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豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICTネットワーク構築業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 本業務の目的 

  GIGA スクール構想の実現に向け、全小中学校 1 人 1 台タブレット端末整備、校内ネ

ットワーク機器の高速化・高性能化及び端末の充電保管庫の設置を行うことにより、ICT

を活用した学び方改革を推進するものである。 

 

２ 提案書を募集する業務概要 

（１）業務の名称 

豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICTネットワーク構築業務 

（２）業務の内容 

「豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICTネットワーク構築業務仕様 

書」による 

（３）業務期間 

契約締結日から令和 7年（2025年）8月 31日（日）まで 

（４）提案上限額 

２，８８０，７８５，６９９円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３ 参加資格要件 

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

いこと。 

(2) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 

64条による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第 1 項（会社法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の

例によることとされる場合を含む。）の規定による会社の整理を命ぜられていない

者であること。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ていないこと及びその開始が決定されていないこと。 

(4) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと及びその開始が決定されていないこと。 

(5) 暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 

号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及び豊中

市暴力団排除条例（平成 25 年豊中市条例第 25 号）第 2 条第 3 号に規定する

暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）に該当しないこと。 
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(6) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置

（本業務の提案募集を公示した日から応募の日まで）を受けていないこと。 

(7) 労働関係法令に違反し、官公署から摘発または勧告等を受けていないこと。 

(8) 本業務を行うにつき、当該業務が法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可

を受けている必要がある場合には、当該免許、許可、認可を受けている者であるこ

と。 

(9) 自治体（教育委員会、小中学校含む）において、タブレット端末のキッティング・

設置作業の実績があること。 

 

４ 参加表明手続き 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、下記のとおり手続きを行うこと。 

●提出方法：事務局へ持参又は書留郵送 

●提出書類：プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

●提出部数：正本１部を提出すること 

●提出先 ：豊中市教育委員会事務局 ICTを活用した学び方改革プロジェクト・チーム 

（豊中市教育センター内） 

〒560-0033 豊中市螢池中町 3-2-1-600 （TEL）06-6844-5290 

 ※持参の場合の受付時間は、土、日を除き、各日午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分まで

とする。郵送の場合は提出期間中に必着とする。 

※提出書類の不足又は提出期限内未到着の場合は、応募（参加）を無効とする。 

提出書類 内容 提出期限 

プロポーザル参加申込書 

（様式第１号） 

必要事項を記入

し、押印すること。 

令和 2年（2020年）7月 2日(木) 

午後 5時まで（必着） 

  

５ 日程 

項目 日程 

公示 令和 2年（2020年）6月 22日(月) 

現場説明会 令和 2年（2020年）6月 25日(木) 

参加表明手続き 令和 2年（2020年）7月 2日(木) 午後 5時まで(必着) 

質問締切日 令和 2年（2020年）7月 8日(水) 午後 5時まで(必着) 

回答日 令和 2年（2020年）7月 14日(火) ※電子メールによる回答 

企画提案書等の提出 

締切日 

令和 2年（2020年）7月 17日(金) 正午まで(必着) 

第一次審査（書類審査） 令和 2年（2020年）7月 21日(火) 

※３者を超える応募事業者があった場合のみ実施 

第二次審査 

（プレゼンテーション） 

令和 2年（2020年）7月 22日(水)（予定） 

 

審査結果の通知 令和 2年（2020年）7月下旬 ※文書通知 

最終選定結果の公表 令和 2年（2020年）7月下旬 ※市ホームページ等で公表 

契約締結 令和 2年（2020年）7月下旬（予定） 
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６ 質疑の方法 

（１）本実施要領及び別紙「豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICT ネット

ワーク構築業務仕様書」についての質問は、下記「１６ 事務局（問合せ先）」の担当者に

行うこと。この場合、質問表（様式第２号）に質問内容を簡潔にまとめ、電子メールで送

付すること。 

なお、送信後に参加表明者が事務局に電話連絡で質問表の到着を確認すること。 

（２）質問は、提出に必要な事項に限定する。 

（３）質問及び回答は、すべての参加表明者に電子メールで送付する。 

【質問の締切日】令和 2年（2020年）7月 8日（水）午後 5時まで（必着） 

【宛先メールアドレス】keikaku@city.toyonaka.osaka.jp 

【回答日】令和 2年（2020年）7月 14日(火) 

