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国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事 仕様書 

1. 全体概要 

  

1.1. 件名 

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事（以下、「本工事」とする。） 

 

1.2. 背景・目的 

文部科学省の提唱する「GIGA スクール構想」に基づき、国立市（以下、「当市」と

する。）において児童生徒が 1人 1 台の端末を持ち、活用できる高速大容量の通信ネ

ットワーク環境整備を行う。 

また、別途計画中の 1 人 1 台学習用コンピュータ等機器の調達に備え、学習用コ

ンピュータを充電・保管するための充電保管庫を各教室内に設置する。 

このことにより、子供たち一人ひとりの個別最適化された学びや、創造性を育む教

育の実現を目的とする。 

 

1.3. 事業概要 

本事業では、当市が指定する場所において学習用無線 LAN 環境の整備を行うものと

する。 

以下に示す機器調達及び設置設定、機器間の LAN 配線工事、総合試験を実施するこ

と。 

・無線 LAN コントローラ 

・フロアスイッチ（PoE） 

・無線アクセスポイント 

・充電保管庫 

・通信機器ボックス 

・L3 スイッチ 

 ※クラウド管理できる無線アクセスポイントを選定する場合には、無線 LAN コ

ントローラを自庁に設置しない構成も可とする。 

 

1.4. 適用範囲 

（ア）本仕様書では、「令和 2 年版 東京都工事標準仕様書」に定めのない事項又はこれに

より難い事項を定めている。本仕様書に記載されていない事項については、「令和 2
年版 東京都工事標準仕様書」のとおり施工する。 

（イ）本工事は、設計図書に従い施工することとするが、設計図書に明記されていない事項
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別途協議で定める。また工事の性質上当然必要なものについては監督員との指示に従

い施工する。 
 

 
1.5. 履行場所 

国立市小中学校 １１校 

  国立市立国立第一小学校  国立市谷保６０２６ 

  国立市立国立第二小学校  国立市西２－１３ 

  国立市立国立第三小学校  国立市東４－２４－１ 

  国立市立国立第四小学校  国立市北２－２９ 

  国立市立国立第五小学校  国立市富士見台２－４７－２ 

  国立市立国立第六小学校  国立市谷保６６００ 

  国立市立国立第七小学校  国立市富士見台１－４７－７ 

  国立市立国立第八小学校  国立市中１－３－１ 

  国立市立国立第一中学校  国立市東４－２４－１ 

  国立市立国立第二中学校  国立市富士見台３－３０ 

  国立市立国立第三中学校  国立市谷保１３４８－１ 

 

1.6. 工事実績情報の登録 

契約金額が 500 万円以上の工事は、工事実績情報サービス CORINS（コリンズ）

に基づき、工事実績情報の登録を行う。登録内容についてあらかじめ監督員の確認を

受けた後、標準仕様書に示す期間内に一般社団法人日本建築情報総合センター

（JACIC）に登録する。また登録後、JACIC の発行する「登録内容確認書」の写しを

監督員に提出する。 
 【登録先】〒107-8416 東京都港区赤坂七丁目 10 番 20 号 

アカサカセブンスアヴェニュービル 
         一般社団法人 日本建設情報総合センター 

コリンズ・テクリスセンター 
TEL 03-3505-0463  FAX 03-3505-8985 
HP  http://cthp.jacic.or.jp/ 
E-mail  ct7h@ jacic.or.jp 
 

1.7. 履行期間 

契約確定日の翌日から令和 3年 3月 20 日まで 

 

http://cthp.jacic.or.jp/
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1.8. 提出書類 

本工事に必要な提出書類は「工事等提出書類処理基準」（国立市指定）によるほか、

監督員の指示による。 

 

 

1.9. 竣工図等 

電子データ（竣工図面 JWWCAD、工事写真） CD-R １部 
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2. 調達内容 

 

