
（別紙４） 

 

「21 世紀型 ICT 教育の創造モデル事業～学校図書館等のメディアセンター化を中心とした 
調査研究事業～」実施に係るICT機器整備等業務委託に関する公募型プロポーザル仕様書 

 

本仕様は「「21 世紀型 ICT 教育の創造モデル事業～学校図書館等のメディアセンター化を中心とした 
調査研究事業～」実施に係る ICT 機器整備等業務委託」を実施する際の仕様を定めるものである。また，

本仕様書等に明記されていない事項にあっても，本件業務処理に当然必要と認められる事項については，

京都市の指示により，受託者の負担においてこれを処理するものとする。 

 

１ 概要 

学校図書館にタブレット端末パソコン・無線 LAN 等 ICT 環境を整備することにより，メディアセ

ンターとしての充実・改善を図ることを中心とした調査研究を通して，今後の全校展開に向けたスタ

ンダード構築を目指すモデル事業を実施する。 
 

２ 委託業務の内容等 

(1) 名称 

「21 世紀型 ICT 教育の創造モデル事業～学校図書館等のメディアセンター化を中心とした調査

研究事業～」実施に係る ICT 機器整備等業務委託 
 

(2) 契約期間 

   平成２５年２月１日～平成３０年１月３１日（５年間） 
   なお，期間満了後の物件の取扱いについては，本市無償譲り受けとする。 

 

(3) 内容 

ア タブレット端末パソコン等リース対象機器 

    別紙５「ICT関連機器調達仕様書」に基づき，受託者が納入する全機器 

 

イ 保守管理 
  (ｱ) 対象機器 

別紙５「ICT 関連機器調達仕様書」に基づき，受託者が納入する全機器 

なお，既存ケーブル等を受託者の判断によってそのまま活用する場合は，新たに納入した機

器と同じ条件で，本契約期間中の保守の対象機器として扱うこと。 

   (ｲ) 対象システム 

納入時に，京都市の指示により行った，機器及びソフトの設定を元とする。 

(ｳ) 履行場所 

調査研究校（下記エ調査研究校一覧参照） 

(ｴ) 対応曜日及び時間 

a 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時３０分までとする。（校内行事での使用等により

機器を緊急に復旧させる必要がある場合は，前述の時間以降の対応も行うこと。）ただし，

国民の休日に関する法律に定める休日及び，年末年始の休日並びに夏季の一斉閉鎖日（以下

「休日等」という。）は除く。 



b 故障等発生の連絡を京都市から受けたときは，１時間以内に当該の学校に連絡を入れるこ

と。ただし，午後４時３０分以降に連絡を受けた案件については，当日の午後５時３０分ま

でに連絡を入れること。 
c 前記の連絡した日を含めて３日以内（ただし，「休日等」は除く。）に作業員を派遣し，故

障箇所の修理に着手すること。ただし，サーバ関連機の故障等緊急を要するものについては，

可能な限り早急に対応すること。また，教育活動に支障のない場所及び時間帯において作業

を行うこと。 
(ｵ)  保守内容 

a 故障等発生の連絡に基づき，上記（ｴ）に従って作業員を現地に派遣し，機器が正常に作動

するよう当該故障及びシステムの不具合からの復旧を図ること。 
b 故障等発生時には「京都市教育ネットワーク」（以下「光京都ネット」という。）コールセ

ンターが受託者に連絡する。 
c 機器及びシステムの修理に関しては可能な限り現地での修復に努めること。故障内容によ

りやむを得ず引き上げて修理する必要がある場合は，当該の学校と協議を行うこと。 
d 保守対象機器にインストールされている OS 及びアプリケーションソフトに不具合が発生

した場合や，ハードディスクの故障等でディスクの交換が必要になった場合は，受託者が再

セットアップすること。ただし，学校が，納入時以降に独自にインストールしたソフトやデ

ータ等は対象外とする。 
e 機器の故障等により部品の交換が必要になった場合は，受託者が費用を負担すること。 
f 原則として，導入した機器については，本契約期間中は同一機種であることとし，保守対応

等による後継機種への変更は認めない。 

(ｶ)  修理期間 

原則として，京都市から故障等発生の連絡を受けた日から２週間以内とする。２週間を超

える場合は，当該の学校との協議により決定する。 
(ｷ) 保守対象外の作業 

a 装置の増設，移設及び撤去に関する作業並びに立会い 
b ユーザの要求による装置の改造 
c 装置の日常の清掃，点検及び運転 
d カートリッジ，バッテリ等消耗品の供給 
e 天災，地変により生じた故障の修理 
f 飲食物の付着等機器の不適切な取扱いによる故障の修理 
g 装置外部の電気作業及び装置に関する回路接続のための立会い 
h 受託者との連絡なしに調査研究校がネットワーク接続等を変更したことにより生じたトラ

ブル 
i 受託者との連絡なしに調査研究校がアプリケーションを追加したことにより生じたエラー

等発生原因の調査 

(ｸ) その他 

別紙６「電子計算機による事務処理等（機器保守）の委託契約に係る共通仕様書」の内容

を遵守すること。 

 