 

７ 企画提案書記載項目 

別紙「豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICT ネットワーク構築業務仕様

書」に基づき、下表の内容について企画提案書に記載すること。なお、様式等については「８ 

企画提案書様式」に従うこと。 

※下表に列挙した記載項目のほか、提案者独自の提案がある場合は評価の対象となるの

で、その内容について詳細に記述すること。 

分類 主な記載項目 

A.組織体制 ・企画提案書提出日から起算して過去 5年以内における自治体へのタブレット端

末導入の実績（概ね 100台以上）及び小・中学校における ICTネットワーク構

築業務の実績 

※導入台数、導入期間、作業期間については必ず記載するとともに、契約名、

発注者名等、主な業務内容についても記載すること。 

・本業務を遂行する人員体制 

・プロジェクトマネージャー（PM。設置必須）・プロジェクトリーダー（PL。設置

は任意）の氏名、経歴及び業務実績（端末の導入実績及び ICTネットワーク構

築実績 

※端末の導入実績については端末台数を明記すること。 

B.導入作業 ・本業務に含まれる各工程のスケジュール（線表形式で記載すること） 

 ※契約締結は 7月末を想定している。 

 ※企画提案書であることを勘案し、日単位の詳細なスケジュールを提示する必要

はないが、短期間で各作業を実施するための方策は具体的に示すこと（根拠が

不明瞭な作業の提案は、たとえ納品期限を満たした場合であっても低評価とな

ることに留意すること）。 

・各校へのタブレット端末等の機器の納入予定日 
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分類 主な記載項目 

・設置作業の概略 

 ※タブレット端末のキッティング及び設置、配線、充電保管庫設置のそれぞれの

作業の流れ（及びそれらの作業相互の関連性）を示すこと。 

C.教育的効果・ 

サポート体制 

・提案するソフトの機能、活用法等に関する具体的説明 

 ※実際の画面のスクリーンキャプチャを企画提案書内に示すなど、審査の際にソ

フトの利用イメージがしやすいよう配慮すること。 

 ※仕様書に示した要件は、ソフトが有する最低限の機能を例示したものである。

審査にあたっては、要件を満たすか否かだけでなく、提案されたソフトの機能、

活用例などを総合的に勘案して評価を行うことに留意すること。 

・児童生徒を守るためのセキュリティ対策の具体例（フィルタリング機能等） 

・保護者および教員へのサポート体制 

 ※特に、保護者および教員からの問い合わせに対応するための具体的なスキーム

を提示すること。 

D.価格 ・提案の見積価格をイニシャル費用とランニング費用に分けて記載すること。 

・キーボード及びカバーについては、摩耗及び破損により毎年一定数追加調達する

ことが想定される。 

そのため、本企画提案によりそれぞれの単価を明示するととともに、契約期間中

に豊中市教育長（以下「発注者」という。）が依頼した場合は、同一単価にて同

一製品を追加販売するものとする。 

(製造終了により同製品の提供が不可能となった場合は、同等品を提供するこ

と。) 

・上記運用を行うことから、価格の提案にあたっては、より追加購入の頻度が高い

キーボード及びカバーについて、価格の低減に努めること。 

※導入機器の設置等にあたっては、豊中市立小中学校のネットワーク保守業者が設置し

た機器の設定変更が必要な場合があるほか、既存ネットワークへの影響を考慮した設

計を行う必要がある。そのため、受託者は保守業者との責任分界点を予め明確化した上

で、作業の取りこぼしのないよう十分に調整の上作業を実施すること。 

なお、業務の実施にあたっては以下に示す保守業者の担当者と連絡を密にすること。 

【保守業者の連絡先】 

株式会社内田洋行 教育 ICT事業部 西日本営業部 営業 2課 

豊中市ご担当者様 Tel 06-6920-2425 

 ※提案にあたり、本市の既存ネットワーク構成等の技術的な情報の開示を希望する場合

は、（様式第１号）プロポーザル参加申込書を提出後、事務局に申し出ること。 
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８ 企画提案書様式 