2.1. 整備範囲 

国立市小中学校内の、L3スイッチ、フロアスイッチ（PoE）、無線アクセスポイン

ト、充電保管庫、通信機器ボックス及び LAN 配線とする。 

(ア)概要 

A) 対象拠点は、本市内の小学校 8校、中学校 3校とする。 

B) 本工事の整備範囲内の学校内のネットワーク（校内 LAN）は、一人一台のパ

ソコン整備や遠隔教育、動画等を活用した授業スタイルに対応できるよう、

想定される最大限の同時利用があっても、遅延の発生しない快適な通信環境

を整備する。 

(イ)スケジュール（予定） 

A) 契約期間内に、すべての工事・試験を完了させること。 

B) 運用開始までの詳細スケジュールについては、監督員と協議し、その指示に

従うこと。  

(ウ)学校 L3 スイッチより以上で行う設計については作業範囲外とする。 

これにより設計された設定値(VLAN 設定等)については市より提供があるものと

する。 

 

 

2.2. 工事内容 

本事業にて要求する仕様を本章に示す（別紙参考図面参照）。また、本仕様を実現

するに当たり現地調査、設計、機器導入、設置・設定、試験等の作業は本事業にて

行うこと。 

ネットワークの設計等については、情報セキュリティの確保に向けて、「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）を踏まえ、適

切に実施すること。 

 

(1) 工事概要 

A) 受託者は現地調査・構築に当たり、作業計画書を作成し、監督員の承諾を受け

ること。 

B) 学校内での作業の具体的な日程調整は受託者が行うこと。調整先は監督員が提

示する。 

C) 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。 
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D) 学校内での作業においては、現場の安全管理を徹底すること。 

E) 作業後の正常性確認については、事前に監督員と協議した上、作成した試験成

績書に基づき確認を行うこと。 

F) 搬入に際して生じた物品の梱包材は、受託者の責任において回収すること。 

G) 機器類の設置方法については、監督員と事前に調整を行うこと。 

H) ネットワークとの接続（物理ポート、アドレス、ケーブル等）について、監督

員と事前に調整を行うこと。 

I) 本工事の構築にあたって、プロジェクト責任者（ネットワーク設計等）を配置

し必要なスキルと実績を持ったメンバーを配したプロジェクト体制とすること。 

J) 電気工事主任技術者を配置すること。 

K) 現場調査は、入札前に済ませておくこと。 

 

2.3. 校内 LAN 

(1) 概要 

 校内ネットワークについて、教育 ICT の変化に伴い、より高速な LAN を整備す

る。一人一台端末への対応や動画授業、遠隔教育等において、ストレス無く利用で

きるよう、高速通信環境を整備する。 

なお、国立市の現状は、別紙「国立市ネットワーク構成図及び VLAN 構成図」と

とおりである。 
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(2) ネットワーク設計工事 

(ア)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 2-1 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

トワークに係る設計工事を行うこと。 

【表 2-1 使用帯域の目安】 

 

 

 

 

 

(イ)基幹スイッチからフロアスイッチ（PoE）間はスター配線で構築すること。 

※配線構成イメージ図参照 

(ウ)設計した内容は文書化し、監督員の承諾を得ること。 

 

(3) 機器仕様 

 

(ア) 無線アクセスポイント 

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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1. IEEE802.11a/11g/11b/11n/11ac に準拠すること。 

2. 無線電波は 2.4GHz 帯 2×2 MIMO：2 ストリーム以上及び 5GHz 帯 2×2 MU-MIMO：2

ストリーム以上（計 2 波）を同時に利用可能なこと。 

3. IEEE802.11i に準拠していること。 

また、認証方式として WPA3、WPA2、暗号化方式として AES に対応していること。 

4. 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。 

5. 電源を切断してもログ情報を保持する機能を有すること。 

6. アクセスポイントの時刻は管理システムの時刻に同期す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、卓上設置可能であること。 

