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1. 本事業の概要 

(1) 本市の背景・目的 

本市では、市内の小中学校及び特別支援学校、高校、教育委員会の教育ネットワーク

「AMA-NET」を整備し、そのネットワーク上で教育情報システム（学習系・校務系を含

む）を利用してきた。しかし、不十分なネットワーク環境や端末配備数の不足から、小

中学校及び高校のＩＣＴの有効な利活用が進んでおらず、特に児童生徒に対してＩＣＴ

の利活用による恩恵を十分に与えられていなかった。そのため、令和 2 年度より「小中・

特別支援学校及び市立高等学校における教育ネットワーク・教育情報システム再構築事

業」に着手し、文部科学省から公表された「教育情報セキュリティポリシーガイドライ

ン」に合致した GIGA スクールのための教育ネットワーク及び教育情報システムを実現

する予定である。 
 
更に本事業を通じて、国から示された GIGA スクール構想における児童生徒１人１台

端末環境に向けた整備を行い、小中学校及び特別支援学校における教育情報システムを

有効に活用することを目的とする。 
 

(2) 調達範囲 

現在整備中の教育ネットワーク・教育情報システムの全体像を下図に示す。また、本

業務の対象となる範囲を下図内赤枠で示す。なお、下図のイメージは高校のネットワー

ク基盤と小中学校のネットワーク基盤を統合したイメージに近い構成となっているが、

令和 3 年度の教育ネットワーク・教育情報システムの更新においては、それぞれ独自に

構築したうえで、次回の更新の段階で最終統合することを考えている。 
個別の概要要件を下記に示すが、詳細要件については、「2 仕様・要件」を参照するこ

と。 

  



3 
 

図 1 教育ネットワーク・教育情報システム全体像 

 
なお、赤丸で示す部分が本事業の調達範囲となる。  
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(3) 整備の概要 

GIGA スクール構想における児童生徒一人一台環境を整備するにあたり、先行導入

地域において実績があるクラウド学習コンテンツ等や授業で活用する大型提示装置

を導入するとともに、一人一台環境に対応できるＩＣＴ支援員サービスを導入するも

のとする。 
 
A) 学習者用端末 
児童生徒が利用する端末を納入すること。なお、児童生徒が利用する学習者用端末

は、文部科学省の標準仕様書に準拠するものとし、小学校、中学校は Chromebook、特

別支援学校は iPad とする。 
また、納入する端末のキッティング作業を行うこと。なお、納入する端末は大きく分

けて、以下の 2 つに分類される。 
A)-1 小学校、中学校用の端末（以下、「学習者用端末」という） 
A)-2 特別支援学校向けの端末（以下、「学習者用端末（特支）」という） 

それぞれの端末について、「2(1)学習者用端末の仕様」を満たすこと。納入台数は別

紙「学校別端末一覧」を参照すること。 
なお、電源アダプタについては、充電保管庫への設置を考慮し、上記納入台数の付属

品に加え、表 1 学校数・児童生徒数・教職員数の小中学校の児童生徒数を追加配備す

ること。 
 

B) 授業支援システム 
小中学校及び特別支援学校の児童生徒及び教員が利用する授業支援システムを提供

すること。 
 
C) 大型提示装置 
中学校等で利用する大型提示装置各校 10 台分、合計 210 台を納入すること。 

 
D) 特別支援学校用入力支援装置等 
本市が指定する機器及びシステムを納品すること。 

 
E) フィルタリングソフト 
教職員・児童生徒に対し、有害な Web サイト等の閲覧制限を行うための Web フィ

ルタリングソフトウェアを提案すること。 
 
F) ＩＣＴ支援員サービス 
整備した児童生徒一人一台環境で小中学校及び特別支援学校の教職員・児童生徒が

ＩＣＴを活用した授業等の教育を効果的に行えるようにするための支援を行うこと。

また、本市が教育ネットワーク・教育情報システムの整備を進めていく上で、小中学校

及び特別支援学校におけるＩＣＴの活用・運用ルールの検討や、活用・運用のためのマ

ニュアル作成・整備等の支援を行うこと。  
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(4) サイジング 

表 1 学校数・児童生徒数・教職員数 

学校 校数 児童生徒数 教職員数 
うち、会計年

度任用職員等 
事務 
職員 

A 小学校 41 校 20,927 人 1,177 人 59 人 47 人 

B 中学校 18 校 9,471 人 613 人 28 人 23 人 

C 特別支援学校 1 校 56 人 55 人 0 人 3 人 

D 高等学校 3 校 
2,289 人 

（2,680 人） 
277 人 68 人 17 人 

E 
教育委員会 

※教育ネットワークに

アクセスする職員のみ 
― ― ― ― 24 人 

F 
あまがさき・ひ

と咲きプラザ 
― ― ― ― 40 人 

 合計 63 校 32,743 人 2,122 人 155 人 154 人 

 

