
 

 

 

令和４年度  

学校ＩＣＴ機器等賃貸借 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月 

小値賀町教育委員会 

 



１ 件名 「学校ＩＣＴ機器等賃貸借」 

 小値賀町立小値賀小学校、大島分校、小値賀中学校におけるＩＣＴ機器等の整備を行う 

 

２ 品名・数量  

①ChromeOS 搭載タブレット端末 ２００台 

（小値賀小１１０台/大島分校２０台/小値賀中７０台） 

  ②無線 LAN アクセスポイント ２２台 

  ③ドリル教材ソフト ５年間利用料（端末２００台分） 

  ④Web フィルタリングソフト ５年間利用料（端末２００台分） 

  ⑤６５型一体型電子黒板 １台 （小値賀中 美術室） 

  ⑥４３型一体型電子黒板 ２台 （小値賀小特別支援教室/小値賀中特別支援教室） 

  ⑦電子黒板制御用ノートパソコン ３台 （上記の電子黒板に各 1台） 

  ⑧タブレット端末保管庫 １台 （小値賀小 １年教室） 

  ⑨輪番充電タイマー ９台（小値賀小２～６年教室、大島分校、小値賀中１～３年教室） 

 

３ 納入場所 

名   称 住       所 

小値賀小学校 長崎県北松浦郡小値賀町中村郷 71 番地 2 

小値賀小学校大島分校 長崎県北松浦郡小値賀町大島郷 72 番地 1 

小値賀中学校 長崎県北松浦郡小値賀町中村郷 71 番地 2 

 

４ 発注者 本仕様書でいう発注者とは、小値賀町長 西村久之 をいう。 

 

５ 契約期間 令和５年１月１日～令和９年１２月３１日（６０か月）※長期継続契約 

 

６ 機器の納入・引き渡し期限等 

 (1)納入・引き渡し期限 

   納入期限：令和４年１２月２０日 

※上記期限としているが、製品の製造等の都合で納期の変更を要する場合は、発注者と協議する。 

 

７ 疑義の解釈 

   仕様書に定められた内容についての疑義については、発注者と協議する。 

 

８ 納入条件 

(1)本機器等の導入にあたり、受注者は、本町の指定する担当職員（以下「監督員」という。）

の指示を受けること。 

 

(2)機器の納品時期は監督員の指示に従い、順次納品するものとする。 



 

(3)受注者は、搬入等のスケジュールについて、監督員と調整を図ること。 

 

 (4)受注者は、本仕様書に明記されていない事項で必要と認められる作業は、監督員に相談の 

うえ、受注者の責任において実施すること。 

 

９ 契約に係る留意事項 

(1)今回の契約は、5 年間（60 か月）の長期継続契約とする。よって、契約書に次の項目を明記

する。 

  

（予算の減額又は削除に伴う特約） 

○○条 この契約は、地方自治法第 234 条の３の規定による長期継続契約であるため、本

契約締結日の属する年度の翌年度以降において、小値賀町（甲）の歳出予算の当該金額に

ついて減額又は削除があったとき、小値賀町（甲）は、この契約を変更又は解除すること

ができるものとする。  

    

 また、損害賠償条項が必要な場合は、次の項目を明記する。 

 

相手方（乙）は、前項に伴う解除により損失が生じたときは、小値賀町（甲）にその損害

を請求することができる。この場合における補償額は甲乙協議のうえ定める。 

 

(2) 機器及びソフトウェアは、原則として入札時点で製品化されており、入札仕様に厳格に基

づいた製品を導入すること。 

 

 (3) リース期間満了後は、受注者の所有物とする。 

 

