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伊勢市小中学校教育用タブレット端末調達仕様書 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

伊勢市小中学校教育用タブレット端末調達（以下、「本調達」という。） 

 

（２）目的 

伊勢市教育振興基本計画では、情報教育の推進と ICT の活用が挙げられているほ

か、新学習指導要領でも、情報活用能力が主な改善事項の一つとなっており、また、

文部科学省の「GIGA スクール構想」では、「１人１台端末」の整備が推進されてい

る。 

伊勢市（以下、「本市」という。）では、これらに基づき、ICT を活用した学びの深

化や転換など、子どもたち一人ひとりの個性に合わせた教育の実現を目的に、教育用

タブレット端末の整備を行う。 

 

（３）納入場所 

進修小学校 外 32 校及び、伊勢市教育研究所 

 

（４）納入期限 

令和３年３月 31 日まで 

（令和３年２月 28 日までに端末及び周辺機器の納入を完了し、３月 31 日までに試

行運用、導入時研修等を完了すること。） 

 

（５）概要 

 本調達は、本市の公立小中学校（以下「小中学校」という。）で使用する教育用タ

ブレット端末（以下「端末」という。）及び管理ツール等を導入するものである。 

ア 端末及び周辺機器 

イ 端末管理ツール（MDM）の導入 

ウ アプリケーションソフトの導入 

エ 導入時の役務 

オ 各種ドキュメント等の納品 

 

（６）基本方針 

ア 端末一式は、すでに導入済みの一学年分を除く全児童生徒が使用するため、学

年に応じた設定をしたうえで運用できるようにすること。（導入済みの端末を使

用する学年は未定） 

イ 端末一式は、児童生徒が設定変更等できないよう対策を施すこと。 

ウ 端末一式の導入及び運用に関して、教員及び本市職員の負荷軽減を実現するこ

と。 

 

２ 仕様 

（１） 端末要件 

ア 買い取りにより 8,500 台導入する。 

イ OS は、Windows、Chrome OS、iPad OS のうち一種類を提案すること。 
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ウ 端末は、同一メーカー、同一モデル（型番）とする。 

※本体色は複数色でも可。 

エ 通信方式は Wi-Fi とする。 

オ 最新バージョンの OS にアップグレードし納入すること。 

カ OS の標準機能等により、端末間でオフィス統合アプリケーションにより作成し

たファイルの共有が可能なこと。 

キ ハードウェアのメーカー保証期間は、１年以上であること。 

※各 OS における詳細な仕様は別紙「端末仕様詳細」参照。 

 

（２）端末管理ツール（MDM）要件 

ア タブレット端末に適用する各種設定を作成する際に、MDM以外の管理ツールを必

要とせず、本ソフトウェアの管理画面上で完結できること。 

イ MDM 管理画面は、WEB ブラウザにて動作すること。 

ウ 全台・学校・学年・クラス単位でタブレット端末を管理することを想定し、管

理するグループの作成またはひも付けができること。 

エ アプリケーションプラットフォームによりアプリケーションを導入できる仕組

み（Apple 社の App Store 等）を持っている場合、OS の標準機能又は管理ツール

にて、アプリケーションのライセンス割当てからサイレントインストールがで

きること。 

オ 紛失・盗難時の対策を講じることが可能なこと。 

カ いたずら対策を講じることが可能なこと。 

キ 端末情報が取得できること。（OS のバージョン、端末のシリアル番号等） 

ク インストール済みのアプリケーション一覧が取得できること。 

ケ 遠隔からのアプリケーションの自動インストールが可能なこと。 

コ 指定した Wi-Fi しか接続できない設定が可能なこと。 

サ 本市が端末の管理を行う際に、専用のコンピューターが必要な場合は、併せて

提案に含めること。（本市が所有するインターネット接続が可能な Windows PC で

対応可能な場合は提案不要） 

シ ５年間のライセンス料は、本調達に含むこと。 

 