9. IEEE802.1x に準拠すること。 

10. 無線 LAN コントローラ等（クラウド管理も可）でアクセスポイントの統合管理が可

能なこと。 

なお、センター拠点から各小中学校に設置してある全てのアクセスポイントを一括

管理が可能なこととし、遠隔地からの設定及び死活監視が可能であること。（各小

中学校に無線 LAN コントローラの設置は想定していない。） 

11. 無線 LAN コントローラ（クラウド管理も可）が停止した場合でも、アクセスポイン

トが停止しない運用が可能であること。 

12. 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可能なこと。 

13. IEEE802.1Q に準拠したタグ VLAN 機能を有すること。 

14. 1 台のアクセスポイントに対して、40台以上の同時接続が可能なこと。 

15. 無線バンドステアリング機能を有していること。 

16. 以下の有線インターフェースを装備していること。 

・LAN（10/100/1000BASE-T）：1口以上 

17. 動作保証温度 0～40℃であること。 

18. 5 年間のメーカー保証（センドバック保守）を有していること。 

19. 無線アクセスポイント統合管理ソフト（管理コントローラ※クラウド管理可とす

る）を用意すること。 

20. フロアスイッチ（PoE スイッチ）の最大給電容量が、接続される無線アクセスポイ

ントの合計最大消費能力を上回るようにすること。 

21. 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。 

22. SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

 

 

（イ）フロアスイッチ（PoE スイッチ） 
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1. ノンブロッキングであること。 

2. IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T に準拠し

た、イーサネットポートは設置する無線アクセスポイントを収容するために必要と

なる数を有すること。 

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/v2/v3 による死活管理機能を有すること。 

6. LAN ケーブルで電源供給を行う給電機能（PoE+（IEEE802.3at 準拠））を有すること。 

7. IEEE802.1x 認証及び MAC アドレス認証機能を有すること。 

8. 装置にコンソールポートを 1 つ以上有すること 

9. IEEE802.1Q に準拠した VLAN 機能を有し 4,094 以上の VLAN を設定可能なこと 

10. ケーブル誤接続等により、誤ってループ状態が構成された場合にポートを自動的に

ブロックしブロードキャストストームを防止する機能（ループ検出機能）を有する

こと。 

11. NTP 機能（NTP と同等の時刻同期のためのプロトコルでも可）もしくは SNTP 機能を

有すること。 

12. 5 年間のメーカー保証（センドバック保守）を有していること。 

13. フロアスイッチ（PoE スイッチ）の最大給電容量が、接続される無線アクセスポイ

ントの合計最大消費能力を上回るようにすること。 

 

 （ウ）充電保管庫（42台収納用） 

1. 収納台数 

導入予定の学習用コンピュータ及び指導者用コンピュータを 42台以上収納、充電

できること。 

2. 保管機能 

複数台のアダプタの配線が混線しないように、PC 本体収納部とアダプタ収納部は

別室になっていること。また、PC 収納時の向きは、同時にできるだけ多くの PCを

出し入れしやすくするために、PC縦置きタイプ（PCの平面を立てた状態での収納）

とすること。 

3. 輪番充電 

① 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

超えることを想定し輪番機能を４系統以上有すること。 

② ブレーカー付きのタップを用意すること 

③ 輪番方式は、コンセント群監視輪番方式又はタイマー機能（予約開始時刻の設

定）を使用した方式を採用していること。 

なお、タイマー輪番方式の場合は、供給電源容量を超過する可能性があるた
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め、質問期間内に納入予定品の製品の形状及び製品仕様、諸元、輪番方法が分

