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１．事業名 

宜野座村立小中学校内 LAN 構築業務 

 

２．背景・目的 

文部科学省『GIGA スクール構想の実現』における、全学年 1 人 1 台コンピュータを前

提とした高速大容量の通信ネットワークを整備する方針を踏まえ、本村の小中学校へネッ

トワーク環境を整備する。整備を通して教育 ICT 環境の高度化を実現し、ICT を活用した

学習活動のさらなる充実を図ることを目的とする。 

 

３．事業概要 

今後 GIGA スクール構想を実現するため、児童生徒 1 人 1 台整備された端末で多種多様

な ICT 教育に対応するために快適な通信環境を整備する。 

 当該業務は、ネットワーク設計業務、校内 LAN 整備業務、タブレット端末の設定業

務、電源保管庫整備業務を包括的に委託するものである。 

 

４．履行場所 

以下の拠点において、各業務を履行すること。 

項

番 

学校名 所在地 校内 LAN 整備

対象 

電源保管庫整

備台数 

1 宜野座中学校 沖縄県国頭郡宜野座村

字惣慶１５０５ 

対象 8 台 

2 松田小学校 沖縄県国頭郡宜野座村

字松田６０１ 

対象 6 台 

3 宜野座小学校 沖縄県国頭郡宜野座

村字宜野座１１９０ 

対象 11 台 

4 漢那小学校 沖縄県国頭郡宜野座村

字漢那１９８７-５ 

対象 6 台 

 

５．履行期間 

契約締結日から令和 3 年 3 月 19 日 

 

６．業務内容 

本業務は、下記の 4 業務より構成される。 

(１)ネットワーク設計業務 

1 人 1 台コンピュータ整備を実現するにあたっての各学校の現地調査及び校内 LAN 機

器更新や LAN 配線の再敷設に伴うネットワークの設計見直しに係る業務 
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(２)校内 LAN 整備業務 

ネットワーク設計を踏まえた各学校の無線 LAN を含む校内 LAN 環境の整備に係る業務

及び LAN 配線の敷設工事 

(３)タブレット端末の設定業務 

端末アカウント管理仕様、学習用ツール設定、タブレット端末設定等に係る業務。 

(４)電源保管庫整備業務 

本事業とは別に調達される 1 人 1 台タブレット端末を保管する電源保管庫の整備に係る

業務 

 

７. 提出書類 

 （１）業務実施計画書 

 （２）基本設計書 

 （３）詳細設計書 

（４）校内 LAN ネットワーク機器一覧及び設定情報  

（５）校内 LAN ネットワーク構成図（論理・物理） 

 （６）校内 LAN 配線図 

 （７）工程表 

 （８）試験成績表（ケーブル試験含む） 

 （９）施工写真 

（１０）その他必要な書類等 

 

８．機能要件 

（１）共通事項・前提条件 

（ア）設計した内容に従って、機器の設定及び設置・工事を行うこと。また、設置にあたり、

機器の転倒・転落の防止策等を考慮した対応を行うこと。 

（イ）機器の設定及び設置・工事を行うにあたり、電源工事が必要な場合は電源工事を行う

ことする。電源盤等の増設や改修が必要な場合は別途本村と協議すること。必要な場

合は電源タップも受託者にて準備すること。 

（ウ）本書に記載がないものであっても、各要件を実現するために必要となるハードウェ

アやソフトウェアがあれば、本調達内で用意すること。 

（エ）設置部材（取付金具、ネジ類）は、本調達内で用意すること。 

（オ）無線 LAN コントローラ及び無線 LAN 認証装置はクラウド利用でも可能とする。 

（カ）納入完了までに機器のファームアップ、ソフトウェア等がバージョンアップされる

場合は、必要に応じて本調達内でバージョンアップを行うこと。 

（キ）納入する機器の正常性及び、各機器間の全ての通信における正常性を確認するこ

と。検査に必要な機材及び費用等については、受注者の負担とする。 
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（ク）保守・運用については本事業の対象外ではあるが、故障や障害時の対応方法や復旧

時間、サポート体制については十分に考慮すること。 

 