ウ 納入条件 

(ｱ) 機種選定 



a 各納入物品（品目別）は，全台同一機種で納入すること。 

b 全ての機器及びソフトウエア等は，納入前に納入物のカタログ等を提出し，京都市の承認

を得たものに限る。 

(ｲ) 設置場所 

調査研究校（下記エ参照） 

(ｳ) 設置，設定及び展開作業等 

a 全て受託者が行い，別紙５「ICT 関連機器調達仕様書」に基づき，受託者が納入する全機

器の設置，設定及び展開作業を行うこと。 

b 搬入に伴う梱包材等の廃棄物等の処分や作業を行う教室内の清掃は，受託者が適切に行う

こと。 

(ｴ) 納期 

平成２５年１月３１日までに，納入先である調査研究校（下記エ参照）において，全ての機

器が既存の光京都ネット（学習系及び事務系）で利用できるように設定したうえで，納入する

こと。 
(ｵ) 完了報告 

a 設置時に，各調査研究校で納入確認一覧表に受領印を受け，設置完了後に京都市に提出す

ること。また，不備な点については指示どおり期日までに改善すること。 

b 機器の設定作業を終了し，指定場所に納入を完了した後，全ての機器についての設定情報

を記した報告書を，紙及び電子データで各２部，京都市に速やかに提出すること。 

 

エ 調査研究校・担当各課（京都市教育委員会事務局指導部学校指導課，総合育成支援課及び情報

化推進総合センター）との連携・支援等 

(ｱ) 調査研究校連絡会に参加するとともに，本事業推進にあたって必要となる支援を行うこと。 

(ｲ) その他，担当各課との緊密な連携を行うこと。 
   〔参考〕調査研究校一覧 

    Ⅰ類（8 校） 

学校名 所在地 
TPC 

導入台数 
校内 LAN サーバ 

上賀茂小学校 北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町 1 20 Windows 2003 Server 
唐橋小学校 南区唐橋西寺町 65 20 Windows 2003 Server 
錦林小学校 左京区岡崎入江町 1-1 20 Windows 2008 Server 
松ヶ崎小学校 左京区松ヶ崎堀町 40 20 Windows 2003 Server 
藤城小学校 伏見区大亀谷五郎太町 37 20 Windows 2003 Server 
下鴨中学校 左京区下鴨泉川町 40-1 20 Windows 2003 Server 
西総合支援学校 西京区大枝北沓掛町 1 丁目 21-21 10 Windows 2008 Server 
呉竹総合支援学校 伏見区桃山福島太夫北町 52 10 Windows 2008 Server 

   Ⅱ類（3 校） 

学校名 所在地 
TPC 

導入台数 
校内 LAN サーバ 

小栗栖小学校 伏見区小栗栖森本町 47-4 20 Windows 2008 Server 
月輪中学校 東山区泉涌寺山内町 5 20 Windows 2008 Server 
小栗栖中学校 伏見区石田川向 43 20 Windows 2003 Server 

 



オ その他業務の遂行上必要となる業務 

 

３ 事業計画書の作成 

受託者は，契約締結後速やかに，業務遂行に係る責任者，対応窓口の連絡先及び実施の体制その他

運営に関する事業計画書を作成し，京都市に提出すること。 

 

４ 事業報告書の作成 

受託者は，次のとおり業務の実施報告書を京都市に提出しなければならない。 
(1) 期間中の各年度末（平成２９年度は１月末）に報告書を２部作成し，電子データとともに京都市

に提出する。 
(2) 報告書については，以下の内容を踏まえたものを提出することとする。 

 ア 実施事業の概要 

 イ ICT 機器整備等において生じた課題及び解決策 

 
５ 契約条件等 

 (1) 契約条件 
この契約は，「長期継続契約」とする。 

ア 京都市は，翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があっ

た場合は，この契約を解除することができる。 
イ 京都市がこの契約を解除した場合において，この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受託

者の取得費用及び付随費用の合計額が，すでに京都市が受託者に対して支払った当該賃借料を上

回っていても，受託者は，その差額を京都市に請求することはできない。 
 (2) 支払方法 

ア 機器リース料及び機器保守料の合計金額を毎月均等払いとする。 
※平成２５年２月１日から平成２８年１月３１日までは，I 類及びⅡ類の合計金額とする。 

平成２８年２月１日から平成３０年１月３１日までは，Ⅱ類のみの金額とする。 
イ 請求に基づき，毎月１日以降に前月分を支払う。端数が生じた場合は，平成２５年２月分に合

算して支払う。 
 

６ 業務実施に当たっての留意事項 

(1) 受託者は，本業務の実施において知り得た情報を無断で第三者に遺漏してはならない。 

(2) 受託者は，本業務の実施にあたり関係法令を遵守すること。 

(3) 受託者は，受託した業務を他の者に委託して行うことができない。ただし，京都市の承認を得た 
場合はこの限りではない。 

(4) 事業の開始から終了までの間，事業実施方法や進捗状況の確認等，事業の円滑な実施のために，

定期的に京都市と連絡調整を行うこと。 

なお，事業実施に必要な機器の故障等が発見した場合は，双方速やかに報告し，協議を行うこと。 

(5) 本事業に係る監査が行われる場合は，協力すること。 