10 機器仕様について 

下記仕様を満たす製品を導入すること。 

① ChromeOS 搭載タブレット端末 （例示品 dynabook ChromeBookC1 Wi-Fi モデル） 

形状 コンバーチブル（液晶ディスプレイが 360°回転するタイプ）型のも

ので下記の形状を選べること。 

ノート PCスタイル、フラットスタイル、テントスタイル、タブレッ

トスタイル 

国産メーカーのものであること 

ＯＳ Chrome OS  

※導入時の最新バージョンで導入すること 

ＣＰＵ Qualcomm® Snapdragon 以上 

ﾒﾓﾘ ４Gb 以上 



ｽﾄﾚｰｼﾞ eMMC 32GB 以上 

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ USB3.1（Gen1）Type-A×1、USB3.1（Gen1）Type-C×1、microSD×1、

イヤホンマイク端子×1 

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 日本語入力（JIS 配列準拠） 

通信機能 Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO 対応 

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 11.6 インチ/タッチパネル対応であること 

Web ｶﾒﾗ リア 500 万画素、フロント 100 万画素以上 

QR コードの読み取りが可能であること 

堅牢性 MIL 規格（MIL-STD-810G）に準拠したテストをクリア製品であること 

防滴設計 PC 内部への液体の侵入を抑制する筐体設計であること 

AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 標準添付品に加え、持ち帰り用も準備すること 

※端末 1台に 2個の AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀが必要となります。 

ｽﾀｲﾗｽﾍﾟﾝ タブレット端末と同メーカーのスタイラスペンを用意すること 

スタイラスペンはタブレット本体に収納可能で同時に充電が可能で

あること 

液晶保護ﾌｨﾙﾑ 液晶保護フィルムを台数分用意すること。 

ブルーライトをカットする製品であること。 

OS サポート期間 2029 年 6月まで ChromeOS の自動アップデートに対応していること 

管理用ﾂｰﾙ chrome education upgrade (CROS-SW-DIS-EDU-JPN)をタブレットの台

数分用意すること 

 

 

 

 

作業内容 

 

・環境構築 

・端末ｷｯﾃｨﾝｸﾞ 

・現地作業 

(1)小値賀町教育委員会が開設予定の chrome education upgrade テナ

ントに対して、下記の設定項目について提案・設計・設定を実施する

こと。 

・利用者用ユーザーアカウント作成 (管理者・先生・生徒など) 

・テナント利用に関連するユーザー管理ポリシー 

・Chromebook 端末の管理に関するデバイス管理ポリシー 

・無線 LAN 接続設定などの利用開始に必要となる設定 

 

(2)利用者用ユーザーアカウント登録に必要となる情報の取りまと

め、登録用 CSV ファイルの作成を小値賀町教育委員会で行うため、支

援を行うこと。 

また、小値賀町教育委員会にて作成した CSV ファイルのアップロード



を行うこと。 

 

(3)小値賀町教育委員会担当者及び職員へ十分なヒアリングを実施し

たうえで、最適な運用となるように提案・設計すること。 

 

(4)提案・設計について小値賀町教育委員会担当者の承認を受けたう

えで、適切な設定を実施すること。 

 

(5)下記ドキュメントを作成し提出すること。 

・完成図書（設定書） 

・機器一覧表（Chromebook の設置場所・アセットＩＤ一覧表） 

・運用・管理マニュアル（利用者向け操作手順書） 

・運用・管理マニュアル（年次処理手順書） 

・運用・管理マニュアル（機能一覧） 

 

(6)Chromebook 端末(200 台)にエンロールを実施し、小値賀町教育委

員会が開設した chrome education upgrade の管理下に配置する設定

を行うこと。 

 

(7) 小値賀町教育委員会が指定する名称、番号、導入日等を記載した

管理用ラベルを Chromebook 端末に貼り付けること。 

 

(8) Chrome OS は最新のものへアップデートすること。 

 

(9)各 Chromebook 端末に任意の資産管理番号を設定し、学校ごとに一

覧を作成・提出すること。 

 

(10)指定された数量を納入場所にて行い、任意の端末にて、無線 LAN

への接続確認及びインターネット接続のテストを実施すること。 

 