（３）アプリケーションソフト要件 

 ア オフィス統合ソフト（文書作成、表計算及びプレゼンテーション）を提案・導

入すること。導入形態は、買い取り又は５年間のライセンス契約のいずれでも

可とするが、必要な経費は本調達に含むこと。 

 イ アプリケーションからのウィルス感染を防ぐため、ウィルス対策ソフトを提

案、導入すること。ただし、全てのアプリケーションが OS 提供メーカーの審査

後、プラットフォームから提供されている場合は不要とする。ウィルス対策ソ

フトが必要な場合の導入形態は、買い取り又は５年間のライセンス契約のいず

れでも可とするが、必要な経費は本調達に含むこと。 

 

（４）導入時の役務 

ア 導入時研修等 

試行運用期間内に、教員向け操作研修を６回以上、管理者向け操作研修を１

回以上、オンライン研修で実施すること。 
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研修は、別途契約する授業支援ソフト等の操作に関する内容も含むことと

し、研修会開催にかかる経費は全て本調達に含むこと。 

詳細については、本市と協議のうえ、実施すること。 

 

イ 設定作業 

（ア）導入設計 

 各設定内容の詳細については、受託者が本市の要望をヒアリングし、対象

機器の設定内容について、推奨とする値を提案したうえで、本市と協議し決

定すること。 

・児童生徒の連続利用時間の制限等健康面 

・授業での活用拡大（無料アプリの活用等） 

（イ）端末本体の設定 

・端末のアクティベーション作業を実施し、端末を利用可能な状態にするこ

と。 

・納入する各端末に導入設計で決定した各種設定・事前の動作確認を行い、

利用できる状態にすること。 

・パスワードの設定等、端末の使用を許可されていない者が利用できないよ

うに制限すること。 

・端末へのアプリケーションのインストール及び設定を実施し、利用可能な

状態にすること。本調達で導入するアプリケーションソフトのほか、学習支

援ソフト、ドリル学習ソフト、フィルタリングソフト等、本市が指定するア

プリケーションをインストールすること。（設定項目等は別途指示する。） 

・アプリケーション等の利用機能制限を行うこと。 

・各端末を識別するためのシールを作成し貼付すること。 

・各端末の管理台帳(機器名、設置場所、シリアルナンバー等)を作成するこ

と。 

（ウ）MDM の設定 

 導入設計で決定した初期設定を実施し、端末一式を管理可能な状態にする

こと。 

 

ウ 導入計画 

（ア）導入スケジュール 

・必要な作業を整理し、導入計画表を提出すること。 

・計画表の作成にあたっては本市と十分な協議を行うこと。 

・適宜、本市に作業実施状況を報告し、本市からの要望または必要に応じ

て、打ち合わせを行うものとする。 

（イ）進捗管理 

・本市との定例会を原則月１回以上開催し、全体の進捗状況、課題の検討状

況について報告し、プロジェクト全体を円滑に進行すること。会議の開催に

ついては、テレビ会議等の活用も可とする。 

・課題については、早期発見、早期対策に努め、適宜適切に管理するととも

に、有効な解決策を随時提案すること。 

・打合せ、定例会等の各会議に際しては、会議後は議事録を速やかに提出す

ること。 
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・各工程終了時に、計画に対する実績を分析・評価し、報告すること。 

（ウ）納品・設置作業 

 別紙「端末納入場所及び台数一覧」に定めた内容に沿って、各小中学校

等にそれぞれ指定する数を納品すること。本件で導入する機器等は、全て

本市の指示に基づき利用開始可能な状態で学校に納品すること。また、納

入時には、複数の端末でネットワーク接続等の動作確認を実施すること。 

 なお、梱包材については、後日、伊勢市内指定場所から引き取りのうえ

処分すること。（引き取り日については伊勢市教育研究所と協議すること） 

（エ）試行運用 

 全ての小中学校に配置が完了した状態で、１か月以上の試行運用期間を

設け、本稼働に向けた検証を行うこととする。 

 ※試行運用期間は、本市と協議のうえ設定する。この間に生じた問題は本

市と協議のうえ速やかに対応すること。 

    

