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１．背景・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．業務概要 

 （１）校内通信ネットワークの整備 

   ①電源キャビネット（充電保管庫）調達および運搬、固着作業 

   ②ネットワーク機器の追加調達および設置、設定作業 

   ③LANケーブルの調達および既設 LANケーブルのリプレース作業 

   ④ネットワーク設計・設定変更作業 

 （２）児童生徒 1人 1台端末の整備 

   ①タブレット端末（SIMフリーモデル）および付属機器類の調達 

    ※LTE回線は別途調達予定のため、本事業の調達対象外とする。 

   ②ソフトウェア（端末管理用、フィルタリング用、授業支援用、学習ドリル用）の調達 

   ③タブレット端末への設定作業一式及び②で調達したソフトウェアのセット 

アップ（キッティング作業） 

   ④タブレット端末全台の各校指定場所への運搬 

   ⑤機器設置後のサービス提供及び運用補助 

 

３．契約期間・支払方法 

（１）契約期間は、契約締結日から令和 7年（2025年）8月 31日（日）までとする。 

   ただし、キッティングを完了したタブレット端末については、「７．機器等の納品

期限」に定める期限までに各設置場所に設置すること。 

（２）支払については、業務概要に掲げる業務が完了したのち、豊中市教育長（以下「発

注者」という。）が適法な請求書を受け取った日から起算して 30 日以内に銀行振込

により行うものとする。 

 

４．調達物品 

 令和２年度（2020年度）に調達する機器等の種類及び数量は、下表のとおりとする。 

（１）校内通信ネットワークの整備 

No 区分 名称 数量 備考 

1 ハードウェア 電源キャビネット（充電保管庫） 883  

2 ハードウェア LANケーブル 65,000m  

3 ハードウェア ファイアウォール兼 VPNルーター 58 職員室に設置 

4 ハードウェア 給電ハブ 必要数量 校舎内に設置 
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No 区分 名称 数量 備考 

5 ハードウェア ハブボックス 必要数量 給電ハブ格納用 

6 ハードウェア 無線 LANアクセスポイント 150  

7 作業 電源キャビネット固着作業 一式  

8 作業 ネットワーク機器設置・設定作業 一式  

9 作業 既設 LANケーブルのリプレース作業 一式  

10 作業 ネットワーク設定変更作業 一式  

  ※LANケーブルの長さは、既存ネットワーク環境を踏まえて算出した推定量である。契約締結後の現地

調査及び設置作業の結果、若干の増減が発生する場合があるので留意すること。 

※給電ハブ及びハブボックスの数量は、既存ネットワーク環境を踏まえて積算の上、企画提案書 

にて提案すること。積算の基礎となる各校の LAN 配線図面は、（様式第１号）プロポーザル参加申

込書を提出後、事務局に申し出た場合に事務局から提供する。 

 

（２）児童生徒 1人 1台端末の整備 

No 区分 名称 数量 備考 

1 ハードウェア タブレット端末(SIMフリーモデル) 32,400 回線は調達範囲外 

2 ハードウェア タブレット端末用ケース 11,175 小 3以下用 

3 ハードウェア タブレット端末用キーボード 21,225 小 4以上用 

4 ソフトウェア 端末管理ソフト(MDM) 32,400  

5 ソフトウェア フィルタリングソフト 32,400  

6 ソフトウェア 授業支援ソフト 32,400  

7 ソフトウェア 学習ドリルソフト 32,400  

8 作業 タブレット端末キッティング 一式  

9 作業 その他本業務遂行に必要な作業 一式  

  ※上表では、授業支援ソフト及び学習ドリルソフトは児童生徒の人数分を計上している。児童生徒用

のライセンスに加えて教員用ライセンスが必要なソフトを提案する場合は、教員用ライセンスの調

達も提案に含めること。 

  ※教員用ライセンスを調達する場合は、教員間でのアカウントの使いまわしが発生しないよう、必要

数を調達すること。 

 

（３）調達物品の数量に関する注意事項 

 ①上記に掲げる調達物品の数量については、契約締結後、設置場所等の事情により若干の

数量の変更が必要な場合が見込まれる。数量の増が必要な場合、受注者は契約金額の範

囲内で追加分の調達を検討すること。 

 ②契約金額の範囲内での物品の追加調達が困難な場合は、発注者と受託者で協議の上、契

約額の変更を行う場合がある。 
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５．調達物品仕様 

 調達する機器等の仕様は、下表のとおりとする。 

（１）校内通信ネットワークの整備 

項目 仕様 

1. 電源キャビネット(充電保管庫) 

（別紙１）機器及びソフト仕様・数量一覧表を参照のこと。 

なお、左記調達物品を（別紙２）設置場所一覧に記載の各小

中学校に運搬することも業務に含めるものとする。 

2. LANケーブル 

3.ファイアウォール兼 VPNルーター 

4. 給電ハブ 

5. ハブボックス 

6. 無線 LANアクセスポイント 

 

（２）児童生徒 1人 1台端末の整備 

項目 仕様 

1.タブレット端末 ・本体に内蔵するストレージは 32GB以上とする。 

・SDカード等、外部媒体を直接挿入するスロットを有しないこと。 

・画面のサイズは 10.2インチ相当とする。 

・無線 LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)機能及び Bluetooth機能を有すること。 

・ケースを除いた本体重量は概ね 500g以内とする。 

・インカメラ及びアウトカメラを内蔵すること。アウトカメラは 8 メガピク

セル相当以上の解像度を有すること。 

・3.5mmヘッドフォンジャックを 1つ有すること。 

・最大 10時間程度バッテリ駆動するものとする。 

・充電アダプタ及び充電用ケーブルが付属されていること。 

・児童生徒が使用することを考慮し、直感的なユーザーインターフェースを

備えるほか、耐久性に優れる素材（軽量な金属等）を使用した製品を選定

すること。 

2.タブレット端末用

ケース 

・小学１～３年生が使用することを想定し、概ね以下の条件を満たす製品を

選定すること。 

①小学校低学年の児童が容易に持ち運びできる程度に軽量であること。 

②一般的なサイズのランドセルに収納可能であること。 

 ③耐久性を考慮し、容易に破損・摩耗する素材を使用していないこと。 

 ④突起等の危険な部材を使用していないこと。 

・ケースを装着したままでもタブレット端末を電源キャビネット（充電保管

庫）に収納できるよう、選定するケースのサイズに注意すること。 

3.タブレット端末用

キーボード 

・キーボード本体がタブレット端末用カバーに類する形状を有し、持ち運び

時にはカバーをタブレット端末本体に密着させることで、タブレット端末

およびキーボードを一体的に保護できる製品を提案すること（いわゆるカ
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項目 仕様 