かる資料等を提出し、発注者の承認を得ること。 

4. 品質保証 

①電気安全法に基づき、PSE マークを貼付した製品であること。 

②収納庫部は国内生産品であること 

③ISO9001 及び ISO14001 取得メーカーにて製作した製品であること 

5. 付帯仕様 

① 保管庫扉の施錠が可能なこと。 

② 仕切り板の材質は PC やタブレットの傷防止の為、樹脂製であること。 

③ 扉は両開き扉で開口角度は PCが出し入れしやすいように 270 度以上開口するこ

と 

④ 配線・メンテナンスは前面扉を開放して行えること。 

⑤ PC 収納サイズについて、別途入札で導入される 11.6 インチサイズでコンパーチ

ブルタイプの Chromebook を収納できること。 

⑥ 設置場所を考慮し、保管庫のサイズは、W940mm×D550mm×H1365mm 以下である

こと。 

6. 設置場所 

①各学校指定の各階・各教室に配送、設置すること。 

②床面若しくは壁面に、L字金具等で固着工事を行うこと。また、教室の使用目的 

変更による設置場所の変更の際、移動がしやすいようキャスターを付けた状態で

固着すること。 

 

 

（エ）充電保管庫（22台収納用） 

1. 収納台数 

導入予定の学習用コンピュータ及び指導者用コンピュータを 22台以上収納、充電

できること。 

2. 保管機能 

複数台のアダプタの配線が混線しないように、PC 本体収納部とアダプタ収納部は

別室になっていること。また、PC 収納時の向きは、同時にできるだけ多くの PCを

出し入れしやすくするために、PC縦置きタイプ（PCの平面を立てた状態での収納）

とすること。 

3. 輪番充電 

① 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

超えることを想定し輪番機能を 2 系統以上有すること。 

② ブレーカー付きのタップを用意すること 
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③ 輪番方式は、コンセント群監視輪番方式又はタイマー機能（予約開始時刻の設

定）を使用した方式を採用していること。 

なお、タイマー輪番方式の場合は、供給電源容量を超過する可能性があるた

め、質問期間内に納入予定品の製品の形状及び製品仕様、諸元、輪番方法が分

かる資料等を提出し、発注者の承認を得ること。 

4. 品質保証 

①電気安全法に基づき、PSE マークを貼付した製品であること。 

②収納庫部は国内生産品であること 

③ISO9001 及び ISO14001 取得メーカーにて製作した製品であること 

5. 付帯仕様 

① 保管庫扉の施錠が可能なこと。 

② 仕切り板の材質は PC やタブレットの傷防止の為、樹脂製であること。 

③ 扉は両開き扉で開口角度は PCが出し入れしやすいように 270度以上開口する

こと。 

④ 配線・メンテナンスは前面扉を開放して行えること。 

⑤ 収納サイズについて、別途入札で導入される 11.6 インチサイズでコンパーチ

ブルタイプの Chromebook を収納できること。 

⑥ 設置場所を考慮し、保管庫のサイズは、W555mm×D550mm×H1365mm 以下である

こと。 

6. 設置場所 

①各学校指定の各階・各教室に配送、設置すること。 

②床面若しくは壁面に、L字金具等で固着工事を行うこと。また、教室の使用目的 

変更による設置場所の変更の際、移動がしやすいようキャスターを付けた状態で

固着すること。 

 

（オ）その他部材等 

1. フロアスイッチ（PoE）を収容する HUB ボックスを用意すること。 

2. 施錠可能な HUB ボックスを用意すること。 

3. フロアスイッチ（PoE）を HUB ボックスに取り付けるためのラックマウントキット

及びマグネット等の部材を用意すること。 

 

（カ）その他調達機器要件 

ネットワーク認証（RADIUS）及び DHCP サーバ機能 

※オールインワンモデルであること 

1. Century Systems 社  FutureNet（RA-830）相当 

2. イーサネット規格は以下とすること。 
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①イーサネット 0：10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T × 4 ポート以上 

