 

選定経緯及びその内容についての問い合わせには応じない。また、選定結果に対する異議

申し立てについても受け付けない。 

 

４. 要求仕様書の配布 

(1) 配布書類 

「３．参加申込の手続き」において、本市への「参加表明書」（様式第２号（第１３関

係）） 

ならびに「守秘義務誓約書」（様式１）の提出と引き換えに要求仕様書ならびに提案書の

各様式を配布する。 

(2) 要求仕様書送付時期 

令和 2年 8月 3日（月）から令和 2年 8月 10日（月）まで 

 

５. 企画提案書等の作成及び提出 

企画提案者は、「要求仕様書」に定める仕様に沿った企画提案書等の必要書類を、印刷物

のほか、電子ファイルを収録した CD-ROM（レーベル面に企画提案者名を記載）にして提出す
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ること。また、提出書類の内容に不明な点等がある場合には、必要に応じ追加資料の提出を

求める場合があるので留意すること。なお、プレゼンテーション用の資料も併せて提出する

こと（詳細は、別紙 3 プレゼンテーション実施要領のとおり。）。 

(1) 提出書類・提出部数 

(ア) 企画提案書（自社名を記載していないもの1） ：3部 

(イ) 企画提案書（自社名を記載しているもの） ：1部 

(ウ) プレゼンテーション用資料（自社名を記載していないもの 1） ：3部 

(エ) 別紙 4 プレゼンテーション参加予定者一覧 ：1部 

(オ) 以下、要求仕様書とともに配布した下記様式に回答を記入したもの ：各 3部 

• 様式２ 提案見積書 

• 様式３ 費用内訳書 

• 様式４ 会社概要・導入実績に係る質問 

• 様式７ 機能・非機能要件一覧 

(カ) 前記を補足する付属資料   ：各３部 

(キ) 様式５ 企画提案書表紙（捺印済みのもの） ：1部 

(ク) CD-ROM（（ア）～（カ）の内容を電子ファイルで収録したもの）：1枚 

 

(2) 企画提案書規格・構成 

「企画提案書等の作成要領」を参照すること。 

 

(3) 提出期限 

令和 2年 9月 4日（金）15時まで（必着） 

 

(4) 提出方法 

持参又は郵送によること。 

持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び休日を除く午前 9時から午後 5時まで

（ただし、正午から午後 1時は除く）とする。郵送による場合は、受け取り日時及び配達

されたことが証明できる方法によること。※郵便事故等については提出者のリスク負担と

する。 

 

(5) 提出場所 

「１３．担当課」とする。 

 

６. 学校の現地調査 

（１）日程調整 

ネットワーク構築場所が各小中学校であり、現地調査が必要な場合、令和 2 年 8 月 12

日（水）までに担当課と希望日時の調整を行うこと。 

                                                   

1 自社名だけでなく、自社名を連想させるブランド名等も記載しないこと。 
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（２）現地調査期間 

・期間 令和 2年 8 月 12日（水）～令和 2年 8月 21日（金）（土日・祝日を除く） 

・時間 9時から 16 時（12時から 13時を除く） 

 

７. 質問の受付及び回答 

(1) 受付期限 

令和 2年 8月 21日（金）17時まで（必着） 

 

(2) 提出方法 

本市より配布する電子ファイル内に格納されている「様式 6 質問書」に質問内容を記入

のうえ、電子メールで送付すること。送付後、「１３．担当課」宛に電話にてその旨を連絡

すること。なお、質問書の提出回数は 1回のみとする。また、電子メール以外の方法（電話

による問合せ等）で提出された質問に対しては回答しない。 

 

(3) 提出先 

「１３．担当課」とする。 

 

(4) 回答日 

令和 2年 8月 28日（金） 

 

(5) 回答方法 

全社（担当者）宛てに電子メールにて回答する。 

 

(6) その他  

• 同趣旨の質問が複数あった場合には、まとめて回答する。 

• 質問者の名称等については公表しない。 

• 評価に関する質問については回答しない。 

• 質疑応答事項は仕様書の追記事項として取り扱う。 

 

８. 審査概要 

審査委員会（以下、「委員会」という。）において、以下の審査方法により提案内容を審査

し、最も本件業務に適していると認められる業者を選定する。 

(1) 審査の対象となる事業者 

次の要件をすべて満たしている企画提案者を対象に審査を行うこととする。 

• 見積額が提案上限額の範囲内であること。 

• 企画提案書等の必要書類が、本書（別紙１_企画提案書等の作成要領）で定められた要求

事項を満たしていること。 
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(2) 審査方法 

審査は、一次評価、二次評価と段階的に実施し、委員会において、一次評価・二次評価に

対する最終評価結果を確定する。 

企画提案書等の内容を審査した「企画提案書評価点」、「様式 2 提案見積書」「様式 3 費

用内訳書」の内容を審査した「価格点」、プレゼンテーションの結果を審査した「プレゼン

テーション評価点」を算出し、これらの合計点をもって評価点数とする。 

一次審査では「企画提案書評価点」「価格点」を審査し、二次審査では「企画提案書評価

点」「プレゼンテーション評価点」を審査する。 

 