バーキーボード形式）。 

・タブレット端末本体に内蔵する物理インターフェースに直接接続する形式

とすること。ただし、価格の低減の観点からこのような形式の採用が困難

な場合は、Bluetooth 接続方式のキーボードを提案することも可とする

（Bluetooth 接続方式のキーボードを提案する場合、タブレット端末との

ペアリングが全台必要であることに留意すること）。 

・タブレット端末を机上に自立させるためのスタンド機能を有すること。 

・校内・校外で持ち運びをすることを想定し、軽量な製品を提案すること。 

4.端末管理ソフト 

（MDM） 

・以下の機能を有すること。 

 ①タブレット端末のインベントリ情報の取得・更新 

 ②タブレット端末のリモートロック及びリモートワイプ 

 ③タブレット端末の OSのアップデート管理 

 ④その他、30000 台規模のタブレット端末を一括管理するにあたり必要な

機能 

・本製品を利用し、以下の機能制限を行うこと。 

 ①管理者以外の利用者による端末のソフトウェア初期化の禁止 

 ②管理者以外の利用者によるアプリのインストール及び削除の禁止 

 ③管理者以外の利用者によるホーム画面のアイコンの移動、リネーム 

  の禁止 

 ④児童生徒によるコンテンツ等の購入の禁止 

・豊中市教育センターに設置の管理用端末に MDM の管理コンソールをインス

トールし、タブレット端末の管理を可能とすること。 

5.フィルタリングソ

フト 

・児童生徒が Webサイトにアクセスする際に以下の制限を実施できること。 

 ①有害な Webサイトのアクセスを禁止すること。 

 ②「SNS」「ゲーム」「オンラインストレージ」など、Webサイトのカテゴリ

に応じたフィルタリング設定が可能なこと。 

・フィルタリングのポリシーは発注者と協議の上決定すること。 

・豊中市教育センターに設置の管理用端末にフィルタリングソフトの管理コ

ンソールをインストールし、フィルタリングの管理を可能とすること。 

6.授業支援ソフト ・既設の教員用ノート PC・タブレット PC（校務 PCを除く）、大型電子モニタ

ー及びタブレット端末が連動し、教員と児童生徒間のタブレット PC間の一

斉配布および一斉表示、回収の機能があること。 

・児童生徒機の画面の操作をロックできること。 

・各教室や教職員間の情報共有できる機能があること。 

・プレゼンテーション作成の際に、スライドに掲載する情報量に制限をかけ



7 

 

項目 仕様 

られる機能があること。 

・ワークシートにマーカーする等して学習中の考えの変容の過程を確認でき

る機能があること。 

・協働学習の効果を高めるため、教員・児童生徒間で情報の送受信・共有・編

集などが可能なこと。 

※なお、教育委員会職員及び各校教員を対象とした使用方法に関する研修を

実施すること。 

7.学習ドリルソフト ・ドリルに収録されている教材は、文部科学省学習指導要領に準拠し、 

豊中市教育委員会が採択する教科書に対応していること。また、採択以外

の教科書に準拠した問題も利用できること。 

・解答した問題は自動採点され、学習履歴が管理できること。 

・手書き入力とキーボード入力の両方に対応していること。 

・中学生においても小学校の問題が、小学生においても中学校の問題がそれ

ぞれ利用できること。 

・協働学習の効果を高めるため、教員・児童生徒間で情報の送受信・共有・編

集などが可能なこと。 

・つまずいた単元に関する解説文や解説動画が提供可能なこと。 

・児童生徒の学習状況を表示するなどの統計機能を有すること。 

※なお、教育委員会職員及び各校教員を対象とした使用方法に関する研修を

実施すること。 

8.タブレット端末キ

ッティング 

【１】端末の設定作業 

・タブレット OSの各種設定のうち、最低限以下の設定を行うこと。 

 ・本仕様書に定める各ソフトのインストール及び設定作業 

・各校の学習系ネットワークに無線接続できるようにすること。 

・タブレット本体に、発注者が指定するラベルシール（各端末共通のものお

よび各端末個別のもの）を指定した場所に貼付すること。ラベルシールの

作成についても受託者で行うこと。 

・タブレット端末での LTE 通信に必要な回線は、本業務とは別に調達する予

定である。受託者は、LTE回線の提供事業者と協力し、円滑かつ迅速にタブ

レット端末で LTE回線を利用できるようにするための作業を行うこと。 

・本業務で調達するソフトのほか、発注者が指定する無償ソフト（Web会議シ

ステム用ソフトを想定）をインストールすること。インストール手順は発

注者より提示する。 

・上記に定めるもののほか、設置後ただちに端末を使用できるようにするた

めに必要な設定作業を実施すること。 
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項目 仕様 

【２】運搬・設置作業 

・（別紙２）設置場所一覧に記載の各小中学校に、キッティング済の端末を運

搬すること。 

・校内の各教室に設置すべき台数や、各教室の見取図及び設置場所等の資料

については、別途発注者から受託者に情報提供する。 

・設置完了後、①設置したタブレット端末のシリアル番号②設置場所②使用

するアカウント情報を一覧化したタブレット端末台帳を、電子データで発

注者へ提供すること。 

9.その他本業務遂行

に必要な作業 

・別途発注者が指示する作業を実施すること。 

 

