
No カテゴリ 質問項目 質問内容 回答内容

1 実施要領
提案書を募集する業

務概要

提案上限金額の期間は利用月になるのでしょうか。また請求月になるのでしょうか。

通常当月利用分は翌月支払いとなる為。
提案上限額の項目でお示ししている期間は、利用月です。

2 実施要領

契約の締結（契約保

証金の納付をする場

合）

具体的な内容について知りたい。保証金の支払いは必須になるのか。先に支払いを

した場合、返金されるのか。

①原則として納付いただきますが、豊中市財務規則第110条の各号に定める要

件に該当する場合は、免除可能な場合があります（例：「過去２カ年の間に

国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわ

たって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるお

それがないと認められるとき」）。

②本業務は長期継続契約になりますので、納めていただく契約保証金の額は契

約額の年額相当額の100分の5相当以上です。

③受託者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結した

場合も、契約保証金を免除します（詳細はNo.3の回答をご確認ください）。

3 実施要領

契約の締結（履行保

証保険の契約をする

場合）

具体的な内容について知りたい。保証金の支払いは必須になるのか。先に支払いを

した場合、返金されるのか。

①受託者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結

した場合、契約保証金の納付を免除します。

②本業務は長期継続契約になりますので、履行保証保険の保険金額は契約

額の年額相当額の100分の5相当以上です（契約期間中は毎年度、当該年

度分の履行保証保険契約を締結してください。全契約期間に亘って履行保証

保険契約を締結いただくことも可能です。）

③履行保証保険の保険料につきましては、各保険会社へお問い合わせくださ

い。

④No.2の回答もあわせてご確認ください。

4 実施要領 ９．審査の方針

企画提案内容一覧表において、1-(1) 通信容量 及び 1-(2)料金 の合計が20

点の配点となっておりますが,それぞれの点数配分についてご教示下さい。

通信容量が大きく料金が高い提案と、通信容量が小さく料金が安い提案で

どのように加点されるのか確認したく存じます。

企画提案内容一覧表（様式第2号）では、「１（１）通信容量」と「１

（２）料金（税込）」が併記されていますが、実施要領4ページの（表1）評

価基準にある通り、加点対象となる評価基準は通信容量の方です。

豊中市立小・中学校タブレット端末用LTE回線提供業務公募型プロポーザルに係る質問回答
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No カテゴリ 質問項目 質問内容 回答内容