(5) 契約期間 

本調達には、以下のとおり 2 種類の契約が発生するものとし、以下にそれぞれの契約

期間を記載する。 

① 児童生徒学習環境構築 

・契約期間：契約締結日～令和 3 年 3 月 31 日 
 以下の調達範囲は物品調達とし、契約期間内に納品を行い、保守等は行わないもの

とする。ただし、B) 授業支援システムについては令和 9 年 8 月 31 日まで利用するこ

と、E) フィルタリングソフトについては令和 3 年 8 月 31 日まで利用することを前提と

するため、それぞれ必要な期間分のライセンス等を準備すること。 
A) 学習者用端末 
・A)-1 学習者用端末 
・A)-2 学習者用端末（特支） 
B) 授業支援システム 
C) 大型提示装置 
D) 特別支援学校用入力支援装置等 
E) フィルタリングソフト 

 

② ＩＣＴ支援業務委託 

・契約期間：契約締結日～令和 9 年 8 月 31 日 
 以下の調達範囲は業務委託とし、契約期間内の運用保守・サービス提供を行うこと。 
F) ＩＣＴ支援員 



6 
 

(6) 業務実施場所 

受注者の業務実施場所は下表のとおりとする。受注者の負担で用意する場所について

は、事前に本市と調整・了解をとること。 
なお、個人情報を取り扱う作業については、本市の指定した場所で行い、個人情報の

持ち出しを禁止する。 
 

表 2 業務別実施場所 

業務 実施場所 

A) 学習者用端末 の納入 

C) 大型提示装置 の納入 

D) 特別支援学校用入力支援装置等 の納

入 

尼崎市立教育・障害福祉センター 

 兵庫県尼崎市三反田町 1 丁目 1-1 

尼崎市立教育総合センター 

 兵庫県尼崎市若王寺 2 丁目 18-3 

各学校 

 「尼崎の教育」を参照のこと 

あまがさき・ひと咲きプラザ 

 兵庫県尼崎市若王寺 2 丁目 18-1 

本市の指定する場所 

A) 学習者用端末 のキッティング作業・配

布までの保管 

B) 授業支援システム の構築・設定作業等 

C) 大型提示装置 の配布までの保管 

E) フィルタリングソフト の構築・設定作

業等 

受注者の負担で用意する場所 

F) ＩＣＴ支援員 の支援業務 尼崎市立教育総合センター 

 兵庫県尼崎市若王寺 2 丁目 18-3 

各学校 

 「尼崎の教育」を参照のこと 

あまがさき・ひと咲きプラザ 

 兵庫県尼崎市若王寺 2 丁目 18-1 

尼崎市立教育総合センター 

 兵庫県尼崎市若王寺 2 丁目 18-3 

本市との会議 尼崎市立教育・障害福祉センター 

兵庫県尼崎市三反田町 1 丁目 1-1 

尼崎市立教育総合センター 

兵庫県尼崎市若王寺 2 丁目 18-3 

その他 

 

本市の指定する場所 
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(7) 履行期限 

受注者の本業務を下表のとおりの期限にて履行すること。 

表 3 対象範囲別履行期限 

対象範囲 構築／準備期間 納入期限 
サービス提供 

開始予定日 

A)-1 学習者用端末 

契約締結日～ 

令和 3 年 3 月 30 日 

～ 

令和 3 年 3 月 31 日 
― 

A)-2 学習者用端末

（特支） 

B) 授業支援システ

ム 

C) 大型提示装置 

D) 特別支援学校用

入力支援装置等 

E) フィルタリング

ソフト 

F) ＩＣＴ支援員 
契約締結日～ 

令和 3 年 3 月 31 日 
― 

令和 3 年 1 月 1 日～ 

令和 9 年 3 月 31 日 

※なお、ＩＣＴ支援業務については、ＩＣＴ教育が軌道にのる令和 4 年度以降に見直す可能性

があることに留意すること 
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(8) 本事業のスケジュール 

本調達における想定スケジュールを以下に示す。 

図 2 本事業のスケジュール 

  
  