６．作業仕様 

 （１）校内通信ネットワークの整備 

項目 仕様 

電源キャビネット

（充電保管庫）固着

作業 

・調達した電源キャビネット（充電保管庫）を教室の壁面等に固着する作業

を実施すること。 

・児童生徒が容易に取り外しをできないような方式により、固着作業を行う

こと。 

・固着位置については原則として普通教室の壁面に沿った場所を予定してい

るが、各校の個別の事情により設置場所が異なるので、発注者及び各校担

当者と調整の上、設置場所を決定すること。 

ネットワーク機器設

置・設定作業 

・本業務で導入する機器の設置、設定、動作確認を行うこと。 

・ネットワーク機器の構成変更に伴い、各校に設置している既設機器の設定

変更作業を行うこと。対象となる主な機器は以下のとおり（台数はおおよ

その数であり、実際の作業では若干増減する可能性がある）。 

種別 台数 

①学習系サーバ 58 

②[PC教室]教員用デスクトップ PC 58 

③[PC教室]児童生徒用ノート PC 2,320 

④[PC教室]プリンタ 58 

⑤[普通教室]教員用ノート PC 1,271 

⑥[普通教室]教員用タブレット PC 1,097 

⑦[普通教室]児童生徒タブレット PC 

 ※教員用タブレット PCに変更予定 
1,000 

⑧[普通教室]無線 AP 986 

⑨[職員室]校務 PC 2,878 

⑩[図書室]図書室用ノート PC 116 
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項目 仕様 

 

・今回調達するネットワーク機器への二次電源工事が必要になった場合は二

次電源工事を行うこと。同様に既存機器等への二次電源工事が必要になっ

た場合は、二次電源工事を行うこと。OAタップ等必要部材は、受託者が用

意すること。 

・新たに導入する機器と既存機器で構成されるシステムが正常に動作するよ

う、導入するソフト、要望するソフトのインストールや設定に関するすべ

ての作業を行うこと。 

・導入後の運用において、導入時からの不具合に関しては、受託者の負担に

より正常復旧に努めること。 

・事前にシステム構成内容の説明を行い、発注者の了承を得てから作業を実

施すること。 

・（別紙１）機器及びソフト仕様・数量一覧表で機器以外に、システムを滞り

なく稼動させるために必要なソフトウェア（フリーソフト含む）が生じた

場合は、インストールを行うこと。詳細については、発注者と協議の上、作

業を行うこと。特に作業を行うことによって生じるリスクを考慮し検討す

ること。 

・詳細設計は、発注者と協議の上で決定すること。 

※新規機器設定について 

新規機器の設定を下記に示す。詳細については、事前に発注者と協議の上、

決定すること。 

①FW兼 VPNルーター 

タブレット端末のインターネット接続ができるように設定を行うこと。 

②体育館用無線アクセスポイント 

教育用ネットワークでの設定を行うこと。また、災害発生時には避難者

の方々に災害時用の Wi-Fiを開放できるような設定を行うこと。切り替

え時には災害時用の Wi-Fiからはインターネット接続のみを許可し、校

内サーバ等へのアクセスを禁止にするよう、各ネットワーク機器を設計

及び設定を行うこと。 

③校庭用無線アクセスポイント 

教育用ネットワークでの設定を行うこと。また、災害発生時には避難者

の方々に災害時用の Wi-Fiを開放できるような設定を行うこと。切り替

え時には災害時用の Wi-Fiからはインターネット接続のみを許可し、校

内サーバ等へのアクセスを禁止にするよう、各ネットワーク機器を設計

及び設定を行うこと。 
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項目 仕様 

※コンテンツ配信ＥｄｕＭａｌｌ 

・既に利用しているデジタル教科書の配信システムを新ネットワークでも利

用できるように環境整備を行うこと。 

・動作確認に関しては品質を考慮し、コンテンツ提供元が責任を持って行う

こととする。そのためコンテンツ提供元に作業を依頼すること。発生する

費用は受託者の負担とする。 

※野田小学校及び庄内小学校のネットワーク環境 

・野田小学校及び庄内小学校は現在、同一敷地内に設置されているが、ネッ

トワークセグメントは別となっている。ネットワーク機器の設置・設定に

あたっては、両校を別拠点として取り扱うこと。 

既設 LAN ケーブルの

リプレース等作業 

・本業務で構築される機器及びネットワークシステムが正常に動作するため

の電源工事及び LAN 配線（ＨＵＢ他部材一式）とそれに関連するすべての

付帯工事を行うこと。 

・作業にあたり必要となる物品等は、（別紙１）機器及びソフト仕様・数量一

覧表を参照すること。 

・工事の実施にあたっては、国土交通省大臣官房 官庁営繕部『公共建築工事

標準仕様書（電気設備工事編）』（最新版）に準拠すること。 

・LANケーブルに関して 10Gbpsに対応した CAT6Aの配線を敷設すること。 

・LANケーブルの被覆の色は水色とすること。 

・各種工事、機器設置作業において、万一設備等を破損させた場合は、受託者

の負担により現状復旧に努めること。 

・施工において、保安要員の配置及び警戒、バリケード等による安全区画の

設定など各種工程毎にふさわしい安全対策を施すこと。 

・各種配線は極力露出しないよう床下配線やモール敷設等で隠蔽すること。 

・LAN 配線等については、ケーブルにナンバリングや機器名称等の記載を行

い、下記の LAN試験を実施すること。 

①フルーク等の検査機器を使用してケーブル検査 

②ＰＩＮＧ試験を実施し、端末間の通信確認 

・下記仕様の機材を使用して、工事を行うこと。 

  ①配線器具・・・ＪＩＳ規格品による 

  ②電線管及び付属品・・・ＪＩＳ規格品による 

  ③電線及びケーブル・・・ＪＩＳ規格品による 

・職員室の FW 兼 VPN ルーターを中心に各種機器に配線すること。（別紙１）

機器及びソフト仕様・数量一覧表に記載はないが、必要となるハブは、受

注業者が用意すること。 
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項目 仕様 

・ハブボックスを新設し、給電ハブ等を収納すること。 

・体育館については 2 台無線アクセスポイントを設置する。出入口付近・舞

台付近を想定しているが、電波測定等の結果等で適切な場所に設置するこ

とも可とする。また防球柵等の設置も含むこと。 

・校舎（屋外用）の無線アクセスポイントの設置位置については、図面上指定

しないが、できる限り校庭の広範囲で利用できる設置位置を提案すること。 

・その他発注者が指示した LAN配線を行うこと。 

ネットワーク設定変

更作業 

・豊中市教育センター、市内各小中学校、その他指定の拠点に本業務で調達・

設置・設定した機器以外に、各学校の PC教室、校内 LAN端末等の既存設備

について、とよなかスクールネットシステムが利用できるように設定変更

作業を行うこと。その際に費用が発生した場合は、受託者の負担とする。 

（２）児童生徒 1人 1台端末の整備 

項目 仕様 

キッティング ・契約締結後速やかにキッティングに関する作業計画書を作成し、発注者に

提出の上、承認を受けること。 

・上述の作業計画書を作成する際、必要に応じて現地の下見をすることが可

能である。下見を希望する場合はあらかじめ発注者に依頼の上、承諾を得

ること。 

・各小中学校や豊中市教育センターで実施する必要があるものを除き、キッ

ティングに必要な作業場所は受託者が用意すること。 

設置作業 ・契約締結後速やかに設置作業に関する作業計画書を作成し、発注者に提出

の上、承認を受けること。 

・搬入ルートや作業場所は、事前に発注者及び学校に確認すること。 

・学校に納入する際は、作業時間や作業従事者の氏名について予め当該学校

に通知すること。通知の際、搬入時刻の微調整などの依頼が当該学校より

あった場合は、可能な限り柔軟に対応すること。 

 