(ア) 一次評価 

委員会において「価格点」を審査するほか、提出された企画提案書等の内容について、

あらかじめ定められた一次評価の評価項目、配点にしたがって「技術評価点」を審査する。 

 

(イ) 二次評価 

委員会及び業務主管課において、一次評価において上位となった業者を対象として二次

評価を実施する。 

審査にあたっては、企画提案書等の内容について、あらかじめ定められた二次評価の評

価項目、配点にしたがって「技術評価点」を審査するほか、「プレゼンテーション評価点」

を審査する。 

一次評価の結果とあわせて、最終評価結果を算定する。 

 

(3) 結果通知 

審査結果については、一次審査結果を令和 2 年 9 月 15 日（火）に、最終審査結果を令和

2 年 9 月 30 日（水）に本市より電子メールにて通知する。通知は、電子メールにて送付し

た後、後日書面を郵送する。 

 

(4) その他 

審査経緯及びその内容についての問い合わせには応じない。また、審査結果に対する異議

申し立てについても受け付けない。 

 

９. プレゼンテーション（二次審査） 

企画提案者によるプレゼンテーションを下記のとおり実施する。プレゼンテーションの日

程等については、一次評価通知と共に、別途プレゼンテーション・デモンストレーションへ

の参加要請（依頼）にて通知する。 

詳細は本書「別紙３_プレゼンテーション実施要領」を参照のこと。 

(1) 実施日 

令和 2年 9月 24日（木） 

(2) 場所 
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中清戸地域市民センター１階多目的ホール 

(3) 提案時間 

１社あたりの持ち時間は、プレゼンテーション 25分（時間厳守）、プレゼンテーション後

の質疑応答 15分の計 40 分以内とする。 

 

１０. 日程 

 企画提案者募集の公表 令和 2年 8月 3日（月） 

 参加表明書受付締切  令和 2年 8月 10日（月） 17時まで 

要求仕様書配布  ※参加表明書と引き換えに配布。 

 企画提案者選定結果通知 令和 2年 8月 12日（水） 

 ※8月 12日～21日まで校舎内の見学可（担当課へ事前連絡必須）。 

 質問受付締切  令和 2年 8月 21日（金） 17時まで 

 質問回答   令和 2年 8月 28日（金） 

 企画提案書等受付締切 令和 2年 9月 4日（金） 15時まで 

 一次審査結果通知  令和 2年 9月 15日（火） 

プレゼンテーション  令和 2年 9月 24日（木） 

 二次審査結果通知  令和 2年 9月 30日（水） 

 仮契約   令和 2年 10月上旬 

 契約締結 令和 2年 12月 18日（金） 

  

１１. 失格条項 

本プロポーザルの企画提案者もしくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合

は、その提案を失格とする。 

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

(2) 参加資格を満たさなくなった場合。 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合。 

(4) 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合。 

(5) 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為のあった場合。 

 

１２. その他留意事項 

(1) 本業務の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 本件に参加する費用は、全て企画提案者の負担とする。 

(3) 参加表明以降、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに書面（様式は

任意）により「１３．担当課」あてに提出する。 

(4) 提出後の企画提案書等の修正又は変更は認めない。 

(5) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(6) 提出された企画提案書等は、必要に応じて複製する場合がある。 

(7) 市が必要と認める場合には補足資料の提出を求めることがある。 
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(8) 提出された企画提案書等の変更、差替え及び再提出は原則として認めない。ただし、体

制の変更等、企画提案書に記載した技術水準に変更がある場合、その変更によりプロジ

ェクト遂行上の問題が生じないことを本市が確認したうえで、変更を許可することがあ

る。 

(9) 企画提案書等の内容に、特許権など日本国の法律に基づいて保護される第三者の権利対

象なっているものを使用した場合、その責任は原則として企画提案者が負うこと。 

(10) 選定の公平性を期すため、本件に係る選定期間中の本市に対しての営業活動は自粛する

こと。 

(11) 本市から本業務に関する資料を受領した後に本業務への参加を取りやめる場合は、本市

から受領した資料は必ず返却をすること。 

(12) 要求仕様書と矛盾する内容を企画提案書等に記載した場合、その提案事項は無効とみな

す。 

(13) 企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、その提案を失格とするとともに、他の提案に

対しても本市において選定を見合わせることがある。 

(14) 複数の企画提案者の総合評価点が同点の場合、価格点が最も高い企画提案者を優先交渉

権者とする。なお、価格点も同点の場合は価格点のうち「GIGAスクール構想におけるタ

ブレット端末機器等購入」にかかる得点が最も高い企画提案者を優先交渉権者とする。 

 

１３. 担当課 

〒204-8511 

清瀬市中里五丁目 842 番地 

清瀬市教育委員会教育部教育総務課 担当 野中・若野 

Tel 042-497-2537（直通） 

Fax 042-492-2415（代表） 

E-mail：kyo_soumu@city.kiyose.lg.jp 
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