RJ-45 コネクタ、Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI/MDIX 

②イーサネット 1：10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T × 1 ポート以上 

RJ-45 コネクタ、Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI/MDIX 

③イーサネット 2：10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T × 1 ポート以上 

RJ-45 コネクタ、Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI/MDIX 

3. IP ルーティング方式はスタティック方式であること。 

4. RADIUS サーバ機能として以下の機能を有すること。 

①ポート番号：1645/1646、1812/1813、1645/1646 と 1812/1813 同時利用可能、認

証用ポート、アカウンティング用ポートの任意設定も可能なこと。 

②認証方式：PAP/CHAP、EAP-TLS、EAP-PEAP、EAP-TTLS 

③最大登録クライアント数は 500 台以上であること。 

④最大登録ユーザー数：2,500 ユーザー以上であること。 

⑤RADIUS Proxy、VSA に対応していること。 

5. プライベート CA 機能として以下の機能を有すること。 

①ActiveDirectory 及び LDAP 連携対応が可能なこと。 

②クライアント及びサーバ証明書発行機能：PEM/DER 形式 

③証明書数：2,500 以上 

④ X.509 対応：V3 拡張 Key Usage 選択、V3 拡張 Extended Key Usage 選択 

⑤失効理由選択が可能であること。 

6. パケットフィルタ機能として以下の機能を有すること。 

20 エントリを設定可能であること 

制御方式：プロトコルタイプ、ポート番号、IP アドレスの組合せによるフィルタリ

ング機能を実装 

7. 冗長化機能について以下の機能を有すること。 

①Active-Active 方式の認証二重化 

②Primary-Secondary 方式の設定情報の同期 

③RA-1300、RA-1200/RA-830 間の親子連携 

8. DHCP サーバ機能が搭載されていること。 

9. 設置場所 

L3 スイッチと Category6 で接続し、L3スイッチ近郊に配置すること。 

 

（キ）L3 スイッチ（指定品：日立社製 ApresiaNP5000-48T4X）／台数：11台 

 本製品はネットワーク上位の設計・構築に必要である機能を兼ね備えているため、指定品

とする。なお、L3スイッチについては、物品のみの納品とする。 

 また、下記オプション機能も付随すること。 
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1. HL-NP5K-L3-LICENSE 

2. SD カード 1GB 

3. ApresiaNP5000-48T4X 保守 5 年間 

 

(4) 各種設定 

各種設定は監督員と協議の上決定するが以下の内容を考慮し、設計、協議をすること。

なお、当市としては別途入札で導入される Chromebook の管理運用を考慮している。 

(ア)無線アクセスポイント 

・802.1x 認証にて接続をすること 

・SSID は隠蔽すること 

  SSID の隠蔽設定については事前協議をすること 

・干渉が起きないよう考慮し設計すること 

・802.1x 認証にて使用する証明書は別途入札で導入される Chromebook のキッ 

ティングに必要になるため、これに間に合うように提供すること。 

(イ)ネットワーク機器 

・機器管理ネットワーク、データ通信用ネットワークを設けること 

 なお、互いのネットワークは通信不可とすること 

・クライアント PC機器への IPアドレスは DHCP で配布すること 

・別途入札で導入される Chromebook のセットアップ用として認証が不要な有    

 線ポートを、学校毎に 2 ポート用意すること。場所については市と協議をす  

 ること。 

(ウ)上記（ア）及び（イ）の設定については、応札前に事前に、既設の当市センターサーバ

等保守業者である、「ジャパンシステム株式会社（代表電話番号：03-5309-0300）」と打

合せを行い、設定方法を確定すること。 

具体的な内容を、以下に記載するが、項番⑥に記載する通り、以下の作業内容は、既

設ネットワーク管理事業者で設定するため、本調達に作業費用を考慮しなくても良い

が、受注後は当市とセンターサーバ等保守事業者並びに既設ネットワーク管理事業者

と綿密な打合せを行うこと。 

 

① 新規ネットワークを既設ネットワークに接続するに当たって学校 L3スイッチへ接続す

る必要がある場合には、既設ネットワーク管理業者と協議を行うこと。 

② 既設の学習系および校務系ネットワークのクライアント端末は、本庁舎設置の認証サ

ーバおよび DHCP サーバを利用している。そのため、各学校 L3スイッチには DHCP リレ

ー設定を施し、ネットワークへの接続および IPアドレスを管理している。この環境に

変更を加える場合には既設ネットワーク管理業者と協議を行うこと。 

③ 各学校には市役所業務を行う情報系ネットワークが敷設されており、学校 L3 スイッチ
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配下に接続されている。受注業者が当該学校 L3スイッチに何らからの設定変更を加え