(11)動作確認後、指定する充電保管庫へ収納すること。併せて電源へ

の接続・通電の確認を行うこと。 

 

②無線 LAN アクセスポイント （例示品 フルノシステムズ ACERA1320） 

全般 天吊り、壁掛けでの設置が可能であり、Wi-Fi6 に対応した法人向け

アクセスポイントであること 

ＣＰＵ 64bit ARM クアッドコア（4 コア） 

無線通信 以下要求仕様 



規格 IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)および IEEE 

802.11ax/n/g/b(2.4GHz)を同時使用可 

伝送速度 ・ IEEE802.11ax(2.4GHz):最大 573.5Mbps、 (5GHz):最大

2402Mbps 

・ IEEE802.11ac:最大 1733.3Mbps 

・ IEEE802.11n(2.4GHz):最大 300Mbps、 (5GHz):最大

600Mbps 

・ IEEE802.11a/g:最大 54Mbps 

・ IEEE802.11b:最大 11Mbps 

ﾊﾞﾝﾄﾞ選択  5GHz:802.11ax/ac/n/a 

2.4GHz:802.11ax/n/g/b 

5GHz/2.4GHz 同時使用可 

802.11ax 機

能  

5GHz 4(TX)×4(RX)、 4 ストリーム、帯域幅  

20MHz/40MHz/80MHz/160MHz 

2.4GHz 2(TX)×2(RX)、2 ストリーム、帯域幅  20MHz/40MHz 

DL/UL MU-MIMO 、ビームフォーミング、OFDMA 

802.11ac 機

能  

4(TX)×4(RX)、 4 ストリーム、帯域幅

20MHz/40MHz/80MHz/160MHz 

802.11n 機能  5GHz 4(TX)×4(RX)、 4 ストリーム、MIMO、帯域幅  

20MHz/40MHz 

2.4GHz 2(TX)×2(RX)、 2 ストリーム、 MIMO、帯域幅 

20MHz/40MHz 

対応 ﾁｬﾈﾙ 【 802.11ax/n/g/b(2.4GHz)】  

2412～ 2472MHz (1～ 13ch) 

 

【 802.11ax/ac/n/a(5GHz)】  

5180～ 5320MHz 

(36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64ch) 

 5500～ 5720MHz 

(100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 

140, 144ch) 

ｱﾝﾃﾅ 内蔵アンテナ×6 

ｾｷｭﾘﾃｨ規格  WPA3-Enterprise 192bit Security (GCMP-256)、  

WPA2/WPA3(Mixed)-Personal(AES)、  

WPA3-Personal(AES)、  

WPA/WPA2(Mixed)-Enterprise(AES/AUTO)、  

WPA2-Enterprise(AES/AUTO)、  

WPA/WPA2(Mixed)-Personal(AES/AUTO)、  



WPA2-Personal(AES/AUTO)、  

IEEE802.1X(WEP)、  

WEP(64/128bit) 

ｾｷｭﾘﾃｨ機能  MAC フィルタ 

無線セパレータ 

同 時 接 続 端 末

台数 

5GHz:最大 512 台  

2.4GHz:最大 512 台  

ﾈｯﾄﾜｰｸ通信  以下要求仕様 

LAN 

PoE ｺﾈｸﾀ 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T 2 ポート  

全二重 /半二重 /極性自動識別 

IEEE802.3at Class4 

リンクアグリゲーション対応 (IEEE 802.3ad 準拠 ) 

ﾀｸﾞ VLAN IEEE802.1Q 

その他  以下要求仕様 

AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 既存校内 LAN は PoE 給電には対応していないため台数分

の AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀを準備すること。 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証 5 年間のメーカ保証 