（１）全般にかかる事項 

①書類の規格はＡ４判片綴じ・横書き・片面とし、枚数は 30枚以内とする。 

Ａ３判を用いる場合は１枚をＡ４判２枚分として計算する。 

文字は 10.5ポイント以上とし、フォントは任意とする。 

②表紙には以下の事項を記載すること。 

【タイトル】「豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICTネットワーク構築 

業務企画提案書」 

【提案者名】〇〇会社 

【提出年月日】○年〇月〇日 ※実際の提出日を記入すること。 

③専門的知識を有しない者でも理解できるようわかりやすい表現とすること。 

（２）様式第 9号（各種計算書）作成にかかる留意事項 

 ①今後のタブレット端末の更新を見据えて、各年度の費用が平準化され、かつトータルコ

ストを可能な限り低減できるような追加調達台数を設定すること。 

 ②令和 3 年度（2020 年度）以降の端末更新の原資として、最大でタブレット端末 1,000

台相当の予算が確保できているものと想定して計算すること。 

（あくまで計算上の仮定であり、令和 3年度（2021年度）以降必ず 1,000台相当の予

算を確保することを保証するものでない。また、この予算も可能な限り圧縮するよう

な更新手法を検討すること。） 

③本業務ではトータルコスト削減の観点から、ハードウェア保守の付保は想定しておら

ず、破損等の際は代替機に交換することで運用を図ることを想定している。 

ただし、代替機への交換よりも安価に付保できるハードウェア保守を提案できる場合

は、企画提案書に提案の詳細を記載すること。この場合、予備機調達台数も必要最小限

の台数に減じること。 

 ④計算の便宜上、小中学校の各学年の児童生徒数の合計は以下であると仮定して計算 

すること。 

各学年 児童生徒数 

小学１年生～小学６年生 各学年約 3,700人（合計約 22,200人） 

中学１年生～中学３年生 各学年約 3,100人（合計約 9,300人） 

合計 約 31,500人 

   ※上記児童生徒に 1人 1台割り当てる台数に加え、代替機を調達する必要があることに留意する 

こと（代替機との交換ではなくハードウェア保守により破損等に対応する場合を除く。）。 

 

９ 見積書記載項目 

（１）別紙「豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICT ネットワーク構築業務

仕様書」及び本実施要領に基づき、見積金額を記載すること。また、費用の内訳がわかる

ように各作業の工数・単価を記載すること。 
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（２）受託候補者との契約交渉の際、プロポーザル時に提出された見積書に疑問点または不

備が見つかった場合は、発注者に対して該当箇所に関する説明を行うこと。次点受託候補

者との契約交渉を行う際も同様である。 

 

１０ 見積書様式 

（１）様式は、貴社のものを使用すること。所在地、商号又は名称及び代表者名を記載の上、

代表者印（必須）、社印を押印したものに限る。 

（２）表紙には以下の事項を記載すること。 

【宛名】豊中市教育委員会事務局 ICTを活用した学び方改革プロジェクト・チーム 

（豊中市教育センター内） 

【件名】「豊中市立小・中学校タブレット端末整備業務及び ICT ネットワーク構築業務」 

【提出年月日】○年○月○日 ※実際の提出日を記入すること。 

（３）企画提案書とは別冊にすること。 

 