（５）各種ドキュメント等納品物 

ア 端末及び関連機器一式 

イ 端末管理台帳 ２部 

（機器名、設置場所、シリアルナンバー等を記載した書類） 

ウ 基本設計書 ２部 

（端末本体、MDM、アプリケーション等の基本的な設計内容を示した書類） 

エ 設定情報一覧 ２部 

（端末、アプリケーション等の設定内容を示した書類） 

オ 実務手順書 ２部 

（端末、アプリケーション等を本市が運用する際の手順を示した書類） 

カ 研修資料 

・教員向け操作研修用資料 80 部 

・管理者向け操作研修会用資料 10 部 

 ※イ～カは、各項目に掲載の部数を紙媒体で納品すること。また、電子データを

DVD 等の媒体に記録したものを２セット納品すること。 

 

６ 特記事項 

（１）費用の支払い 

ア 本調達の完了確認は、納品物及び完了報告書の提出によって本市が検査を行う

ものとする。 

イ 本調達にかかる費用は、検査完了後に請求書を受領した日から 30 日以内に支払

うものとする。 

 

（２）契約不適合責任 

 検査完了後に、目的物が種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しない

ものであることが認められた場合、本市と協議のうえ、検査完了後 1 年間は無償で

是正措置を行うこと。 

 

（３）著作権の扱い 

ア 本調達の納入成果物は基本的に本市が著作権を有するものとする。 
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イ 納入成果物のうち、従前より受託者またはその仕入先が著作権を有するものに

ついては、著作権は留保されるが、その翻案等により発生した二次的著作物の

著作権は本市に譲渡されるものとする。 

 

（４）法令順守 

 本調達を履行するにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」、伊勢市個人情報

保護条例、伊勢市契約規則、情報セキュリティポリシー等をはじめとする関係法

令、規則等を遵守、遂行すること。 

 

（５）守秘義務 

 受託者（退職者等も含む）は本調達期間、保守契約期間の満了または解除等を問

わず、本調達において知り得た情報（周知の情報を除く）を、本調達の目的以外に

使用してはならない。さらに、そのために必要な措置を講ずること。 

 

（６）提供資料 

 本調達を実施するにあたり必要なデータや資料等については、本市から提供す

る。本調達終了後、使用を完了した資料については速やかに破棄すること。 

 

（７）その他 

・本書において本調達の範囲とした事項すべてにおいて、契約金額の増額及び追加

費用の発生は認められない。 

・本仕様書に記載されていない事項は、本市と協議すること。 

・本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、本市と協議すること。 
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別紙「端末仕様詳細」 

 

 Microsoft Windows 端末 

OS Microsoft Windows 10 Pro 又は Windows 10 Pro Education 

※ Windows 10 Pro の場合は、Windows 10 Pro Education と同

様の機能設定をすること。 

CPU  Intel Celeron N4000 同等以上  

ストレージ  64GB 以上 

メモリ  4GB 以上 

画面  10～13 インチ 

タッチパネル対応 

無線 LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 

形状 コンバーチブル型 PC 

（キーボードを取り外し又は、回転することでタブレット端末

として使用できること。） 

キーボード  要 

Bluetooth 接続でない日本語 JIS 又は、US キーボード 

カメラ機能  インカメラ・アウトカメラ 要 

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 

バッテリー駆動時間 10 時間以上 

重さ 1.5kg 未満 （キーボード含） 

タッチペン 要（筆圧感知等のない簡易的なもので可） 

 

 

google Chrome OS 端末 

OS Google Chrome OS 

CPU  Intel Celeron N4000 同等以上 

ストレージ  32GB 以上 

メモリ  4GB 以上 

画面  10～13 インチ 

タッチパネル対応 

無線 LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 
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形状 コンバーチブル型 PC 