７．履行場所 

 発注者が指定する場所に納入または設置すること。 

なお、キッティングしたタブレット端末および電源キャビネット（充電保管庫）の設置場

所は、（別紙２）設置場所一覧のとおりとする。 

 

８．機器設置後のサービス提供及び運用補助について 

 （１）授業支援ソフト及び学習ドリルソフトの活用支援 

  ①授業支援ソフトおよび学習ドリルソフトを効果的に活用するため、ソフトの操作 
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方法や授業での活用例などを記載したハンドブックを作成し、納品すること。 

  ②授業支援ソフトおよび学習ドリルソフトの活用も含めた、ICT を活用した学び方改

革に関する助言を行うこと。具体的な助言方法等については、発注者と別途協議する

ものとする。 

 （２）運用後のサービス提供 

  ①運用開始後、各校の教員や児童生徒の保護者からの問い合わせを受けるためのサポ

ート窓口を設置すること。窓口の設置方法、問合せ方法（受付方法、受付日時、受付

時間など）および終局的解決に向けた対応方法について、より効果的・効率的な手法

を提案すること。 

  ②サポート窓口で受け付ける主な問合せについては、以下のものを想定している。 

   ・タブレット端末及びソフト類の操作方法に関する問い合わせ 

   ・機器およびソフト類の動作の不具合に関する問い合わせ 

   ・通信量の制限など、タブレット端末の運用方法に関する問い合わせ 

  ③タブレット端末が通信できなくなる等のネットワーク障害についても、サポート窓

口で一次受付を行うこと。その際に簡易的な原因切り分けを行い、通信キャリアやネ

ットワークの保守業者など、適切な窓口につなぐこと。 

  ④各校の教員を対象とした、使用方法に関する研修を実施すること。研修の内容、時間、

回数については、発注者と受託者とで個別に協議の上決定するものとする。 

⑤タブレット端末に導入したソフトの操作方法など、受注者以外のベンダーへのエス

カレーションが必要な場合においても、利用者に対してその旨を丁寧に説明するな

ど、いわゆる「たらい回し」にならないよう十分留意すること。特に、既存の各校の

ネットワーク環境に関連する問い合わせについては、既存システム及びネットワー

クの保守業者と十分連携の上対応すること。 

 （３）運用補助 

  ①タブレット端末事故時の交換作業スキームの提案 

   ・タブレット端末の運用開始後、メーカー標準保証期間経過後の自然故障および事故

（水没、液晶割れなど）が発生した場合に、各小中学校に予め配備している予備機

と交換するためのスキーム（事故発生時の処理フロー、交換後の事故タブレット端

末の取扱方法など）について、企画提案書にて提案すること。 

   ・提案にあたっては、現場の教員の事務負担軽減を念頭に、受託者・教員・児童生徒・

保護者・豊中市教育センターの役割分担を明確化すること。 

   ・なお、タブレット端末交換よりも安価かつ迅速に対応できる場合は、ハードウェア

保守の付保によるタブレット端末修理で事故対応を行うことも可能とする。 

ハードウェア保守による事故対応を提案する場合は、その運用スキーム（特に、ハ

ードウェア保守で対応可能な事故の類型を明示すること）及び保守費用を企画提

案書にて提示するとともに、令和３年度（2021 年度）以降の予備機購入台数につ



13 

 

いても適切な台数を提案すること（端末交換を行う場合に比べて予備機の調達台

数が大幅に削減できることが見込まれるため）。 

  ②卒業及び進級に伴うタブレット端末の回収等作業スキームの提案 

   ・今回調達する端末及びその付属品は児童生徒に貸与するものであり、児童生徒が 

卒業する場合はタブレット端末等一式を回収し、必要に応じてカバーやキーボー

ドを予備機と交換し、また必要に応じてタブレット端末のソフトウェアのメンテ

ナンスを実施し、改めて他学年の児童生徒に貸与することを想定している。この一

連の作業について、迅速かつ効率的に実施できる手法を企画提案書にて提案する

こと。 

   ・小学 3 年生から 4 年生への進級の際、従前使用していた端末のカバーを取り外し

た上で、キーボードを本体に装着する必要がある。この一連の作業についても迅速

かつ効率的に実施できる手法を企画提案書にて提案すること。 

   ・なお、小学 3 年生から 4 年生への進級以外の進級（例：小学 5 年生から 6 年生へ

の進級など）においては、端末の回収は行わず、引き続き同じタブレット端末を新

学年でも利用する想定である。 

・提案にあたっては、現場の教員の事務負担軽減を念頭に、受託者・教員・豊中市教

育センターの役割分担を明確化すること。 

  ③タブレット端末の紛失及び盗難時のデータ消去 

   ・タブレット端末の紛失及び盗難が判明した場合、不正利用等を防ぐため、リモート

ワイプ（遠隔操作でタブレット上のデータを消去する作業）を実施すること。また、

タブレット端末のキッティング時にあらかじめリモートワイプ等が可能となるよ

う設定を行うこと。 

  ④タブレット端末の OSのアップデート作業 

   ・タブレット端末の OSについて、定期的にアップデートを行うこと。アップデート

の頻度、時間帯、対象端末について、ネットワーク負荷や授業への影響を勘案し、

最適なアップデートのスキームを提案すること。 

・アップデート実施時期の設定に関して、必要に応じて以下を考慮すること。 

a)春休み期間中は、タブレット端末を児童生徒の自宅に持ち帰らず、教室の電源キ

ャビネット（充電保管庫）に格納しておくことを想定している。 

    b)夏休み及び冬休みの期間中は、原則としてタブレット端末は児童生徒が自宅に持

ち帰って学習に利用する想定である。 

 