環境配慮 RoHS 指令対応 

現地作業 機器の設定及び指定された箇所への取付を行うこと 

※設定内容に関しては教育委員会より指示します。 

既存アクセスポイントの取外しと既存アクセスポイントから配線さ

れている HDMI ケーブルの取外しを行うこと。 

小値賀小学校、小値賀中学校の特別教室に新規に設置する機器に関し

ては、教室内の情報コンセントをＨｕｂで分岐しての設置を予定して

いるためＨｕｂと配線作業も必要となります。 

③ドリル教材ソフト 

製品 ラインズ e ライブラリアドバンス指定 

※ 教育委員会、教職員による ICT 協議会で選定してため指定のもの以外

は不可とする。 

小学校向け 

オプション 

・小学校プリントパック 

中学校向け 

オプション 

・中学校プリントパック 

 

④Web フィルタリングソフト （例示品 デジタルアーツ i-FILTER @Cloud GIGA スクール版） 

全般 ・国内メーカーの製品であること 

・ホームページの改竄やマルウェア感染の疑いのあるお客様へ通知す



るサービスを提供していること 

・情報セキュリティや ITマナーなどの情報教育の支援機能を有する

こと 

・全国の小中学生が活用している学習コンテンツを配信し、児童生徒

のタブレット活用を促進する機能を有すること。また、YouTube な

どの動画サイトをブロックする運用をしていても、配信された動画

は簡単に閲覧できること 

ホワイト運用 ・安全な Web サイトにのみアクセスできるホワイト運用が可能な DB

を搭載していること 

・インストールした状態で、初期値がホワイト運用可能な状態になっ

ていること 

外部攻撃対策 脅威情報への通信が発生した際に、管理者にメール通知が可能なこと 

Web ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能 ・推奨するフィルタリング設定のテンプレートが用意されていること 

・小学校向けのテンプレートが低学年と高学年で分かれていること 

・組織に応じたグループ・ユーザー管理ができ、それを基にフィルタ

リングルールの設定ができること 

・YouTube などの動画サイト全般の閲覧はブロックした状態で、特定の

動画のみ指定して閲覧可能にできること（文科省チャンネルや NHK for 

School など） 

ﾛｸﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄ ・レポート機能が付属されており、外部 DB を用意せず利用可能なこと 

ﾕｰｻﾞｰ管理 ・グループごとに有効期間が指定でき、特定日以降フィルタリング開始

とするグループ事前設定や、テンポラリのグループ作成が可能なこと 

・ユーザーの Web 利用の時間制限ができること 

 

⑤６５型一体型電子黒板（例示品 SHARP PNC651H/スタンド ハヤミ PH827B） 

液晶ﾊﾟﾈﾙｻｲｽﾞ 65V 型ワイド 

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ機能 ・一体型電子黒板であること（後付け、外付けタイプでないこと）。 

・赤外線遮断検出方式 

・タッチペン及び指による直接操作が可能であること。 

・マルチタッチ機能（10点以上）があり、２人以上の複数人数が同時

に板書できること。 

接続端子 ・HDMI端子（2端子以上）、USB端子、ステレオミニジャック、LAN端

子 

ｽﾋﾟｰｶｰ出力 10W+10W 以上 

ｽﾀﾝﾄﾞ 65 型に対応したもので以下の仕様を満たすもの 

・上下調節：50mm ピッチ 6 段階 

・棚板付属 



・ストッパー付きのキャスター 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証 5 年間のメーカ保証 

その他 PC との接続や電源供給のため下記を準備すること 

・HDMI ケーブル 3M ×１ 

・OA タップ/2P/7 個口 ×１ 

・フロントタップ/3 個口 ×１ 

・OA 雷アダプタ ×１ 

現地作業 ・指定場所へ設置をおこなうこと 

・設置場所までの運搬費及び組立費を含むものとする 

・梱包資材については、乙において処分すること 

 

⑥４３型一体型電子黒板（例示品 SHARP PNHW431T/スタンド ハヤミ PH556B） 

液晶ﾊﾟﾈﾙｻｲｽ 43V 型ワイド 

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ機能 ・一体型電子黒板であること（後付け、外付けタイプでないこと）。 