R5～8年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月

A)-1小学校、中学

校用の端末

A)-2特別支援学校

向けの端末

A)学習者

用端末

R9年～R2年度 R3年度 R4年度

D)特別支援学校用入力支援

装置等

E)フィルタリングソフト

C)大型提示装置

F)ＩＣＴ支援員

B)授業支援システム

契

約

開

始

公

募

物品手

配・キッ

ティング

作業

準備期間 支援開始

構築期間
継続利用

（運用保守対象外）

順次

配布
継続利用

（保守対象外）

物品手

配・キッ

ティング

作業

構築期間 稼働

順次

配布

継続利用

（保守対象外）

基盤事業者へ引き継ぎ

稼働

順次

配布

物品手

配・キッ

ティング

作業

継続利用

（保守対象外）

継続利用

（保守対象外）



9 
 

2. 仕様・要件 

(1) 学習者用端末の仕様 

それぞれの学習者用端末は以下に示す端末仕様を満たす端末を納入すること。 

① 学習者用端末の仕様 

項  目 内容 

OS Google Chrome OS 

CPU 
Intel Celeron 同等以上 2016 年 8 月以降に製品化さ 

れたもの 

ストレージ 32GB 以上 

メモリ 4GB 以上 

画面 
10～12 インチ 

タッチパネル対応 

無線 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 

キーボード Bluetooth 接続でない日本語 JIS キーボード 

カメラ機能 インカメラ・アウトカメラ 

音声接続端子 マイク・ヘッドフォン端子×1 以上 

外部接続端子 USB3.0 以上×１以上 

バッテリー 8 時間以上 

重さ 1.5kg 未満 

その他 

本端末を学習者用コンピュータとして適切に運用するために最

低限必須な以下設定について、ネットワークを介して行うための

端末管理ツール 

（設定作業は含まない） 

・端末にログイン可能なユーザに関する制御設定 

・端末が利用するアプリ、拡張機能等の配信設定 

・接続先ネットワークの制御 

・紛失・盗難時の制御設定 

 

バッテリー劣化度を確認するためのソフトウェア（スクラッチ開

発も可） 

・バッテリーの劣化度をパーセンテージで表示できること 

・本市で集中管理できることが望ましい 

 

充電の制御を行うためのソフトウェア 

・バッテリーの消耗による発火・発煙などの事故を未然に防げる

こと 
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・バッテリー劣化を抑えるために充電を制御できることが望ま

しい 

 例：充電容量を最大８０％までに制御する 

   過放電による劣化を抑えるため、充電容量を最大５０％ま

でに制御する 
※なお、学習者用端末については、各端末を識別できるように端末に番号を記載し、シールを貼

ること。 
 

② 学習者用端末（特支）の仕様 

項  目 内容 

OS iPadOS 

ストレージ 32GB 以上 

メモリ 4GB 以上 

画面 
10～12 インチ 

タッチパネル対応 

無線 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 

キーボード Bluetooth 接続でない日本語 JIS キーボード 

カメラ機能 インカメラ・アウトカメラ 

バッテリー 8 時間以上 

重さ 1.5kg 未満 

音声接続端子 
マイク・ヘッドフォン端子×1 以上（マイク・ヘッドフォン端子

がコネクタと共用になっている場合は分配アダプタで対応） 

外部接続端子 Lightning コネクタ又は、USB Type-C コネクタ×1 以上 

付属品 端末を保護するためのケース 

その他 

本端末を学習者用コンピュータとして適切に運用するために最

低限必須な以下設定について、ネットワークを介して行うための

端末管理ツール 

（設定作業は含まない） 

・端末の機能制御設定 

・端末が利用する App/Book の配信 

・接続先ネットワークの制御 

・紛失・盗難時のセキュリティ設定（強制ロック、強制ワイプな

ど） 

 

バッテリー劣化度を確認するためのソフトウェア（スクラッチ開

発も可） 

・バッテリーの劣化度をパーセンテージで表示できること 
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・本市で集中管理できることが望ましい 

 

充電の制御を行うためのソフトウェア 

・バッテリーの消耗による発火・発煙などの事故を未然に防げる

こと 

・バッテリー劣化を抑えるために充電を制御できることが望ま

しい 

 例：充電容量を最大８０％までに制御する 

   過放電による劣化を抑えるため、充電容量を最大５０％ま

でに制御する 
※なお、学習者用端末については、各端末を識別できるように端末に番号を記載し、シールを貼

ること。 
 

(2) 授業支援システムの要件 

小中学校の普通教室の端末は Chromebook を活用した普通教室での授業で使用する

ことを主目的として想定している。ただし、普通教室の授業では、教職員用端末

（WindowsOS）で使用することや、授業内容によっては iPad 等の活用も考慮される

ため、ChromeOS、WindowsOS、iOS に対応するシステムであること。 
なお、本システムは令和 9 年 8 月 31 日まで継続して利用する想定である。 
本システムに求める機能は以下のとおりである。 
＜アクティブ・ラーニング機能＞ 
 １ 調べたことや考えたことを付せんやカード、メモ等にして収集・整理で

きること。 
２ 付せんやカード、メモ等を操作して、新しいアイデアを創造できること。 
３ 「考えるための技法」のフォーマットを活用できること。 
４ 他の児童生徒が作成した成果物を取り込み編集できること、または、共

同編集できること。 
５ 児童生徒の成果物を相互に見合うことができること。 
６ 互いの成果物等にコメントを付けて意見交換ができること。 

＜タブレット機能＞ 
 ７ 付せんやカード、メモ等に手書き（絵、文字などを含む）で編集できる

こと。 
８ 既存の付せんやカード、メモ等に、追加編集ができること。 
９ ズームイン／アウトして編集できること。 
１０ タブレット PC で撮影した写真を活用できること。 