９．タブレット端末の納品期限 

 タブレット端末の納品期限は、次表のとおりとする。 

 ※発注者又は豊中市教育センターへの納品期限ではなく、設置場所への納品期限である

ことに注意すること。 
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 ※ネットワーク設定作業及び電源キャビネットの納品・設置期限も、次表に準じるものと

する（詳細は発注者と別途調整すること）。 

区分 台数 納品期限 

①庄内さくら学園中学校用 451 令和 2年（2020年） 8月 31日 

②中学３年生用 3,053 〃 8月 31日 

③小学６年生用 3,794 〃 9月 18日 

④上記①～③以外用 25,022 〃 10月 31日 

⑤豊中市教育センター 80 〃 11月 30日 

合計台数 32,400   

 ※表中の①～⑤の納品期限のうち、②～④に係る納品期限については、タブレット端末の

調達等について特段の事情があると発注者が認める場合に限り、発注者と別途協議の

うえ変更することを可能とする。 

 

１０．導入全般にかかる条件等 

（１）契約締結後 10営業日以内に、本業務にかかるスケジュール表（日単位のガントチャ

ート形式とする）を発注者に提出の上、承認を得ること。なお、本スケジュール表の粒

度は日次の進捗管理に耐えうる程度に詳細なものとすること。 

（２）納入する機器は、品質・耐久性に十分留意し、選択すること。 

（３）サプライチェーン・リスクを考慮した端末を選定すること。 

（４）本仕様書への記載の有無に関わりなく、本業務を履行する上で必要となる全ての諸経

費・機器等についても、見積に加えること。 

（５）納入するタブレット端末の OS は調達の時点で最新バージョンのものとする。 

（６）提案額には、本仕様書に記載した全ての要求事項（機器等調達、搬出・搬入等一式） 

にかかる費用を含むこと。 

（７）タブレット端末管理ツールに登録するために必要なタブレット端末情報を提出する

こと。 

（８）作業時に発生した梱包材その他の屑等は受託者が作業場所・設置場所から持ち帰り、

処分すること。 

（９）本業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ書

面をもって発注者に申請し、承諾を得ること。ただし、本業務の全部を一括して第三者

に委任し、または請け負わせてはならない。 

 

１１．校内通信ネットワークの整備に関する補足事項 

（１）全般にわたる事項 

・本業務で導入するシステムは、既に整備されている市内各小中学校間ネットワークシス

テム及びセンターサーバシステム（とよなかスクールネット）との連携を十分に考慮し
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た構築を行う必要がある。なお、既存システムに何らかの不具合が生じた場合は、受託

者の負担により現状復旧を行うこと。 

・仕様内容を遵守し、履行する上で必要になるすべての諸費用は、見積金額に含めること。 

・学校との打ち合わせ時、現地にて確認メモを作成および配布し、学校、豊中市教育セン

ター、受託者の三者で共有をすること。 

・本業務は約６０ヵ所の施設に対するＩＣＴ機器類の導入やパソコン設定、LAN 配線他

各種工事を行うため、発注者、学校、院内学級、受託者、既存機器及びシステム保守業

者など多くの関係者間での各種調整や連携が必要なため、プロジェクトマネージャー

を設置し、業務を遂行すること。ついては業務着手前に導入体制図を発注者に提示する

こと。 

・撤去搬入、各種工事、機器設置、インストール作業、機器操作説明の工程表を事前に提

出の上、作業対象校の学校行事等に支障が出ないよう、学校担当者・豊中市教育センタ

ーと調整すること。 

・本業務では、既存機器への設定変更や追加設定が生じる。既存機器の中には、リース契

約中（保守契約中）のものが多く存在し、今後も保守業者が責任を持って保守業務や定

期点検を継続する必要がある。そこで、既存機器の設定に関わるものは、保守業者に作

業依頼しシステム構築を行うこと。それにかかる費用は、提案額に含めること。 

【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 

・機器搬入・移送時、受託者が立会いを行うこと。 

・開梱を行い、指示した配置場所への機器設置を行うこと。なお、既存デスクや什器の移

動がある場合は、対応すること。 

・導入時に発生する機器の梱包材に加え、不要となったソフトウェアやマニュアル類の回

収を行うこと。 

・導入時に発生する機器以外の梱包材等、ゴミの回収及び処分を行うこと。 

（２）調達物品に関する事項 

・製品指定ではなく仕様や規格で示す調達物品については、仕様に準拠もしくはそれ以上

の性能を有する製品で納入すること。 

・調達物品は、原則として導入時点で最新の機種やバージョンのものを納入することとす

る。ただし、バージョンに関してはシステムとの整合性も考慮する必要があるため、必

要に応じて安定版である旧バージョンの導入も可とする。 

・（別紙１）機器及びソフト仕様・数量一覧表に示す機器のうち複数の納入を求めている

ものについては、その全てを同一メーカー及び同一型番のもので納入すること。 

・既存品とのリース区別や保守業者区別を目的として、導入する製品には、わかりやすい

箇所に管理番号等のシールや故障時の問い合わせ先となるヘルプデスク連絡先等を記
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入した情報シールを貼付すること。シールの体裁は、発注者と協議の上決定すること。 