・赤外線遮断検出方式 

・タッチペン及び指による直接操作が可能であること。 

・マルチタッチ機能（10点以上）があり、２人以上の複数人数が同

時に板書できること。 

接続端子 ・HDMI 端子（2端子以上）、USB 端子、ステレオミニジャック 

ｽﾋﾟｰｶｰ出力 10W＋10W 以上 

ｽﾀﾝﾄﾞ 45 型に対応したもので以下の仕様を満たすもの 

・上下調節：50mm ピッチ 5 段階 

・棚板付属 

・ストッパー付きのキャスター 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証 5 年間のメーカ保証 

その他 PC との接続や電源供給のため下記を準備すること 

・HDMI ケーブル 3M ×１ 

・OA タップ/2P/7 個口 ×１ 

・フロントタップ/3 個口 ×１ 

・OA 雷アダプタ ×１ 

現地作業 ・指定場所へ設置をおこなうこと 

・設置場所までの運搬費及び組立費を含むものとする 

・梱包資材については、乙において処分すること 

 

⑦電子黒板制御用ノートパソコン（国産メーカーのものであること） 

形状 ノート型パソコン 



ＯＳ Windows11 Pro 64bit 

ＣＰＵ インテル Core i5-1135G7 プロセッサー以上 

ﾒﾓﾘ 8GB 以上 

ｽﾄﾚｰｼﾞ SSD 256GB 以上 

光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVD スーパーマルチドライブ 

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ アナログ RGB×1（もしくは HDMI-RBB 変換アダプタ） 

HDMI 出力端子×1 

USB3.2×3以上 

3.5mm ステレオ・ミニジャック×１ 

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 103 キー（テンキー付き）、JIS 標準配列 

ﾏｳｽ USB マウス（光学式） 

通信機能 有線：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

無線：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠（Wi-Fi6 対応） 

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 15.6 型、HD（1366×768 ドット） 

総合ｿﾌﾄ Office LTSC Standard 2021 アカデミック版 

ﾘｶﾊﾞﾘﾒﾃﾞｨｱ DVD媒体を用意するかストレージからの再セットアップが可能である

こと。 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証 標準保証：１年間引取修理 

上記に加え４年間の延長保証をつけること 

環境配慮 グリーン購入法に対応した製品であること 

現地作業 ・電子黒板との接続、ソフトウェア等のインストール 

・学校保有の ESET Endpoint Protection のインストール 

・校内 LAN への接続設定 

 

⑧タブレット保管庫（例示品 ガイアエデュケーション TKB-24GA-RO24） 

全般 ・本体：スチール製 

・1か所鍵付き 270度開閉式両開き扉 

・背面開閉式メンテナンスパネル（鍵付き） 

・背面側配線用コードホール装備 

・上下配線収納スペース、上下目隠しパネル 

・上下タブレット 12 台×2段収納スペース 

・タブレット収納スペース用仕切り板 26 枚 

・キャスター×4式Φ100ｍｍ（2点ロックキャスター） 

・タブレット保護用クッションマット×2枚 

・個別管理用ナンバリングタグ（1～24 番） 

・天板：木製（メラミン化粧板）、移動用取手 



・背面パネルは開閉式であること 

・タブレット収納部とは別に上部/下部に配線や OAタップなどを収納

スペースを設けること 

・盗難防止用鍵を装備すること 

・仕切り板の追加で収納台数を 48台まで増やせること 

・日本製であること 

収納台数 11.6 型のタブレットが 24 台収納できること 

寸法 W680×D500×H1088ｍｍ程度 

有効内寸（タブレット収納寸法）：W360×D267×H41ｍｍ 

輪番充電ﾀｲﾏｰ 下記⑨の仕様を満たす輪番充電タイマーを用意し、タブレット 24

台の充電に必要な数のＯＡタップを用意すること（12 口×2） 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証 １年間のメーカ保証 