＜マルチメディア機能＞ 
 １１ 画像・動画・音声ファイルを活用できること。 

１２ アプリ上で動画を撮影したり，音声を録音したりできること。 
１３ アプリ上で写真や動画などを編集したり，再生したりできること。 

＜通信機能―教職員用端末＞ 
 １４ Microsoft Office や Google ドキュメント等で作成した教材資料をアップ

ロードできること。（なお、ファイル形式は問わないが、アプリ上で追加

編集できることが望ましい。） 
１５ 課題を提出・送信できること。 
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１６ 任意の生徒数の画面を比較し、配信できること。 
１７ 共有している画面に書き込みができること。 
１８ 学習者用端末を制御できること。 
１９ 学習者用端末の画面をロックできること。 
２０ 教職員用端末から児童生徒が作成した作品を個別にダウンロードできる

こと。 
＜通信機能―学習者用端末＞ 
 ２１ ワークシートとして作成したファイル（PDF）を使用できること。 

２２ 学習者用端末同士でデータの送信ができること。 
２３ 学習者用端末同士のやり取りの履歴を閲覧できること。 
２４ 学習者用端末の画面を別の学習者用端末に転送できること。 

＜ポートフォリオ機能＞ 
 ２５ 個人専用のフォルダにデータを蓄積できること。 

２６ プレゼンテーション等の履歴が閲覧できること。 
２７ 学習者用端末の操作ログを管理できること。 
２８ 学習者用端末のプレゼンテーションを PDF や動画で出力できること。 

 
なお、「1(4)サイジング」をもとに、小中学校及び特別支援学校の全ての児童生徒及

び教職員（新入生や新任教職員、会計年度任用職員等を含む）が令和 9 年 8 月 31 日ま

で利用するために必要なライセンスを準備すること。更に、研修環境用の 100 ライセ

ンスと、スムーズな年次処理を行うための予備として、教職員 20 ライセンス及び児童

生徒 1,000 ライセンスを準備すること。 
また、デバイス数に依るライセンス形式の場合には、予備機のライセンスも準備す

ること。 
 

(3) 大型提示装置の仕様 

大型提示装置の仕様は以下のものとし、今回調達する学習者用端末や授業支援シス

テムと親和性の高いものであるものとする。 

表 4 大型提示装置の仕様  

項  目 内容 

形態 超短焦点プロジェクター 

サイズ W350 以下×D330mm 以下×H100mm 以下 

重さ 4.0kg 以下 

解像度 WXGA 以上の構成画素数 

輝度 3,000lm 以上 

投影方式 3LCD 方式 

インターフェイス HDMI、ミニ D-Sub15pin 

ネットワーク機能 
・Miracast や Wi-Fi Direct により、物理的なコード接続を行わずに

投影が可能なこと。 
 

(4) ICT 支援員サービス要件 

小中学校及び特別支援学校での ICT 整備に関する初期対応、ICT 機器を活用した授業
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の支援、ICT 活用指導力向上への効果的な手法、活用に向けた研修等の支援及び運用ル

ール等の活用計画の策定、各校の機器運用を支援する ICT 支援員サービスについて、次

の要件を踏まえた提案を求める。 
・ ICT 支援員を派遣し、各学校において、授業（公開授業含む）、校内研修等の支

援を行うこと。 
・ 半日程度の ICT 支援員訪問を、480 回/月以上実施すること。1 日中の訪問は 2 回

としてカウントする。訪問パターンは提案に委ねる。 
・ ICT 活用に関する初期研修として、基本的な操作に関する説明を行うこと。 
・ ICT 支援員サービスを統括する責任者を配置することとし、ICT 支援員への指示

命令、サービス履行の管理、支援頻度の管理等を行うこと。 
・ ICT 機器の利用状況に応じて、ICT 支援員の配置体制・作業内容を適宜見直すこ

と。 
・ 各学校において、端末機器等（特に学習者用端末）の故障発生時に、本市が指定

する場所へ搬送すること。なお、搬送にかかる費用については、受注者にて負担

すること。 
・ ICT 支援員の対応時間は、平日 9 時 00 分から 17 時 30 分までを基本とする。な

お、定時制学校である琴ノ浦高校及び成良中琴城分校への対応時間については、

21 時 00 分までとするが、受付のみが主となるため、日中と異なる体制での対応

でも構わない。 
・ 機器及びソフトウェアの活用マニュアルの作成・維持管理を行うこと。（利用者用

マニュアル、運用者用マニュアル、管理者用マニュアルをそれぞれ作成すること。） 
・ 学校における ICT 機器の運用ルール維持管理の支援を行うこと。 
 
本市では、本調達とは別に ICT 支援員を準備している。そのため、役割を明確にわけ

るため、以下の分担を想定している。 

 
 