１１ 企画提案書等の提出 

（１）提出方法 

企画提案書及び見積書を下記「（４）提出先」に持参又は書留郵送で提出すること。 

（２）提出部数 

①企画提案書：20部（20 部とも同内容、同体裁とすること） 

②見積書：1部（社名及び代表者名を記載の上、代表者印、社印を押印したもの） 

③①及び②を格納した電子媒体（CD-R または DVD-R）：1部 

（３）提出期限 

令和 2 年（2020年）7月 17日(金) 正午まで(必着)  ※締切時刻に注意すること 

（４）提出先 

   〒560-0033 豊中市螢池中町 3-2-1-600 

豊中市教育委員会事務局 ICTを活用した学び方改革プロジェクト・チーム 

（豊中市教育センター内） 

 ※持参の場合の受付時間は、土、日を除き、各日午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分まで

とする（ただし、7月 17日(金)は正午で提出を締め切るので注意すること）。 

郵送の場合は提出期間中に必着とする。ただし、郵送についても 7 月 17 日(金)は正午

で提出を締め切るので注意すること。 

（５）失格事項 

以下の項目のいずれかに該当したものは、業者選定の対象から除外する。 

・提出期限に遅れたもの 

・審査結果に影響を与えるよう、あらかじめ工作が行われたと認められるもの 

・提出書類が不備なもの（提案書類の追加や分割提出も認めません。） 

・企画提案書受領から契約締結日の間に、本市から入札参加停止措置を受けたもの 
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・提案上限額を超えたもの 

・提案内容に虚偽の内容があったもの 

・提案に関して談合等の不正行為があったとき 

・他の提案者と応募提案の内容について相談を行ったとき 

・選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき 

・その他、本実施要領の内容に違反したとき 

 

１２ 審査の方針 

（１）基本的事項 

①市職員で構成する審査委員会を設置し、審査する。 

②審査は、企画提案書、見積書に基づき、プレゼンテーション審査（応募事業者が３者を

超える場合には、書面審査及びプレゼンテーション審査）を行い、下記の評価基準（表

1）に基づき採点し、最も交渉順位の高い提案者（受託候補者）及び次点受託候補者を

決定する。（受託候補者：全体の採点結果の合計点が最高点の者） 

③受託候補者の審査結果が同点の場合、審査委員会委員による合議で受託候補者又は次

点受託候補者を決定する。 

④審査結果が合計点の 50％未満である場合、交渉権を有しない。 

⑤審査結果についての異議は一切認めない。 

（表１）評価基準 

大分類 配点 No 小分類 

A．組織体制 30 

1 受注実績 

2 担当者の従事実績 

3 仕様書の理解 

4 タブレット端末の提案 

5 独自性の提示 

B．導入作業 70 

6 計画的かつ効率的な作業実施 

7 LAN配線作業実施体制の整備 

8 タブレット端末の納品スケジュール 

9 LANケーブルのリプレース作業スケジュール 

10 電源キャビネット設置作業スケジュール 

11 展開方法の創意工夫 

C．教育的効果・ 

サポート体制 
70 

12 授業支援ソフト・学習ドリルソフトの提案 

13 セキュリティ対策 

14 ソフトの追加提案 

15 サポート体制の充実 

16 卒業等に伴うタブレット端末の回収・配布スキームの提案 

17 タブレット端末故障・破損時の対応スキームの提案 
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D．価格 70 

18 タブレット端末付属物の価格①ケース 

19 タブレット端末付属物の価格②キーボード 

キーボード 20 タブレット端末キッティング等作業費用 

（キッティング作業費を除く） 21 タブレット端末リプレース費用 

22 LAN リプレース設計・構築業務費用 

23 LAN リプレース作業費用 

 

（２）独自提案などの加点要素 

  企画提案書においては、児童・生徒の教育効果を高めたり、教職員の事務効率向上のた

めの以下のような独自の提案を積極的に行うこと。 

 （以下事項に関する提案全てを必ず盛り込むことを求めるものではない。） 

・仕様書に定める学習ドリルソフト、授業支援ソフトに加えて行う独自ソフトの導入提案 

・限られた時間内で大量の端末をキッティング・設置するために効率的かつ迅速に作業を

行うための具体的方策 

・端末が破損した際の端末交換の運用スキーム 

・卒業する児童生徒の端末を他の児童生徒に再度割り当てる際の運用スキーム 

（小学 1～3年生にはカバーを装着し、小学 4～6年生及び中学 1～3年生にはキーボー

ドを装着する運用であることに留意すること。） 

（３）審査にかかる注意事項 

 ①公募開始日から過去３年以内の処分歴がある場合は、処分等の終期から公募日までの

経過期間及び処分等の期間の長さに応じて、合計点の５％から１０％を減点する。 

 ②価格については、構築工数に見合わない不適切な内容の提案を行った場合は、配点しな

い場合もあり得る。 

 