（キーボードを取り外し又は、回転することでタブレット端末

として使用できること。） 

キーボード  要 

Bluetooth 接続でない日本語 JIS 又は、US キーボード 

カメラ機能  インカメラ・アウトカメラ 要 

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 

バッテリー駆動時間 10 時間以上 

重さ 1.5kg 未満 （キーボード含） 

タッチペン 要（筆圧感知等のない簡易的なもので可） 

 

 

 iPad OS 端末 

OS iPad OS 

ストレージ  32GB 以上 

画面  10～13 インチ 

タッチパネル対応 

無線 LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 

カメラ機能  インカメラ・アウトカメラ 要 

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

バッテリー駆動時間 10 時間以上 

重さ 1.5kg 未満 （ケース含） 

キーボード 要 

Bluetooth 接続でない日本語 JIS 又は、US キーボード 

ケース 要 

・納入機種専用設計であること。 

・スタンドとして使用できること。 

・キーボード一体型ケースでも可とする。その場合は、iPad と

キーボードが Smart Connector で接続できること。 

タッチペン 要（筆圧感知等のない簡易的なもので可） 
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別紙「端末納入場所及び台数一覧」 

 

番号 名称 住所 台数 

１ 進修小学校 伊勢市宇治浦田２丁目 16 番 43 号 137 

２ 修道小学校 伊勢市久世戸町５番地１ 308 

３ 有緝小学校 伊勢市船江２丁目２番５号 405 

４ 早修小学校 伊勢市常磐３丁目 10 番 19 号 102 

５ 中島小学校 伊勢市二俣１丁目２番 17 号 203 

６ 明倫小学校 伊勢市岡本１丁目 18 番 21 号 276 

７ 厚生小学校 伊勢市一志町１番４号 268 

８ 神社小学校 伊勢市神社港 294 番地 199 

９ 大湊小学校 伊勢市大湊町 1118 番地 194 71 

10 佐八小学校 伊勢市佐八町 2278 番地 12 66 

11 宮山小学校 伊勢市旭町 319 番地 227 

12 浜郷小学校 伊勢市黒瀬町 1648 番地１ 273 

13 四郷小学校 伊勢市楠部町 2484 番地 107 

14 豊浜東小学校 伊勢市東豊浜町 299 番地１ 58 

15 豊浜西小学校 伊勢市西豊浜町 1779 番地 124 

16 北浜小学校 伊勢市村松町 3285 番地１ 91 

17 東大淀小学校 伊勢市東大淀町 351 番地 68 

18 城田小学校 伊勢市上地町 1494 番地 269 

19 上野小学校 伊勢市上野町 2841 番地２ 74 

20 小俣小学校 伊勢市小俣町元町 663 番地１ 614 

21 明野小学校 伊勢市小俣町明野 1939 番地 581 

22 御薗小学校 伊勢市御薗町長屋 1074 番地９ 354 

23 二見浦小学校 伊勢市二見町荘 1500 番地 339 

24 倉田山中学校 伊勢市神田久志本町 1645 番地２ 441 

25 厚生中学校 伊勢市一之木５丁目５番３号 434 

26 港中学校 伊勢市竹ケ鼻町 78 番地 10 276 

27 城田中学校 伊勢市粟野町 472 番地 178 

28 五十鈴中学校 伊勢市中村町 444 番地 322 

29 二見中学校 伊勢市二見町荘 1500 番地 262 

30 小俣中学校 伊勢市小俣町相合 750 番地 651 

31 御薗中学校 伊勢市磯町 2225 番地 224 

32 伊勢宮川中学校 伊勢市二俣４丁目５番３号 246 

33 桜浜中学校 伊勢市植山町 461 番地 249 

34 伊勢市教育研究所 伊勢市小俣町元町 540 番地 3 

計 8,500 

※令和２年４月現在の児童生徒数を基に算出。 

転校等により児童生徒数の変動があった場合、各校の台数は変更になることがある。 