・学校内のネットワークは、一人一台のパソコン整備や遠隔教育、動画等を活用した授業

スタイルに対応できるよう、想定される最大限の同時利用があっても、遅延の発生しな

い快適な通信環境を整備すること。 

（３）ネットワーク設定に関する事項 

・学校内のネットワーク機器の入れ替えならびに各教室の無線アクセスポイント・体育館

等への配線を実施する。一人一台タブレット端末環境が整った時点においても、遅延の

ない快適な通信を行えることを見据えた対応を行うこと。 

・PC教室は現在、クライアント・サーバシステムが稼動中である。本業務にて PC教室

の設定変更作業や技術的照会が必要になった場合、納入保守業者と調整すること。それ

に関わる費用は受託者の負担とする。設定内容に関しては、既存 PC教室機器納入保守

業者および発注者と充分に協議の上、決定すること。 

・設定変更内容はネットワーク設定、授業支援サーバー、ウイルス対策サーバー、プロキ

シサーバー、DHCPサーバー、DNSサーバー、プリンタサーバー、無線 APワイヤレ

ス投影管理を想定しているが、設定変更により現在の運用上支障が生じた場合は、受託

者の負担として復旧を行うこと。 

・普通教室では現在、児童生徒用タブレット PC と教員用タブレット PC が稼働中であ

る。本業務にてこれらの設定変更作業や技術的照会が必要になった場合、納入保守業者

と調整すること。それに関わる費用は受託者の負担とする。設定内容に関しては、既存

PC教室機器納入保守業者および発注者と充分に協議の上、決定すること。 

・既に各校に設置している教員用タブレット PC について、今回調達する授業支援ソフ

ト、学習ドリルソフトをインストールし、使用できる状態とすること。対象となるタブ

レットの台数及び設置状況については、別途発注者から受託者に情報を提示する。 

・設定変更内容はネットワーク設定、ウイルス対策サーバー、プロキシサーバー、プリン

タサーバー、無線 APワイヤレス投影管理想を定しているが、設定変更により現在の運

用上支障が生じた場合は、受託者の負担として復旧を行うこと。 

・現在、既設の教員用ノート PC、タブレット PC、児童生徒用タブレット PC ならびに

校務 PCでデジタル教科書配信システムが稼働中である。本業務にてこれらの設定変更

作業や技術的照会が必要になった場合、納入保守業者と調整すること。それに関わる費

用は受託者の負担とする。設定内容に関しては、既存 PC教室機器納入保守業者および

豊中市教育センターと充分に協議の上、決定すること。 

・導入後の運用において、導入時からの不具合に関しては、受託者の負担により正常復旧

に努めること。 

・事前にシステム構成内容の説明を行い、発注者の了承を得てから作業を実施すること。 

・学習系のネットワーク構成は、今後別途契約予定の新規のネットワーク回線を通ってイ

ンターネットに接続する予定である。そのために必要になるファイアウォール兼 VPN
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ルーターも本業務内で調達し、設定も行うこと。 

・図書室の端末に関しては、学習系ネットワークで稼働中であるが、とよなかスクールネ

ットに接続する必要があるため、図書室には既存ネットワークの配線を残し、継続して

運用を行うこと。 

（４）問合せ対応及び不具合発生対応に関する事項 

・各学校からの電話の問い合わせ（下記）に対して、教育的内容を考慮し対応すること。 

①周辺機器・各種ソフトウェア・システムの操作方法 

②システム運用における使用方法・設定情報・それらに関わる必要事項 

③運用変更や機器及びシステムの追加等に関わる助言 

・各学校からの不具合の連絡があった場合、下記のとおり、教育的内容を考慮し対応する

こと。 

①不具合内容の受付を行うこと。 

②不具合内容の原因追求を行うこと。 

③不具合内容の説明を行うこと。また、その際には、教育的内容を考慮すること。 

④不具合の解決のため、技術員派遣の手配を行うこと。 

・発注者に対し、ヘルプデスク対応履歴のレポートを毎月提出すること。レポートはイン

シデント別、発生場所別、月次別、学校別等で整理されているものを作成すること。ま

た受付から修理完了までの一連の保守業務を網羅するレポートであること。詳細につ

いては、発注者と協議の上、決定すること。 

 

１２．調達物品仕様に関する補足事項 

（１）機器の搬入・設置に係る要件については、発注者及び各校と協議の上進めること。 

（２）搬入作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。施設等の破損があった 

場合は、受託者の負担において原状回復すること。 

（３）導入した機器には、発注者が指定する名称、番号、導入日、納入日等を記載したテー 

プラベルを貼り付けること。また、納入企業名、連絡先を記載すること。 

（４）機器等の導入の際に出た不要な配線及び梱包物等は受託者が撤去の上処分すること。 

（５）本仕様におけるキッティングとは、OSの基本的な設定（端末名、ネットワーク設定

等）だけでなく、調達対象となるソフトウェアを各端末に導入することのほか、これら

のソフトウェアを豊中市教育委員会内で使用できるようにするための環境構築、端末

用ケース・キーボードの装着など、納入場所に納入したのちただちに使用可能な状態に

するための作業一式を指すので、留意すること。 

（６）本仕様に定める内容が技術的に不可能であることが契約締結後判明した場合は、発注

者受注者協議の上、対応を検討すること。なお、技術的理由により仕様書に定める要件

を変更する場合は、契約額を減額する変更契約を締結する場合があるので留意すること。 
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１３．成果品 

 本業務における成果品は以下のとおりとする（適宜、名称を変更してもよい）。 

（１）校内通信ネットワークの整備 

①回線情報一覧表 

②ネットワークの構成図（論理、物理） 

③ネットワーク機器の設定情報一覧表 

④校内配線図 

⑤試験成績表 

⑥施工写真 

（２）児童生徒 1人 1台端末の整備 

①タブレット端末設置一覧表 

（設置場所および端末本体の管理番号等を明示すること） 

②設定内容一覧表（電子データ及び紙媒体各１部） 

③ソフト活用ハンドブック（電子データ及び紙媒体） 

④その他発注者が指示する資料 

 

１４．機密の保持 

（１）受託者は、発注者の許可なく本業務で知り得た情報や資料等について公表をして 

はならない。また、第三者に対し情報が漏洩しないよう十分な配慮をすること。 

（２）受託者及び本業務従事者は、業務上知り得た情報について、第三者に漏洩し、又は他 

  の目的に利用してはならない。本契約終了後または解除後においても守秘義務を負う 

ものとする。 

（３）本業務で新たに作成された成果品の著作権は、発注者に帰属するものとする。 



【別紙１　機器及びソフト仕様・数量一覧表】

1 ネットワーク機器
ファイアウォール兼VPN
ルータ

インターフェース 10/100/1000BASE-Tインタフェース×LANポート　5以上

10/100/1000BASE-Tインタフェース×WANポート　2以上
パフォーマンス FWスループット　2.5Gbps　以上
セッション数 同時セッション数　1.8M　以上
同時 SSL-VPN ユー
ザー

300以上

機能 SSLVPN、DLP（情報漏えい対策）、WAN最適化、機器冗長機能が利用できること
形状 本体重量が1.0ｋｇ以下
動作時温度 0～40℃
保守 5年間のメーカーオンサイト保守を行うこと

5年間のソフトウェア保守を行うこと

スペック

IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab に準拠した10/100/1000 イーサネット
ポートを実装していること。
IEEE802.1Q に準拠したタグVLAN 機能を有すること。
VLAN に対応していること。
SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。
IEEE802.3af、IEEE802.3at に準拠したPoE、PoE+機能を有すること。