本市が準備する ICT 支援員と連携し、各学校への支援を行うこと。なお、詳細の役割

分担については、「3(1)作業の責任分界点」を参照すること。 
また、令和 4 年度以降ＩＣＴ支援サービス員の業務量等体制を見直す可能性があるこ

とに留意すること。 

(5) 特別支援学校用入力支援装置等 

以下に示す特別支援学校用入力支援装置等を納入すること。必要な場合には、キッテ

ィング作業等の利用するまでに必要な準備を行うこと。 
 

① miyasuku EyeConMouse 

 製品説明 
筋ジストロフィーや脳性麻痺の肢体不自由の障害をもって、手や腕を動かすこ

とは難しいが、目を動かして使用する視線入力装置を利用して右クリックや左ク

リックなどを視線の動きだけで操作することができるパソコン操作アプリ。 
 

 数量 １個 
 

R5～8年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 4月5月6月7月8月9月10月

R9年～

本市が準備するICT支援員

E)ＩＣＴ支援員

R2年度 R3年度 R4年度

契

約

開

公

募

準備期

間
小学校・中学校・高校・特別支援学校

準備期間 中学校・高校

小学校・特別支援学校

連携
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② ブルー2（Blue2） 

 製品説明 
特別支援学校には、各個人にあった様々な外部スイッチを使用し、教育活動を行

っている児童・生徒も在籍している。その外部スイッチを Bluetooth（無線）で iPad
等の情報機器に接続し画面を触らなくても取り付けた外部スイッチなどで操作を

することができる。よって、iPad 等の情報機器を直接触ることが難しい児童・生

徒も情報機器を使うことが可能となる。 
 

 数量 ２個 
 

③ miyasuku Keyboard 

 製品説明 
パソコンの画面にキーボードを表示して使用するスクリーンキーボード。パソ

コンの画面に表示したキーボードをクリックやマウスホバー（キーの上にマウス

ポインタを一定時間停止させること）で操作する。 
 

 数量 １個 
 

④ miyasuku EyeConLT2 

 製品説明 
視線入力装置を利用したパソコン操作アプリ視線入力による意思伝達システム。 
 
 数量 １個 

 

⑤ パソッテルノートパソコン H型 

 製品説明 
ベッドで寝た姿勢でノートパソコンを見られるように保持し高さや角度を調整

することができるスタンド。 
 

 数量 １個 
 

⑥ フックプラス２ 

 製品説明 
iOS デバイス（iPhone や iPad）を外部スイッチで操作するためのインターフェ

イスで iOS デバイスに直接有線で接続して使用する。iOS デバイスに直接触れて

操作することが難しい肢体不自由の子どもも、スイッチ操作だけで、iOS デバイス

のほとんどの操作を行うことができる。 
 

 数量 ３個 
 

 

(6) フィルタリングソフト 

提案するシステムについて、以下の要件を満たすこと。なお、本市では令和 3 年 9
月 1 日以降に、次期教育ネットワーク教育情報システム再構築事業において、i-Filter
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＠Cloud の利用を開始するため、本調達におけるフィルタリングソフトも同様に i-
Filter＠Cloud を想定している。 
また、初期設定では、次期教育ネットワーク教育情報システム再構築事業で準備す

るフィルタリングソフトに設定同期できること。 
・ フィルタリングのポリシー（カテゴリ、ホワイトリスト、ブラックリスト、警告

用ページ等）を設定できること。 
・ 教職員用と児童生徒用のポリシーを分けて設定できること。また、教職員用のポ

リシーは教頭、校長等の管理職と一般教員、事務職、教育委員会事務局と分けて

設定できること。さらに児童生徒用のポリシーは、小学校・特別支援学校・中学

校・高等学校を分けて設定できること。 
・ 閲覧禁止 URL や事前登録されたキーワード（日本語含む）に該当するアクセス

を適切にフィルタリングできること。 
・ 20 以上のカテゴリ制御に対応し、カテゴリ内の情報が随時更新されること。 
・ HTTPS 通信においても制御可能なこと。（SSL 復号化を想定。） 
・ 全セグメント共通設定と、セグメント毎の個別設定ができること。 
・ 管理画面の「POST ログ」画面上から、添付ファイル復元を含む HTTP/HTTPS

データの内容確認が可能であり、一括エクスポート機能を有すること。 
・ リアルタイムでアクセスログを SIEM などのログ統合管理システムに転送し、

相関分析を実現できること。 
・ アクセスログの出力フォーマットをカスタマイズ可能なこと。ポリシーごとに

適用するフォーマットを変更することも可能なこと。 
・ 空きスレッド数の低下をログ出力することが可能なこと。 
・ アクセスログの内容を解析、検索する、レポーティングソフトがフィルタリング

ソフトに無償で付属されており、リスクの高い Web サービスを利用しているユ

ーザ、送信量の多いユーザの確認が可能なことが望ましい。 
・ セッション数の枯渇確認・動向把握を目的として、使用中のスレッド数を統計情

報としてグラフ表示できることが望ましい。 
・ 本調達範囲外の機器を含む各教育情報機器においても利用できること。 
・ 児童生徒の家庭学習等の利用を想定し、拠点外からのアクセスを制御できるこ