5 実施要領 ９．審査の方針

通信容量及び料金について、どのような加点ロジックとなりますでしょうか。

例えば同一料金で2GB、3GB、10GB、50GB と提案が揃った場合

どのような加点配分となりますでしょうか。

通信容量の提案に対する具体的な加点方法については、公表しておりません。

なお、料金についてはNo.８の回答もあわせてご参照ください。

6 実施要領 ９．審査の方針

企画提案内容一覧表において、2　通信容量シェアサービスの有無 及び 通信容量

翌月繰り越しサービスの有無

の合計が15点の配点となっておりますが、それぞれの点数配分についてご教示下さ

い。

シェア有、繰り越し有　/ シェア有、繰り越し無 /　シェア無、繰り越し有 の各パターン

において

どのような加点となるか確認したく存じます。

各評価基準の詳細な配点及び加点方法については、公表しておりません。

7 実施要領 １１．契約の締結
児童生徒数の増減とありますが、どの程度の増減を想定すればよいか、ご教示くださ

い。

児童生徒数の増減は年度により異なるため人数を想定することが難しいですが、

例えば令和元年度（2019年度）と令和2年度（2020年度）とを比較する

と、282人の人数増がありました（いずれも5月1日基準）。

8 実施要領 提案上限額

今年度分の総額は記載されていましたが、契約は令和７年８月３１日までのトー

タルの期間での契約額になりますでしょうか？単年度毎での契約になりますでしょう

か？

契約は令和7年（2025年）8月31日までの長期継続契約を予定しています

（単年度契約ではありません）。

9 実施要領 契約 回線提供業務に関する豊中市の契約書のひな型がありましたら公開お願いします。

契約書案を本回答に添付します。

※本契約書案はあくまでひな形であり、受託候補者様と別途調整の上、内容を

変更する場合があります。

10 実施要領 プレゼンテーション

８月４日(予定)のプレゼンテーションですが、コロナの影響もあり人数を制限して実

施させていただきたく、人数制限はありますでしょうか？また、当日タブレット等を用い

て遠隔からの参加者も認めて頂くことは可能でしょうか

現時点ではWeb会議システム（Cisco Webex Meetings）を使ってプレゼン

テーションを実施いただくことを想定しています。詳細は提案者様に個別にお知ら

せするとともに、Web会議システムの利用可否についても個別に調整いたします。

また、Web会議システムを利用したプレゼンテーション審査を実施する場合は、特

に人数制限を行わない予定です。提案者が2か所以上の遠隔地から参加するこ

とについても、一定の条件のもと認める予定です。
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No カテゴリ 質問項目 質問内容 回答内容

11 仕様書 納期及び納品場所 SIMカードもタブレットと同日にしなければいけないのか。

別途調達を予定しているタブレット端末へSIMカードを挿入した状態にした上で、

仕様書５．（１）に記載した日程で各校へのタブレット端末を納品することを

想定しています。

そのため、タブレット端末の納期よりも前にSIMカードを所定の場所に納品いただく

必要があると考えられます。

12 仕様書 ２．業務内容

仕様書において毎月使用可能な最低限の通信容量（1台あたり）は2GBと記載

頂いておりますが

現在想定されている月間通信容量についてご教示ください。

臨時休校期間などの非常時には、月あたり2GBを超える通信容量が必要である

と考えられますが、平常時には月あたり2GB程度で足りるものと想定しています。

13 仕様書 ３．独自提案

評価基準項目2の通信容量シェア等の提案と

項目3の独自提案に記載されている通信容量シェアは内容が重複しているように見

えますが

違いについて、ご教示ください。

評価基準の項番2は、通信容量シェアなど、毎月使用可能な通信容量を最適

化するための提案があった場合に評価を行うものです。

一方、評価基準の項番3は、通信容量シェアも含め、提案事業者様の特色を

活かした独自提案があった場合に評価を行うものです。

そのため、例えば通信容量シェアの提案を行った場合、評価基準の項番2におい

て評価するとともに、項番3においても評価を行います。

14 仕様書 利用アプリ 利用するアプリは決まっていますでしょうか。

現時点では未定ですが、学習ドリルソフト、授業支援ソフトのほか、ブラウザを使

用してWebサイトの閲覧を行う予定です（別途実施している「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」を経て決定した受託候補者からの提案に基づき、アプリ類を決定する予定で

す）。

15 仕様書 利用アプリ
インターネットの接続先を限定する場合、限定する接続先の宛先リスト（IPアドレ

ス、FQDN）を事前にご提示していただけますでしょうか。

Webアクセスの制御は本業務の範囲外です。

（別途プロポーザルを実施しているタブレット端末等の調達業務の中で、フィルタ

リングソフトを調達する予定です）

16 仕様書 タブレット制限
MDMなどでタブレットの制限は実施しますでしょうか。

制限する場合、何を対象としますでしょうか。

MDMを用いたタブレット端末の管理は本業務の範囲外です。

（別途プロポーザルを実施しているタブレット端末等の調達業務の中で、MDMを

調達する予定です）
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No カテゴリ 質問項目 質問内容 回答内容