（２）業務上の留意点 

（ア）受託者は現地調査・構築にあたり、作業計画書を作成し、本村の承認を受けるこ

と。 

（イ）学校内での作業の具体的な日程調整を教育委員会及び学校の担当者と実施すること 

（ウ）学校内での作業においては、可能な作業は事前に実施し、時間短縮に努めること。 

（エ）活用可能な既存設備は本村の承認のもと、流用可とする。 

 

（３）ネットワーク設計業務 

（ア）本仕様を実現するにあたり、現地調査を行うこと。 

（イ）現地調査結果を基に学校内の通信（校務系・教室系のネットワーク分離等）を考慮

し設計を実施すること。 

（ウ）1 人 1 台端末環境において動画視聴等がストレスなく行えるよう、「下表 1 使用帯域

の目安」を参考として、校内 LAN の高速大容量化を図るべく、校内ネットワーク

の見直しに係る設計業務を行うこと。 

【表 1 使用帯域の目安】 

 

 

 

 

 

（エ）設計した内容は文書化し、本村に承認を得ること。 

 

（４）校内 LAN 整備業務 

教育関係施設（対象施設は「4.履行場所」を参照）内の基幹スイッチ、フロアスイッ

チ、無線 AP 及び LAN 配線とする。 

フロアスイッチは各フロアの EPS 室や通信機器収納ボックス等に収容するなど 

児童生徒が容易に触れられないようにする等の対策を講じること。 

通信機器収納ボックスが必要な場合は受注者で用意すること。 

また、各学校内の基幹スイッチは別業者にて構築するので必要に応じて基幹スイッ 

チの構築業者と連携をして NW 機器の設定を実施すること。 

 

学習活動 1 台当たりの使用帯域目安 

遠隔授業の実施（テレビ会議） 2.0Mbps 

NHK For School 0.7Mbps 

YouTube（HD720p 画質） 2.5Mbps 
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【図 1 整備範囲】 

 

   
【図 2 校内 LAN イメージ】 

 

（ア）フロアスイッチ 

数量：18 台 

学校名 ポート数 数量 

宜野座中学校 24 ポート 2 台 

8 ポート 6 台 
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宜野座小学校 24 ポート 1 台 

8 ポート 1 台 

漢那小学校 24 ポート 1 台 

8 ポート 2 台 

松田小学校 24 ポート 3 台 

8 ポート 2 台 

 

1. ノンブロッキングであること。 

2. IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab に準拠した 10/100/1000 イーサネ

ットポートを 8 または 24 ポート以上実装していること。 

3. IEEE802.1Q に準拠したタグ VLAN 機能を有すること。 

4. VLAN に対応していること。 

5. SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

6. IEEE802.3af、IEEE802.3at に準拠した PoE、PoE+機能を有すること。 

 

※上記項番のフロアスイッチの機能は、クラウド側の無線 LAN コントローラ及び

認証装置の提供機能でも可とする。 

 

（イ）無線 LAN コントローラ 

数量：1 式 

１．無線アクセスポイントで調達する機器の管理が可能なこと。 

２．SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

３．無線アクセスポイントを 100 台 以上が管理できること。 

※クラウドでの提供も可とする 

 

（ウ）無線 LAN 認証装置 

数量：1 式 

1. 無線アクセスポイントを 100 台以上管理できること 

※クラウドでの提供も可とする 

 

（エ）無線アクセスポイント 

数量：各教室に 1 台 

 

学校名 用途 数量 

宜野座中学校 無線アクセスポイント 22 台 

宜野座小学校 無線アクセスポイント 19 台 
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漢那小学校 無線アクセスポイント 15 台 

松田小学校 無線アクセスポイント 14 台 

 

１．IEEE802.11a/b/g/n/ac に準拠していること。 

2. IEEE802.11i に準拠及び認証方式として WPA2、暗号化方式として AES に

対応していること。 

3. 2.4GHz 帯と 5GHz 帯を同時利用可能なこと。 

4. アップリンクとして、自動検知式の 10/100/1000BASE-T（RJ-45）イーサ

ネットを有していること。 

5. 2.4GHz 帯 2×2MIMO、2 ストリーム、5GHz 帯 2×2MIMO、2 ストリーム

以上に対応していること。 

6. 周辺のアクセスポイントを検出できる機能を有すること。 

7. MAC アドレスフィルタリング機能を有すること。 

8. 天井、壁、卓上設置できること。 

9. IEEE802.1x に準拠すること。 

10. 無線 LAN コントローラもしくは無線アクセスポイントで管理が可能なこ

と。(クラウドでも可) 