動作条件
温度０～ 50 ℃
湿度20 ～ 80 ％（結露しない状態）
配線誘導雷サージ耐性　10kV(ツイストペアポート)

ポート数 LAN配線を行う教室数を考慮して選定すること
その他 電源ケーブル抜け防止フックの取り付けが可能であること

本体のみで給電機能のスケジューリング制御が可能なこと

本体のみで対象ポートを監視（LLDP、Ping、帯域監視）し、給電のOff/Onが可能なこ
と

ファンコントロール機能を有し、給電容量に応じたファン回転速度をコントロールする機
能を有すること

保守 メーカーデリバリ保守を5年間適用すること
上記用マウント金具 マウント金具を用意し、取り付けること

HUB　BOX 上記給電HUBを収納可能なものを選定すること 必要数量 必要数量 － 必要数量
無線アクセスポイント ハードウェアスペック IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応であること。
体育館用 10/100/1000BASE-Tのポートを1ポート以上装備していること

無線機能 2.4GHz/5GHz両帯域に対応した、アンテナ内蔵型であること。
5GHzは4ストリーム以上、2.4GHzは2ストリーム以上のサポートであること。

2.4GHz/5GHz両帯域に対応した、アンテナ内蔵型であること。それに加えて設定変更
により2.4Ghzのインターフェースを5Ghzに変更できること（Dual5Ghz）
最大同時接続数510クライアント以上であること

セキュリティ

同一SSIDに最大9999のプライベートPSKを設定できること。また認証に使用されたプ
ライベートPSKによりアサインするユーザロール（VLAN、レートコントロール、接続
可能時間等の指定）を決定できること。このPSK情報はローカルユーザデータベースと
して無線LANアクセスポイントに格納されること
データ通信を行いながら不正AP（管理外のAP）を検出する機能を有していること
MAC認証プラス802.1X認証など認証の組み合わせが可能なこと。

管理機能
無線LAN管理システムが障害等で不在になった場合でも無線LANアクセスポイントの動
作・機能には半永久的に一切影響しないこと。

複数の無線LANアクセスポイントで運用する場合、無線LANアクセスポイント間で電波
管理を制御できること。
チャネルを自動チューニングを実行する時間帯とクライアントの接続数の条件等を指定で
きること。

動作条件 環境仕様における動作温度が0～40℃であること。
保守 メーカーデリバリ保守を5年間適用すること。ライセンス費用も5年間含むこと

クラウド上に無線LAN管理システムが存在すること。

PC、タブレット等インターネットアクセス可能な端末のWebブラウザからhttps接続で
無線LAN管理システムにアクセスできること。

管理可能な無線LANアクセスポイント数は無制限であること。

収容した無線LANアクセスポイントを一元管理・一括設定変更できること。

収容した無線LANアクセスポイントのファームウェアのバージョンを一括もしくは分割
で変更することが可能なこと。

ダッシュボード機能でネットワークやシステムのサマリー情報が参照できること。
ダッシュボード機能で無線LANユーザのアクセスしたアプリケーションの統計情報が参
照できること。アプリケーションの統計情報は、ネットワークポリシー毎、ロケーション
等参照する範囲を限定する仕組みがあること。
レポートは日時を指定して自動的に生成・電子メール送信するスケジューリング機能を有
すること。
レポートはアプリケーションの統計情報、クライアントの統計情報、管理しているデバイ
スの統計情報、その他の統計上から表示させる項目を選択可能なこと。
マップ機能により、管理しているデバイスの状況（チャンネル、パワー等）、クライアン
トの位置、ヒートマップ等が表示可能なこと。

上記用壁面ブラケット マウント金具を用意し、壁面に取り付けること

無線LANコントローラー

給電ＨUB

必要数量 必要数量

品目 仕様項目 要求仕様

41 17

小学校 中学校

70 30

0 58

教育
センター

合計

－ 100

－ 必要数量

1/2



品目 仕様項目 要求仕様 小学校 中学校
教育

センター
合計

無線アクセスポイント ハードウェアスペック IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応であること。
屋外用 10/100/1000BASE-Tのポートを1ポート以上装備していること

屋外用としてIP67対応であること。
無線機能 2.4GHz/5GHz両帯域に対応した、アンテナ内蔵型であること。

5GHzは4ストリーム以上、2.4GHzは2ストリーム以上のサポートであること。

2.4GHz/5GHz両帯域に対応した、アンテナ内蔵型であること。それに加えて設定変更
により2.4Ghzのインターフェースを5Ghzに変更できること（Dual5Ghz）
最大同時接続数510クライアント以上であること

セキュリティ

同一SSIDに最大9999のプライベートPSKを設定できること。また認証に使用されたプ
ライベートPSKによりアサインするユーザロール（VLAN、レートコントロール、接続
可能時間等の指定）を決定できること。このPSK情報はローカルユーザデータベースと
して無線LANアクセスポイントに格納されること
データ通信を行いながら不正AP（管理外のAP）を検出する機能を有していること
MAC認証プラス802.1X認証など認証の組み合わせが可能なこと。

管理機能
無線LAN管理システムが障害等で不在になった場合でも無線LANアクセスポイントの動
作・機能には半永久的に一切影響しないこと。

複数の無線LANアクセスポイントで運用する場合、無線LANアクセスポイント間で電波
管理を制御できること。

チャネルを自動チューニングを実行する時間帯とクライアントの接続数の条件等を指定で
きること。

動作条件 環境仕様における動作温度が-40℃～60℃であること。

保守 メーカーデリバリ保守を5年間適用すること。ライセンス費用も5年間含むこと

クラウド上に無線LAN管理システムが存在すること。

PC、タブレット等インターネットアクセス可能な端末のWebブラウザからhttps接続で
無線LAN管理システムにアクセスできること。

管理可能な無線LANアクセスポイント数は無制限であること。

収容した無線LANアクセスポイントを一元管理・一括設定変更できること。

収容した無線LANアクセスポイントのファームウェアのバージョンを一括もしくは分割
で変更することが可能なこと。

ダッシュボード機能でネットワークやシステムのサマリー情報が参照できること。
ダッシュボード機能で無線LANユーザのアクセスしたアプリケーションの統計情報が参
照できること。アプリケーションの統計情報は、ネットワークポリシー毎、ロケーション
等参照する範囲を限定する仕組みがあること。
レポートは日時を指定して自動的に生成・電子メール送信するスケジューリング機能を有
すること。
レポートはアプリケーションの統計情報、クライアントの統計情報、管理しているデバイ
スの統計情報、その他の統計上から表示させる項目を選択可能なこと。
マップ機能により、管理しているデバイスの状況（チャンネル、パワー等）、クライアン
トの位置、ヒートマップ等が表示可能なこと。