る際には、情報系ネットワークへの影響を発生させないように考慮すること。また、影

響が発生する場合は、情報系ネットワークを管理する所管課と調整すること。 

④ 新規ネットワークの IP アドレス体系は、既設の IP アドレス体系と重複しないように

設計すること。既設の IPアドレスについては、市および既設ネットワーク管理業者に

確認すること。 

⑤ 新規ネットワークと既設の各ネットワーク間は、学校 L3 スイッチで適切な通信制御を

実施するため、不要な通信が通過できない。 

⑥ 既存機器（L3）に関連したネットワークの設計、設定（経路、VLAN、DHCP）関連につい

ては本調達には含まないこととする。 

また、インターネットの接続方式についても当市にて別途調達するため本事業受注者

は調達事業者と調整を行うこととし、本調達に金額を含めなくても良い。 

⑦ 国立第二中学校の職員室は既存のネットワーク機器を今回調達の機器に接続するため、

市からの設定値の提供をうけること。 

 

(5) LAN 配線工事 

各教室の壁面等の無線 LAN アクセスポイント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を行えることを見据えた対応

を行うこと。また、職員室の PoE より校長室のパソコンにケーブル配線をすること。

その際のケーブルの仕様は下記（ア）によらず、Category5e 配線でも可とする。また、

職員室内のプリンター等への接続は既存のケーブルを流用する。 

原則として児童の安全に配慮した設計及び施工を行うこと。 

(ア)ケーブル仕様 

A) 幹線・支線ルートに関しては、原則 10GE に対応した Category6A 以上の

配線を敷設すること。 

Category6A の配線は 90ｍ以内とし、90ｍを超える場合は光ケーブルにて

敷設すること（EM-UTP ケーブルまたは UTP ケーブルを使用） 

※光ケーブルの配線予定箇所は、国立第一小学校、国立第三小学校、国立

第四小学校、国立第六小学校の L3 スイッチから体育館の PoE を想定し

ている。 

B) Category6A の成端処理は規格に対応しているモジュラージャックにて施

工すること 

C) 通信機器ボックス内にパッチパネルを設置しパッチケーブルにて機器と

接続すること 

D) アクセスポイント設置位置には情報コンセントまたはローゼットを設置

しパッチケーブルにてアクセスポイントと接続すること 
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(イ)配線箇所 

A) 図示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監督員と協議し、

管路を作成すること。 

B) 敷設ケーブルに、接続先等をラベリングすること。 

※ラベルはケーブルに巻き付け、回転することのできるラベルを使用する

こと 

C) フロア内の配線方式は天井内ころがし配線、壁面モール配線等の各種配線

を組み合わせて隠蔽配線を行うこと。 

D) 通線のための建物穴あけ工事等についても本工事に含めること。配線を行

う際はインシュロック・スパイラルなどにより施設利用者の安全性を充分

に考慮すること。 

E) LAN 配線工事は、原則として休日に実施すること。なお、教室内については

授業終了後もしくは休日に実施することとし、各校の作業時間については、

別途当市と協議の上で決定すること。 

平日作業：15時～21 時、休日作業：9 時～21 時 

F) 現地調査を行うこと。現地調査の結果、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 

※貫通工事を行う際は、建物への負荷を最小限に抑えること 

 屋内でネットワークケーブルが露出する場合はメタルモールで保護

すること。 

 屋外でネットワークが露出する場合は原則、厚鋼電線管（塗装共）で

保護すること。 

 点検口が追加で必要な場合は設置すること。 

 屋外、屋内問わず施工方法については監督員と協議の上決定すること。 

(6) 電源工事 

(ア)フロアスイッチ（PoE）・充電保管庫に必要な電源工事を行うこととする。 

(イ)フロアスイッチ（PoE）は必ず単独の回路を配備すること。 

(ウ)分電盤にブレーカーの空きがない場合はブレーカー増設工事を行うこと。 

(エ)充電保管庫に必要な電源については、各教室の既設の壁コンセント（予備）か

らの分岐を基本とするが、既設（予備）が無い場合や容量が不足している場合

は、分電盤を新設すること。 

(7) 機器設置設定工事 

(ア) 廊下等に設置する PoE については、通信機器ボックスに収容し、信頼性と安
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全性を確保すること。 