11. 外部の電源装置パワーインジェクターなどの柔軟な電源環境に対応できる製

品であること。 

12. SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

13. 電波干渉を回避し、スムーズな電波環境を実現できる機能を有すること。 

 

※上記項番の無線アクセスポイントの機能は、無線 AP の機能でなく、クラウド

側の無線 LAN コントローラ及び認証装置の提供機能でも可とする。 

 

（５）LAN 配線工事 

基幹スイッチからフロアスイッチ及び普通教室・コンピュータ教室の無線 AP まで

の配線を実施する。将来的に一人一台端末環境が整った場合でも、遅延のない快適な

通信環境を行えることを見据えた対応を行うこと。 
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【図 3 LAN 配線工事概要】 

 

１．基幹スイッチからフロアスイッチ及び普通教室・コンピュータ教室の無線 AP ま

でを、10GE に対応した Category6A 以上もしくは光ファイバケーブルの配線を敷

設すること。なお、各スイッチから体育館のフロアスイッチまでの配線は既存流用

可とする。 

２．図 3 に記載した箇所まで配線を実施すること。なお、指定箇所までのケーブルル

ートについては原則、既存敷設ケーブルルートとし、既存ケーブルルートでの配線

が困難もしくは既存ケーブルルートが無い箇所は、別途教育委員会と協議するこ

と。 

３．基幹ネットワークのケーブルに関しては、配線後、損失測定試験を実施し、結果

を試験報告書として提出すること。 

・ 試験成績書 

４．敷設ケーブルの両端に、接続先等をラベリングすること。 

５．ネットワーク設計業務にて現地調査を行い、必要な場合は以下の内容も実施する

こと。 

・ 配線を行う際、区画や壁の貫通工事がある場合は対応すること 

・ 露出する場合はモール等で保護すること。 

６．LAN 配線工事にかかわる附帯工事費用及び諸費用等は、全て工事費に盛り込むこ

と。 

 

 

【図 4 無線アクセスポイント設置イメージ図 】 
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（６）タブレット端末の設定業務 

児童生徒が割り当てられた端末で、インターネット上のクラウドサービスを利用でき

るよう、端末及びサービスの設定を行い、すべての児童生徒が管理対象 Apple ID を

取得してサービスを利用する。運用方法などは宜野座村情報セキュリティポリシーに

準じ、教育委員会と協議のうえ決定する。 

 

   １．端末・アカウント管理 

     ・各端末においては ASM（Apple School Manager）及び管理ツール（MDM：Mobile 

Device Management）にて一元管理し、必要な設定を行うこと。 

     ・宜野座村情報セキュリティポリシーに準じ、アプリのインストール制限、端末がア

クセスするサイトの制限などを教育委員会と協議のうえ設定する。 

     ・すべての児童生徒に対して管理対象 Apple ID パスワードを作成し配布できるよう

にする。 

     ・管理者などが MDM などを利用して児童生徒のグルーピング変更、アカウントの管 

      理を行えること。 

     ・詳細の運用方法については教育委員会と協議のうえ決定することとする。 

   ２．学習用ツール 

     ・児童生徒が keynote、Numbers、Pages などの学習用ツールを利用できるよう設定す

ること。 

     ・学習用ツールについては教育委員会と協議のうえ対応方法を確認すること。 

   ３．その他 

     ・タブレット端末の設定業務は、「宜野座村立小中学校タブレット端末等導入業務」受

注業者と連携しながら、各種設定・導入先への納入を行うこと。 

     ・その他、仕様書に記載のない事項については教育委員会と協議の上決定すること。 

 

学校名 対象 PC(OS 等) 数量 

全 4 学校 iPad 805 台 

 

 

（７）電源保管庫整備業務 

以下に示す仕様を満たす電源保管庫を調達すること。「付帯仕様」については必須

要件ではないが、安価に調達が可能である場合、積極的に取り入れること。 

また、電源保管庫はキャスター付きモデルでも可能とするが、建物に固着させるこ

と。 
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（ア）電源保管庫仕様 

機能 仕様 

収納台数 導入する学習者用タブレット及び指導者用タブレットを(イ)電源保

管庫調達数に記載の台数収納できること。 

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、庫内に設置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、タブレット本体収納