上記用壁面ブラケット マウント金具を用意し、壁面に取り付けること

2 什器
充電保管庫 収容台数 42台以上

充電機能
アダプタ配線を個別に管理しやすくするように、コンセントは 1 箇所集中のタップ方式
ではなく、庫内に内蔵された個別コンセントとすること

保管機能
複数台のアダプタの配線が混線しないように、PC本体収納部とアダプタ収納部は別室に
なっていること。
PC本体とアダプタの間には、配線ケーブルが混線しにくいように、個別のケーブルク
リップを備えていること。
PCの個別管理がしやすいように個々のPC収納スペース上部に識別用ナンバーを備えてい
ること。
PC収納時の向きは、同時に出来るだけ多くのPCを出し入れしやすくするために、PC縦
置きタイプ（PCの平面を立てた状態での収納）であること。
PCが傷つきにくいように、個々PC収納部の仕切りは樹脂製とする。

タブレットPCの収納部は有効寸法W30.5×D362×H300が確保されていること。

保管庫扉の施錠が可能なこと。

輪番充電 保管庫内部を上段と下段に分けて、順番に充電する簡易輪番充電機能付きであること。　
タイマーにより輪番開始時刻を個別に設定できること。
背面のUSB端子により輪番設定をサービスメニューで変更できること。
輪番充電基板はブレーカー付きであること。

品質保証
電気用品安全法に準拠し、PSE マークを貼付した製品であること
安定した品質を担保するために、ISO9001取得企業が製造した製品とする。

寸法 外寸839㎜×奥行き500㎜×高さ1130㎜程度とする。
形状 衝突時の安全性を考慮し、本体上部と扉四角にはＲ加工を施していること。
材質 スチール製、環境に配慮し有機溶剤を使用しない塗装とする。

883

15 － 50

無線LANコントローラー

646 237

35

－
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（別紙２）設置場所一覧 

 

小学校（41校） 

No 学校名 住所 

1 克明小学校 豊中市岡町北３－４－１ 

2 桜塚小学校 豊中市北桜塚２－６－１ 

3 大池小学校 豊中市本町１－７－１２ 

4 螢池小学校 豊中市螢池中町１－１５－１ 

5 桜井谷小学校 豊中市柴原町３－１１－１ 

6 熊野田小学校 豊中市赤阪１－５－１ 

7 中豊島小学校 豊中市曽根東町６－１３－１ 

8 豊島小学校 豊中市服部西町３－６－５ 

9 原田小学校 豊中市原田元町１－１７－１ 

10 小曽根小学校 豊中市小曽根１－２－１ 

11 豊南小学校 豊中市豊南町西２－１９－１ 

12 上野小学校 豊中市上野東２－８－８ 

13 南桜塚小学校 豊中市南桜塚２－２－１ 

14 新田小学校 豊中市上新田２－１９－１ 

15 庄内小学校 豊中市野田町１－１ 

16 庄内南小学校 豊中市大黒町１－２－１５ 

17 庄内西小学校 豊中市庄本町４－１－１０ 

18 野田小学校 豊中市野田町１－１ 

19 島田小学校 豊中市庄内栄町２－２０－１ 

20 千成小学校 豊中市千成町２－２－６５ 

21 北丘小学校 豊中市新千里北町２－１９－１ 

22 東丘小学校 豊中市新千里東町３－１－１ 

23 東豊中小学校 豊中市東豊中町５－１－１ 

24 豊島西小学校 豊中市上津島３－４－１ 

25 西丘小学校 豊中市新千里西町２－２３－１ 

26 高川小学校 豊中市豊南町東１－１－１ 

27 刀根山小学校 豊中市刀根山５－２－１ 

28 南丘小学校 豊中市新千里南町２－１３－１ 

29 豊島北小学校 豊中市曽根南町２－１９－１ 

30 泉丘小学校 豊中市西泉丘１－１０－１ 

31 少路小学校 豊中市西緑丘２－１０－１ 

32 野畑小学校 豊中市向丘３－１－１ 

33 東豊台小学校 豊中市東豊中町６－２－１ 

34 箕輪小学校 豊中市箕輪１－１－１ 

35 北条小学校 豊中市北条町２－１６－１ 

36 寺内小学校 豊中市寺内２－１５－１ 

37 緑地小学校 豊中市城山町４－１－１ 

No 学校名 住所 

38 桜井谷東小学校 豊中市桜の町７－５－１ 

39 東泉丘小学校 豊中市東泉丘３－２－１ 

40 北緑丘小学校 豊中市北緑丘２－４－１ 

41 新田南小学校 豊中市上新田４－９－１ 

  

中学校（17校） 

No 学校名 住所 

1 第一中学校 豊中市曽根西町１－６－１ 

2 第二中学校 豊中市宮山町２－１－１ 

3 第三中学校 豊中市栗ケ丘町１－１ 

4 第四中学校 豊中市服部本町４－５－７ 

5 第五中学校 豊中市立花町１－１０－１ 

6 第七中学校 豊中市庄内栄町５－１０－１ 

7 第八中学校 豊中市新千里東町３－２－１ 

8 第九中学校 豊中市新千里南町１－４－１ 

9 第十一中学校 豊中市西緑丘２－１１－１ 

10 第十二中学校 豊中市浜２－１４－１ 

11 第十三中学校 豊中市柴原町２－１４－１ 

12 第十四中学校 豊中市北緑丘１－１－１ 

13 第十五中学校 豊中市熊野町３－８－１ 

14 第十六中学校 豊中市北条町３－１８－１ 

15 第十七中学校 豊中市西泉丘２－２４３２－２ 

16 第十八中学校 豊中市螢池中町４－７－１ 

17 
庄内さくら学園 

中学校 
豊中市野田町８－１ 

  

その他 

No 学校名 住所 

1 豊中市教育センター 豊中市螢池中町 3-2-1-600 

 