と。 
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3. 作業要件 

(1) 作業の責任分界点 

各事業者の役割分担と責任分界点に関する考え方を、下図に示す。なお、本業務の関

係者は下表に示すとおりである。 

表 5 本事業の関係者 

役割 説明 

機器等納入事業者（受注

者） 

本事業の受注者であり、本仕様書に基づき初期準備

作業・運用作業・保守作業等を行う。 

尼崎市教育委員会事務局 

（発注者） 

本事業の発注者であり、本仕様書に基づき実施され

る作業等に関する指示や承認を行う。 

現行教育ネットワーク整備

事業者（現行 AMA-NET 事業

者） 

受注者が本仕様書に基づき、導入当初の端末等機器

やシステムを稼働させるために実施する設定作業・

納入作業等に関して、受注者と連携（情報提供等）

を行い、作業等の支援を行う。 

教育ネットワーク・教育情

報システム再構築事業者 

（基盤事業者） 

受注者が本仕様書に基づき、令和 3年 9月 1日以降

の端末等機器やシステムを稼働させるために実施す

る設定作業・納入作業等に関して、受注者と連携

（マスタ端末作成手順書作成、基盤サーバ設定・構

築等）を行い、作業等の支援を行う。 

学校現場（学校現場） 学校の現場で教育ＩＣＴ環境を利用する教職員及び

児童生徒であり、本項では学校のＩＣＴ担当者を指

すものとする。発注者と連携を行い、作業等の支援

を行う。 
 

表 6 端末等機器に関する責任分界点の考え方 

対象 

各作業における責任分界点 

備考 物品手

配 

設計 設定 動作確

認 

機器設

置 

機器保

守 

A)-1 学習

者用端末 

受注者 基盤事

業者

(※注) 

受注者 受注者 受注者 － (※注)授業支援シ

ステム・端末制御

ソフトに関する設

計は受注者が行

い、基盤事業者へ

設計内容及び設定

手順書を提供する

こと。 

A)-2 学習

者用端末 

（特支） 

受注者 受注者 受注者 受注者 受注者 － 特別支援学校用入

力支援装置等との

連携が必要な場合

は、本市の指示の

下、受注者が実施

すること。 

D) 大型提

示装置 

受注者 受注者 受注者 受注者 受注者 －  
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図 3 主な役割分担・責任分界点の図 

 
 
 

 
 

(2) 設計作業 
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本市が指定する内容、授業支援システム及び端末制御ソフトを利用するための環境、

端末を動作・利用可能とするための基本的な環境の設定指示書を作成すること。 
作成したマスタ及び設定手順書は、学習者用端末におけるネットワーク等の総合的な

マスタ作成のため、基盤事業者へ提供すること。 
なお、作成したマスタ及び設定手順書は、基盤事業者で取りまとめ、その他の必要な

設計を盛り込んだ形でマスタ及び設定手順書を更新する。 
 

(3) 設定作業 

基盤事業者が作成したマスタ及び設定手順書を基に、学習者用端末の設定作業を行

うこと。 
上記以外の端末等機器については、必要があれば基盤事業者と連携し、受注者が必

要な設定作業を行うこと。 
また、本調達範囲内のシステム及びソフトウェアについて、必要な設定作業を行う

こと。 
 

(4) 移行作業 

導入当初は、現行 AMA-NET 事業者が整備したネットワークである「AMA-NET」上で

稼働予定であるが、「AMA-NET」は現在再構築中である。 
現時点の予定では、令和 3 年 9 月以降は基盤事業者が新たに整備したネットワーク

上で稼働であることから、令和 2 年度中に新「AMA-NET」への設定変更等を予定し

ている。そのために必要な設定変更等の移行情報の提供を行うこと。 
 

(5) 機器設置（納入）作業 

キッティング作業が完了した端末及び大型提示装置について、本市が指定する学校

等へ納入すること。なお、各学校の所在は「尼崎の教育」を参照すること。 
 

(6) 研修作業 

本番稼働前に教職員に対して研修を行うこと。 

表 7 研修の想定対象者と頻度 

項番 受講対象 対象者数 説明対象 

1 小学校、特別支援学校、中学

校 
1 校 1 名程度 
計 60 名程度 

導入システム・機器等全般に

係る研修（授業支援システム

を除く） 

2 小学校、中学校 1 校 1 名程度 
計 60 名程度 

Chromebook に関する研修 

3 小学校、特別支援学校、中学

校 
1 校 1 名程度 
計 60 名程度 

授業支援システムに係る研修 

 
・ 研修の実施時期については、本番稼働前とする。 
・ 実施場所は、本市が別途指定する。（現在の想定は、約 20 名程度が入室可能なコ

ンピュータ教室と考えている。） 
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・ 実施頻度は、稼働前までにそれぞれ対象者が 1 回以上受講可能となるよう実施す