A) 通信機器ボックスは、校内環境の安全性を考慮し、原則として廊下壁面上

部へ取り付けること。適切な取り付け箇所が不明な場合は、監督員と協議

すること。 

(イ) 設置する機器には、管理番号を付与しシール等を貼付けること。 

(ウ) 図示した箇所に無線アクセスポイントを常設すること。ただし、無線アクセス

ポイントは、教室内に設置すること。 

(エ) 最適なチャネル設計及び設定を実施すること。 

(オ) 無線アクセスポイントは、SSID を設定し、暗号化キーを設定すること。 

(カ) 体育館設置のアクセスポイント及び PoE については、防護柵を取り付けるな

ど破損防止策を施すこと。 

(キ) 充電保管庫は、床面または壁面に固定すること。 

(ク) 固着の工事手法並びに設営場所については、別途監督員と協議し決定するこ

と。 

(ケ) 今回調達する機器及びネットワークが安定的に稼動するように設置・設定を

行うこと。 

(コ) 設計した内容は文書化し、監督員の承諾を得ること。 

(8) 試験 

(ア) 共通 

A) 事前に試験計画書を作成し、監督員の承諾を得ること。 

B) 試験計画書に従い、試験を実施し、全て合格であること。下記の項目を試験

すること。 

・電波受信試験（ローミング等の試験を含む） 

・各調達機器の疎通確認 

・ネットワーク疎通確認 

・インターネットへの接続試験 

試験した結果は試験結果報告書として当市に提出し、監督員の承諾を得ること。 

 

2.4. その他 

A) 本調達で導入する機器、及びソフトウェアについては５年間サポートできること。 

B) 中古物品ではなく、新品を納入すること。 

C) 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。 

D) 既存機器の設定変更が必要な場合、設定変更作業等は本調達の対象外とするが、設

定変更において必要となる情報を提供すること。なお、当市にて精査の上情報の開

示を行う。 
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3. 保守運用要件 

 

3.1. 保守運用 

具体的な保守項目を以下に示す。保守運用は、本件工事に含まれないが、以下の要件を

満たした保守を別途契約する。 

(1) 故障受付/切り分け/手配 

(ア)保守手引書作成・管理 

A) 調達で導入した機器について一元受付を実施するための保守手引書を作成

する。 

(イ)一元受付/故障きりわけ 

A) 24 時間 365 日の一元受付（教育委員会だけでなく、学校代表者からの故障申

告にも対応すること） 

B) 故障申告に対する問診切分け及び故障箇所の特定 

C) 問診で切分けできない場合、現地に駆けつけ、調査・切分けを実施 

(ウ)故障手配 

A) 故障申告に対する代行手配及び回復確認 

(2) ハードウェア保守 

平日、日中帯（9 時～17 時の間）において切り分け及びメーカーセンドバック保

守による復旧作業を行うこと。必要に応じて予備機での対応も考慮すること。なお、

予備機の入替については、別途監督員と協議の上で、作業内容を決定する。 

(3) ネットワーク回線（VPN、インターネット含む） 

平日、日中帯（9 時～17 時の間）において、切り分け及び復旧を行うこと。 

但し、インターネット回線の故障等については、対象外とする。 

(4) その他 

保守の対応については、受注後に保守体制図並びに対応方針を提示し、監督員の承

諾を得ること。 

 

4. その他 

(1) 法令に遵守した調達、設計、構築、工事を実施すること。 

(2) その他、定めのない件については、別途当市と協議の上で決定すること。 

 

 