現地作業 ・指定場所へ設置し電源の配線をおこなうこと 

・設置場所までの運搬費及び組立費を含むものとする 

・梱包資材については、乙において処分すること 

 

⑨輪番充電タイマー（例示品 ガイアエデュケーション RJC-01） 

全般 ・本体：樹脂製 

・交換式電池内蔵 

・時間メモリー機能 

・15A サーキットブレーカー搭載 

・PSE 規格取得 

・入出力電圧/電流 AC100V/15A 

・LCD ディスプレイ表示 

・コンセントソケット×4個 

・電源コンセント長 5ｍ 

・いたずら防止機能搭載(タイマー設定などを勝手にいじられないよ

うにロックを掛ける機能が搭載されていること) 

・タイマーモード（4系統×2種類の時間設定、設定された時間でそ

の系統の電源が ONOFF が行えること） 

・一斉充電モード（ワンボタンでタイマーモードから切り替えが可能

で、全系統の電源が ONとなり、もう一度押すだけでタイマーモード

に戻る。） 

・アンペア上限設定の変更、15A、12A、8A の 3種類から運用に合わ

せた上限を選択可能であること 

・学校の環境を想定した初期タイマー設定（夜間の時間を活用した充

電設定がされていること） 

・電子的な電流遮断、8、12、15A の設定値を超えた場合物理ブレー



カーより先に電流遮断が起こること 

・故障時に大きな手間が無いよう保管庫一体型でなくタイマーのみで

の取り外しが可能であること 

・LCD 電流表示機能：現状本体に流れているアンペアを表示できるこ

と 

 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証 5 年間のメーカ保証 

現地作業 ・既存のタブレット保管庫（GNC-10SS）へ設置すること。 

・設置場所までの運搬費及び組立費を含むものとする。 

・梱包資材については、乙において処分すること。 

 

11 搬入・導入後のサポート体制の仕様 

① サポート体制 

障害、保守に対する窓口は一本化し、本町担当者からの電話、E-mail、Fax による障害、

保守に関する体制表を 1部提出すること。 

 

② 修理対応日 

修理対応に該当する日は、年末年始を除く、月曜日から金曜日の平日とする。 

 

③  対応範囲 

当該機器の引き渡し後 1 年以内に、機材の不良若しくは設定の不完全により故障等が発

生あるいは運用において不具合が生じた場合は、速やかに無償で修理または機材等の交換

及び設定等、引き渡し時（リプロビジョニング及び設定後）の状態に復旧を行うこと。（た

だし、メーカーが消耗品に規定しているパーツについてはその限りではない。）1 年経過後

の障害については、現地作業等はスポット対応とする。（出張費等含めた見積を本町担当者

に都度提示すること。）また、契約期間内において、メーカーの保守パック（引取修理）の

受付や登録は受注者が行い、障害発生から修理完了までに発生する機器の送料は受注者が

負担する事。 

 

④納入スケジュールの提示 

契約後、受注者は機器の納入時期が確定した時点で、本町担当者と協議の上、詳細な納

入スケジュールを提示すること。 

 

  ⑤完成図書の提出 

搬入後、次の書類を紙媒体及び電子データとして各 1部提出すること。 

    ・導入機器一覧表 

    ・ソフトウェアに対して行った内容が明示された設定表 

 



  ⑥研修会の開催 

    機器導入後、Chrome 端末（ＯＳ）の取り扱い、管理コンソール操作、ドリルソフトの 

    研修、フィルタリングソフトの設定等に関して２日間の研修を行うこと。 

 

⑦その他 

・納入の際に発生したビニール・段ボール類は受注者の責任で処分すること。 

・受注者が納入した機器・ソフトウェアに関して質問があった場合には、迅速かつ適切な

対応を行うこと。 

 