ること。（現在の想定では、本番稼働前までにそれぞれ 3 回の研修行うことと考

えている。） 
・ 本市が行うその他研修イベントの実施スケジュール等も踏まえて、本市と実施す

る日程や時間割、研修内容の調整を行うこと。 
・ 研修環境は、本番環境に影響しない研修環境または研修用のオーサリングツール

（複数のマルチメディア要素を編集・統合）等を準備し研修を実施すること。 
・ 研修内容は、録画し、参加できなかった教職員等にオンデマンド形式で閲覧を可

能とすること。また、研修で使用した資料も閲覧を可能とすること。 
・ 教職員が網羅的に本教育情報システム機能全般を理解し、システムの各種機能に

おける端末の操作方法を実施できるよう、実機を用いた研修を行うこと。 
 

(7) マニュアル作成作業 

本番稼働前に教職員に対する授業支援システムに関する操作マニュアルを作成する

こと。なお、マニュアルは利用者用、運用者用、管理者用のそれぞれを作成すること。 
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4. 非機能要件 

(1) セキュリティ要件 

① 基本的な考え方  

本調達の構築・運用保守全般に係るセキュリティ及び個人情報保護の取り扱いにつ

いては、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律、及び個人情報の保護に関する法律等の関連法

規を遵守することはもちろんのこと、本市が規定する関連法規および本市条例を遵守

し、適切に実施すること。 
また、平成 29 年 10 月 18 日に公表された「教育情報セキュリティポリシーに関す

るガイドライン」に対し、教育委員会・学校が柔軟かつ効率的に環境整備を進めること

ができるようにガイドラインの構成を見直すとともに、クラウドサービスに関する考

え方などを追記した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和元

年 12 月版)で求められる必須事項に準拠した高いセキュリティレベルを持つネットワ

ークにする必要がある。特に必要な対策として、以下のような対策を求める。 
 

  本調達範囲内のシステム及びソフトウェアは児童生徒も利用するものであり、不

意ないしは故意の操作でサービスや情報資産に影響を与えないよう対策を施す

こと。具体的には認証機能とアクセス権限設定を実装し、システム全般にわたり

教職員と児童生徒のアクセス権限による制御を設定可能であること。 
・ クラウドサービス（SaaS）について、リスクマネジメントの考え方を明らかにす

るとともに、不正アクセスやウイルス感染等により不正侵入、情報漏洩の事象が

発生した場合の方針及び対応を明らかにすること。 
 

② 物理的セキュリティ 

機密性 2B 以上の情報資産を扱うシステムを設置している管理区域について、当該情

報システムに関連しないコンピュータ、モバイル端末、通信回線装置、電磁的記録媒体

等を持ち込ませないようにしなければならない。 
ここで、「機密性 2B」とは、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

の機密性の定義における、「学校で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密

性は要しないが、直ちに一般に公開することを前提としていない情報資産」のことで

ある。 
 

③ 人的セキュリティ 

教職員等による情報資産の不正利用や、適正な取扱いを怠った場合、コンピュータ

ウイルス等の感染、情報漏えい等の被害が発生し得る。このことから、本調達範囲内の

システム及びソフトウェアを利用するにあたりセキュリティ面の留意事項について、

研修の中で教職員等に説明し、注意を喚起すること。 
受注者は、本調達に関わる全ての要員（再委託先も含む）に対して、情報セキュリテ

ィに関して遵守すべき事項を教育し、その遵守を徹底させること。 
 

④ 技術的セキュリティ 

受注者が提供するクラウドサービス（SaaS）について、ネットワークや情報システム

等の管理が不十分な場合、不正利用による情報システム等へのサイバー攻撃、情報漏え

い、損傷、改ざん、重要情報の詐取、内部不正等の被害が生じるおそれがある。このこ

とから、情報システム等の不正利用を防止し、また不正利用に対する証拠の保全をする
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ために、ログの管理やシステム管理記録の作成、バックアップ等の技術的なセキュリテ

ィ対策を規定する。 
 

  ウイルス対策、標的型攻撃対策、不正侵入検知・防御等の外部からの攻撃に対す

る対策を強化すること。 
  ウイルス対策については、ゼロデイ攻撃への対策を行うこと。 
  適切な権限設定、不要なサービスの停止、最新のセキュリティパッチの適用等、

脆弱性を排除しセキュリティの維持管理が行えること。 
 

⑤ 個人情報保護 

学習系システムでは、児童生徒に関するデータを管理することから、個人情報保護・

セキュリティについて万全の対策を行うこと。 
国の方針や本市の方針等の見直しが発生した場合は、本業務範囲内で柔軟に対応す

ること。 
 

(2) クラウドサービス要件 

本調達範囲内のシステム及びソフトウェアとして、クラウドサービスを提案する場合

には、以下の要件を満たす製品またはサービスとすること。なお、【推奨事項】について

は、必ずしも満たす必要はない。 
 

区分 要件 

セキュリティ

対策・体制 

・サービス提供業務の遂行のために提供する情報（契約等の手続に付
随してクラウドサービス事業者が知りうる利用者情報等）を、サービ
ス提供業務の遂行目的外で利用しないこと。情報の目的外利用の禁止
に対する遵守（義務）の表明をすること。 