17 仕様書 納品時期

契約締結が8月上旬となておりますが、タブレットの想定スケジュールで3,504台は

8/31納品期限となっております。タブレット端末事業者と調整となっておりますが、事

前にキッティングにかかる日数は分かりますでしょうか。

キッティングにかかる日数はタブレット端末等の納入事業者様によって異なります。

発注者側で把握しているスケジュールなどの情報は受託者様に個別にお伝えしま

す。また、本業務の受託者様においても、タブレット端末の調達事業者様と個別

に調整いただきますようお願いします。

18 仕様書 納品について

SIMカードのセット・APN設定はタブレット端末の調達業者が実施することを想定され

ていると記載がありますが、SIMカードの納品自体はタブレット端末の業者宛てに1回

（１ヵ所）のみという事でしょうか。

納品回数・納品場所についてはタブレット端末の調達事業者様と別途調整をお

願いします（場合によっては複数回に分けて納品いただく可能性があります）。

19 仕様書 タブレット端末について
ソフトバンクの周波数(band1.3.8)が使用できるタブレット端末を採用予定でしょう

か。

採用予定のタブレット端末の機種は、現時点では未定です（タブレット端末等の

公募型プロポーザルの中で提案を受ける予定です）。

20 その他 補助金について
【家庭学習のための通信機器整備支援事業】の補助金利用を前提として契約は可

能か。

当該補助金の利用については、現在（令和2年（2020年）7月現在）検討

中です。

21 その他 提案内容について
2020年9月1日～2021年3月31日の契約と、2021年4月1日～2025年8月

31日までの契約に分けることは可能か。

契約を分割するやむを得ない事情が無い限り、契約を分割することは考えており

ません。

22 その他 提案金額について
2021年4月1日利用分～の提供金額を変える事は可能か。値上がりを想定した形

で2021年度の通信予算の確保をする事は可能か。

消費税率の変更やユニバーサルサービス料金の変更など、やむを得ない事情があ

る場合を除き、令和3年度（2021年度）以降の通信料金の値上げは想定し

ていません。また、令和3年度（2021年度）予算において、通信料金の値上

げを想定した予算確保は行わない予定です。
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役務提供契約書（案） 

 

１ 役務の名称 豊中市立小・中学校タブレット端末用LTE回線提供業務 

２ 利用回線数 32,320回線 

３ 契約金額 

１回線あたり月額 金    円 

 ※毎月の支払額は、１回線あたり月額の契約金額に利用回

線数を乗じた金額とする。 

 ※消費税及び地方消費税額（税率10％）を含む。 

 ※ユニバーサルサービス料相当額を含む。 

４ 支払方法 口座振替による 

５ 利用期間 
令和２年（2020年） 9月 1日から 

令和７年（2025年） 8月31日まで 

６ 契約保証金 

(A)金     円 

(B)免除（豊中市財務規則第110条〇号の規定による。  

(C)免除（履行保証保険による。） 

※注：実際の契約時には(A)～(C)いずれかを選択します。 

                                               

上記役務の提供について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ 

いて別添の条項によって公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印  

の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和２年（2020年） 8月  日 

 

 

 

発注者    豊中市中桜塚３丁目１番１号 

 

            豊中市教育長   岩 元  義 継    印 

 

 

     受注者        所 在 地 

            商号又は名称 

                       代表者職氏名 

 

 

 