１３ 審査結果の通知と公表 

（１）審査結果は、全ての参加資格を確認した提案者に対して文書で通知するが、審査経過

については公表しない。 

（２）受託候補者及び次点受託候補者となった提案者にはその旨と点数を、その他の提案者

には選外になった旨と点数を記載した文書を通知する。 

（３）審査結果の通知日は、令和 2年（2020年）7月下旬を予定している。 

（４）審査結果の通知後、市のホームページにおいて結果公表を行う。公表内容は次のとおり。 

①受託候補者の名称、採点結果の合計点及び提案額 

②受託候補者の選定理由 

③全提案者の名称、採点結果の合計点（提案者と採点結果の対応関係は記載しない。） 

④審査委員会委員の氏名 

※応募が 2者であった場合は、次点受託候補者の採点結果の合計点は公表しない。 
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１４ 契約の締結 

（１）契約交渉は、受託候補者と行い、交渉が合意に至った後、企画提案書の提案内容を基

に、発注者と協議の上、業務内容等を確定し、その提案者と地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号の規定による随意契約を締結する。なお、受託候補者との契約交渉が不

調に終わった場合は、次点受託候補者と契約交渉を開始する。 

（２）本業務の受託者は契約保証金の納付または履行保証保険契約の締結を行うこととす

る。 

＜契約保証金の納付をする場合＞ 

契約金額の 100分の 5に相当する額以上を発注者に納めること。 

＜履行保証保険の契約をする場合＞ 

契約金額の 100 分の 5 に相当する額以上を保証金額として、保険会社との間に発注者

を被保険者とする履行保証保険契約を締結すること。 

（３）契約の締結に際し、万一、提出書類の記載内容に虚偽の内容があった場合、契約締結

をしないことがあるほか、発注者が被った損害について、損害賠償を求めることがある。 

 

１５ その他 

（１）本企画提案への参加にあたり、事前に本事業の対象となる学校の下見を行いたい場合

は、以下期限までに事務局に依頼すること。なお、時間の都合上、下見は発注者の指定す

る学校において実施し、下見の日時等は発注者と協議の上決定するものとする。 

  下見の依頼期限：令和 2年（2020年）6月 29日(月) 午後 5時まで 

（２）本企画提案に係る費用は、発注者は一切負担しない。 

（３）企画提案書等の作成にあたっては、著作権等第三者の権利に対する侵害のないよう十

分留意すること。もし、これらの問題が生じても、発注者は一切の責任を負わない。 

（４）豊中市個人情報保護条例を遵守するとともに、豊中市情報セキュリティポリシーに準

じて業務を遂行すること。 

（５）プロポーザル参加申込書の提出後に本案件への参加を取り下げる場合は、速やかに事

務局まで連絡するとともに、参加辞退届（様式第 10号）を文書で発注者あてに提出する

こと。 

（６）企画提案書類の著作権は、本業務の提案募集の審査結果が確定するまでの間は提案者

に帰属する。提出書類等は事業者選定にのみ利用し、他の目的には使用しない。 

また、企画提案書類等は、豊中市情報公開条例（平成 13 年豊中市条例第 28 号）に定め

るところにより、公開される場合がある。 
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１６ 事務局（問合せ先） 

豊中市教育委員会事務局 ICTを活用した学び方改革プロジェクト・チーム 

（豊中市教育センター内） 

〒560-0033 豊中市螢池中町 3-2-1-600 

＜TEL＞06-6844-5290 ＜FAX＞06-6840-8127 

＜E-mail＞keikaku@city.toyonaka.osaka.jp 

＜担当＞山田、加藤、北村 