・情報セキュリティインシデントが発生した場合に、被害を最小限に
食い止めるための対処方法（対処手順、責任分界、対処体制等）につ
いて提示すること。 
・障害や情報セキュリティインシデントの発生等によって、情報セキ
ュリティ対策の履行が不十分であると認められた場合の対処（改善の
実施等）方法について提示すること。 

・以下の情報提供をすること。証明する資料を提出すること。 

-サービス提供事業の実施場所（事務所、運用場所）（地域（リージ

ョン）が特定できるようにすること） 

-メインセンタ、サブセンタについて、物理的に距離が離れた 2 拠

点以上で冗⾧構成されていること【推奨事項】 

資格・認証 ・サービス提供を行う組織が、ISO/IEC 27001：2013 認証を取得して

いること。 

・サービス提供を行う組織が、ISO/IEC 27017：2015 認証を取得して

いること。【推奨事項】 
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・サービス提供を行う組織が、ISO/IEC 27018：2014（パブリックク

ラウドでの個人情報保護）認証を取得していること。【推奨事項】 

デ ー タ の 所

在・適用法と

裁判管轄 

・サービス上のユーザ所有データ（バックアップデータを含む。）の

所在地が日本国内に限定できること。 

・準拠法、裁判管轄を国内に指定できること。 

サービスレベ

ル 

・クラウドサービス事業者との間の管理境界や責任分界を明確にす

ること。 

・以下の項目のサービスレベルについて提示すること。 

-可用性 

-信頼性、性能、拡張性、サポート等その他の提示があれば望ましい

【推奨事項】 

・以下の事前通知の「事前期間」とその「通知方法」について提示
すること。事前通知については早期に通知されることが望ましい。
また、他にも業務継続性の観点で効果的な通知対象があればそれを
提示すること。 

-サービスの中断（中止） 

-クラウドサービス契約の解除 

ログ取得 ・クラウドサービス上におけるアクセスログ等の証跡に係る保存期

間について、1 年間以上の保存が可能であること。その手法について

提示すること。 

脆弱性対策 ・クラウドサービス上の脆弱性を発見する方法があり、実施可能であ

ること。その手法について提示すること。 

データ消去 ・契約終了時のデータ消去の際は、契約満了日までに削除の操作証

跡としてログ等を入手可能であること。具体的な確認手段を提示す

ること。 
 

(3) テスト・検証要件 

稼働前に環境テストや総合テストを実施するとともに、学習系システムの総合的な機

能検証及び全体の運用検証を目的とした本市ユーザの操作による運用テストの計画策

定、テスト実施支援を行うこと。 
 

(4) 改善活動 

システム運用中において、システムを常に最適な状態に維持するために、改善が必要

な運用事項を抽出し、対応案を発注者に提案すること。 
 

(5) 通常の運用保守業務以外の支援 
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教育現場の状況を考慮し、運用保守業務の定期的な作業や支援以外（例えば、繁忙期

対応や時間延長対応、災害時対応など突発的な対応）を本業務範囲内で柔軟に対応でき

るように、一定の余剰工数を見込むこと。具体的な工数や利用方法などは提案すること。 
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5. 留意事項 

(1) 受託条件 

   本件に参加しようとする者は、提案書提出日現在で、次の各号に掲げる要件を全て満たし

ていること。（コンソーシアムで提案する場合、そのいずれもが該当すること。） 
① 地方自治法施行令第 167 条の４第２項の各号の一に該当しないものであること。 
② 令和 2･3 年度尼崎市登録業者名簿に登録すること。 
③ 本市が発注する契約に係る入札参加停止の措置を受けていないこと。 
④ 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 
⑤ 特定の公権者（候補者を含む）、または政党を推薦、支持、反対することを目的

とした団体でないこと。 
⑥ 法令等に違反していないこと。 
⑦ 会社更生法に基づく更生手続開始の申し立てまたは民事再生法に基づく再生手

続き開始の申し立てがなされていないものであること。 
⑧ 代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体では

ないこと。 
⑨ 暴力団対策法第２条及び第３条に基づく暴力団及び指定暴力団または代表者が

それら構成員である団体ではないこと。 
⑩ 所得税または法人税、消費税及び地方消費税、県税、市民税等を滞納している団

体ではないこと、かつ代表者がこれらの税金を滞納している団体ではないこと、

個人においてもこれらの税金を滞納していないこと。 
 

(2) 関連法規 

   関連法規および本市条例を遵守すること。 

(3) 守秘義務 

   本業務において知りえた情報は、本業務の目的以外に使用し、または第三者に開示も

しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置をとるものとする。なお、

本契約終了後も同様とする。 

(4) 情報セキュリティ管理 

   受託者は情報セキュリティ管理を行い、各工程において、情報セキュリティに関する

事故及び障害等の発生を未然に防ぎ、発生した場合に被害を最小限に抑えること。 

(5) 契約不適合担保責任 

   契約不適合担保責任は、契約不適合の事実を知ったときから１年間とする。 

(6) その他 

   その他、本仕様書に記載のない事項に関し、必要と思われるものは別途協議の上、決

定すること。 
 

以 上 
 
 