 （総則） 

 第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ）に基づき、別紙「豊

中市立小・中学校タブレット端末用LTE回線提供業務仕様書」（以下、仕様書という。）に

従い、この契約を履行しなければならない。 

（契約の保証） 

第２条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約代金の１００分の５以上の額の契約保

証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供

をもって代えることができる。 

(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。 

(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確

実と認める金融機関の保証。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除

することができる。 

(1) この契約による債務の不履行により生じる損害金をてん補する履行保証保険契    

約の締結。 

(2) 豊中市財務規則第１１０条第３号または第６号の規定に該当すると発注者が認め

たとき。 

３ 前項第１号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険

証券を発注者に寄託しなければならない。 

４ 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の１００分の

５に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受

注者は、契約保証金の減額を請求することができる。 

 （料金の支払） 

 第３条 受注者は、頭書１に掲げる役務の提供を受けた後、頭書２に掲げる利用回線数に

応じた金額を請求するものとする。 

 ２ 前項で請求する金額は、請求月の前月に利用した回線にかかる料金とする。  

 ３ 発注者は、第１項の請求があったときは、その日から 30日以内に料金を受注者に支払

うものとする。 

（権利義務の譲渡の禁止） 

 第４条 受注者は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡してはなら

ない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。  

（秘密の保持） 

第５条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。  

 （個人情報の保護） 

第６条 受注者は、この契約の履行に当たって個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護

の重要性を認識し、豊中市個人情報保護条例その他法令に定めるもののほか、業務を処

理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

ければならない。 

（法令上の責任） 

 第７条 受注者は、労働基準法、職業安定法その他関係法令によって起因する全ての責任

を負うものとする。              

 （契約の変更） 



 第８条 発注者は、この契約締結後の事情により、本業務の内容の全部又は一部を変更又

は中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要が

あるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定めるものとする。  

 （発注者の任意解除権） 

第９条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第11条の規定によるほか、

必要があるときは、この契約を解除することができる。 

（発注者の解除権） 

第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期

間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。 

(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが

ないと明らかに認められるとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。 

２ 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を

解除することができる。 

(1) 第４条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。 

(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。 

(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき。 

(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契

約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過し

たとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契

約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(7) 暴力団（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をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与している

と認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。 

(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 

(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

(10) 発注者が行う業務の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。 

(11) 第 14条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。 

(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にあってはその者を､受注者が法人である場合にあっては

その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。）又は経営に実質的に参加

している者が暴力団員であると認められるとき。 

イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る

目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団関係者を利用するなどしたと認められる

とき。 

ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず､暴力団又

は暴力団関係者に対して､金銭､物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 



エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

オ 下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が有資格者で

あるかどうかにかかわらず、その相手方がアからエのいずれかに該当する者であると知りなが

ら、当該契約を締結したと認められるとき。 

３ 次に掲げる場合には、発注者は、第１項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除すること

ができる。 

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 

(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

４ 発注者は、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の予算において、この契約に係る金額に

ついて減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受

注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 

（談合等不正行為による解除） 

第 11条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解

除することができる。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止

法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。 

(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（同法第８条の２第２項及び第 20 条第２項において

準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは同条第３項、同法第 17 条の２又は同法第 20 

条第１項の規定による排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受けたとき。 

(3) 独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び独占禁止法第８条の３において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、

又は第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納

付命令を受けなかったとき。 

(4) 刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第３条の規定

による刑の容疑により刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 247 条の規定に基づく公訴を

提起されたとき（受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

(5) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項第２号に該当すると認めら

れたとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第12条 前２条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。  

（受注者の解除権） 

第 13条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。 

(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、この契約の履行が不可能又は著しく

困難となったとき。 

２ 前項第１号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前

項の規定による契約の解除をすることができない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 14条 発注者は、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これ

によって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、料金の 100 分の 5 に

相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。 



(1) 第 10条の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75 号）

の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項又は第２項の場合において、第２条第１項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代

わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当

することができる。 

５ 第２項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。 

６ 第１項、第２項（第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）に

定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事

由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。 

７ 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者

の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に

対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第 8

条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注

者に納付しなければならない。 

（受注者の損害賠償請求） 

第 15条 発注者は、第９条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害

を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者

と受注者が協議の上、これを定めるものとする。 

２ 前項の規定は、第 14条第１項第１号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合につ

いて準用する。 

 （損害賠償）  

 第16条  受注者は、その責めに帰すべき理由により、本業務の実施に関し発注者又は第三

者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。  

（管轄裁判所）  

第17条  この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第

一審の裁判所とする。  

（暴力団等排除措置要綱の遵守） 

第18条 受注者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成 24年２月１日実施）

に基づく発注者の注意、指導等に従わなければならない。 

（業務妨害又は不当要求に対する措置） 

第19条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領（平

成24年2月1日制定）の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又

は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するととも

に、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければな

らない。 

（契約変更） 



第20条 受注者は、受注者に対し頭書２に掲げる利用回線数を追加発注できるものとする。 

２ 前項の場合において、追加する回線の契約金額は、頭書３に掲げる契約金額と同額

とする。 

（契約に定めのない事項） 

 第21条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者及び受注者で協議

のうえ定めるものとする。 

 

 