部とアダプタ収納部は別室になっていること。タブレット収納時の

向きは、同時に出来るだけ多くのタブレットを出し入れしやすくす

るために、タブレット縦置きタイプ（タブレットの平面を立てた状

態での収納）とする。 

保管庫扉の施錠が可能なこと。 

輪番充電 電源容量に配慮し、端末充電時の消費電力の合計が設置場所の供給

電源容量を超える場合は、順番に充電する等の簡易輪番充電機能付

きであること。輪番充電基板はブレーカー付きであること。 

品質保証 電気安全法に準拠し、PSE マークを貼付した製品である事。 

付帯仕様  衝突時の安全性を考慮していること。 

 タブレットが傷つきにくい素材などを使っていること。 

 収納場所に番号等を振ることができること。 

 

（イ）電源保管庫調達数 

学校名 PC 収納タイプ 数量 

宜野座中学校 40 台以上収納可能 8 台 

宜野座小学校 40 台以上収納可能 11 台 

漢那小学校 40 台以上収納可能 6 台 

松田小学校 40 台以上収納可能 6 台 

 

９． 構築要件 

 

（ア）プロジェクト体制 

本業務の遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。 

① プロジェクト体制の作成にあたっては、プロジェクトマネージャ（体制責任

者）、プロジェクトリーダー（現場責任者）、役割、連絡先を明確にし、体制図を

作成・提出すること。 

② プロジェクトマネージャ及びプロジェクトリーダーを、それぞれ 1 名以上配置
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すること。 

③ 外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範

囲、指揮系統を明確にし、体制図に明記すること。 

 

(イ) 機器配置 

設置場所における機器等の配置にあたっては、配置場所の教職員等及び教育委員会

担当者の指示に従うこと。 

 

(ウ) 試験 

① 事前に試験計画書を作成し、本村に承認を得ること。 

② 敷設したケーブルにおいて、試験を実施し全て合格であること。 

③ 試験計画書に従い、試験を実施し、全て合格であること。 

④ 試験した結果は試験結果報告書として本村に提出すること。 

 

(エ) 撤去 

既存の機器及び LAN ケーブル等の撤去については、本村と協議の上、適切に処分を

すること。 

 

１０． 保守運用 

本工事で導入したネットワーク機器の保守・運用に関しては別途協議の上、決定とする 

 

１１． その他 

(１)機密保持 

受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、本村から取得した資料（電子媒

体、文書、図面等の形態を問わない。）を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示

又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該

当する情報は、除くものとする。 

・ 取得した時点で、既に公知であるもの 

・ 取得後、受託者の責によらず公知となったもの 

・ 法令等に基づき開示されるもの 

・ 本村から秘密でないと指定されたもの 

・ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に

本村と協議の上、承認を得たもの 

 

(２)契約不適合補修責任 

＜契約不適合適用期間＞ 
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 本工事竣工日から 1 年間とする。 

＜契約不適合補修責任＞ 

 契約不適合適用期間中に生じた「不適合補修」については、受注者は本村の請求に基づ

きこれを補修すること。ただし、その 不適合内容が乙の故意又は重大な過失により生じ

た場合には、速やかに無償で是正すること。対応期限については 双方協議のうえ決定す

る。 

＜契約不適合補修適用の範囲＞ 

      契約不適合適用期間中に生じた、車両事故、火災及び大規模地震や台風等の自然災

害による故障及び第三者からの申請、電柱所有者等の都合による電柱建替え等は契約不

適合責任の範囲外とする。 

コンピュータウイルス及び不正アクセス等の外部要因による機能の不具合については

範囲外とする。 

 

(３)法令等の遵守 

施工にあたっては、建設業法（昭和 24 年法律第 30 号）など各種法令を遵守するこ

と。 

民法（明治 29 年法律第８９号）、刑法（明治 40 年法律第４５号）、著作権法、不正

アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）等の関係法規を遵

守すること。 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び受託者が定めた個人

情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 

 

  （４）その他 

    ・中古物品ではなく、新品を納入すること。 

    ・機器については５年間サポートできること。 

    ・サプライチェーン・リスクを考慮した製品を選定すること。 

    ・LAN 配線工事にあたっては、村内事業所を優先活用すること。 


