
国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事プロポーザル実施要領 

 

1 工事概要 

(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。） 

 

(2) 工事の目的 

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。 

 

(3) 工事内容 

本工事では、当市が指定する場所においてネットワーク環境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 

 

(4) 契約期間 

契約確定日の翌日から令和 3年 3月 20 日まで 

 

2 提案上限金額 

149,960,000 円（消費税及び地方消費税を含む）。 

 

  

 

 

 



3 日程 

実施内容 実施時期 

実施要領の交付 8 月 31 日(月)～9月 7 日(月) 

参加申込書受付締め切り 9 月 7日(月) 

参加資格審査結果通知書送付 9 月 9日(水) 

質問受付 9 月 9日(水)～9 月 14 日(月) 

質問回答 9 月 16 日(水) 

企画提案書提出期限 9 月 25 日(金) 

審査（プレゼンテーション等） 
10 月 2 日(金)から 7 日(水)ま

での間の指定日に実施 

審査結果通知 10 月 9 日(金) 

契約締結 10 月 15 日(木) 

※ 提出書類内容について、必要に応じてヒアリングを実施する。 

 

4 実施形式 

  公募型プロポーザル方式による。 

 

5 参加資格要件等 

（１）参加者の構成 

 ア  参加者は単独企業又は特定事業共同企業体（以下、「共同企業体」という。）による

ものとする。 

 イ  共同企業体の構成員数は任意とするが、各構成員が適切に役割を分担すること。 

 

（２）申込時において，次に掲げる条件を全て満たしていること。 

ア  本工事で必要となる建設業許可を有する者。また、4,000 万円以上（建築工事業に

あっては 6,000 万円以上）の下請契約を締結して施工しようとする者は、建設業の

許可区分が特定建設業であること及び監理技術者を配置すること。 

イ  国立市競争入札参加資格又は東京電子自治体共同運営の電子調達サービスにて競

争入札参加資格を有している者で、単独企業の場合は、次に掲げる業種で登録して

いる者。また、共同企業体の場合は、次の業種で登録している者を入れた構成とす

ること。 

 業種：「電気工事」あるいは「電話・通信」 

ウ  建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 27 条の 23 の規定に基づく経営事項審査を

受け、その経営規模等評価結果通知書（経営事項審査結果通知書）において「電気」

又は「電気通信」の総合評点（Ｐ）を有している者。 

エ  この工事の現場に、建設業法の規定による技術者を配置できる者。 



オ  地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当していない者。 

カ  法人及びその役員が、国立市暴力団排除条例（平成 25 年条例第 42 号）第 2 条に

掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。 

キ  国立市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成 7 年 9 月国立市訓令(甲)

第 37 号）による指名停止を受けていないこと。 

ク  競争入札参加資格審査申請等、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 

6 募集内容 （募集方法・申し込み方法等） 

(1)  参加意思のある事業者は、参加申込書（第 3号様式）と参加資格を有することを証

するものを、令和 2 年 9 月 7 日(月)午後 5 時までに持参又は郵送にて書面で提出す

る。 

 郵送の場合は提出期限までに必着とする。参加資格を有することを証するものとは、

国立市競争入札参加資格又は東京電子自体共同運営の電子調達サービスにて競争入

札参加資格を有していることを証する書面（受付票等）の写しとする。 

 

(2) 提出先 〒186-8501 国立市富士見台 2-47-1 

国立市教育委員会教育指導支援課教職員係 

電話番号：042-576-2111（内線 334） 

 

7 情報公開及び提供 

国立市情報公開条例の規定に基づき、個人情報を除き公開対象とする。企画提案書につ

いては同条例第 6 条第 1項第 2号に基づき公開をしない。 

なお、契約候補者決定前において、決定に影響を及ぼすおそれがある情報については決

定後の開示とする。 

 

8 参加資格者決定方法 

 担当部署にて参加資格を確認し、参加申込者に対して文書にて結果を送付する。 

 

9 説明図書配布 

(1) 国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事仕様書 

(2) 国立市立小・中学校参考図面 

仕様書については国立市公式ホームページに掲載する。国立市立小・中学校の整備図面

は、参加申込書を持参する者には、担当課より CD-R で交付する。郵送の者は着払いにて

送付する。 

説明図書の仕様書と国立市立小・中学校の整備図面は当市の考える参考説明図書である。

事業者は、より良い提案があれば企画提案書にて提案すること。 



 

10 質疑・回答 

本実施要領、仕様書等に関し不明な点がある場合は、電子メールにて下記まで送信する

こととする。 

(1) 質問期限 令和 2年 9月 14 日(月)午後 5 時まで。 

(2) 提出方法 別添の質問書（第 6号様式）をＥメールにて提出する。 

(3) 質問先  国立市教育委員会教育指導支援課教職員係 

Ｅメールアドレス：sec_kyosien@city.kunitachi.lg.jp 

電話番号：042-576-2111（内線 334） 

(4) 質問への回答方法 

令和 2 年 9 月 16 日(水)に、全質問に対する回答を、質問者の名前を伏せた上で、国

立市ホームページにて掲載する。なお、提出期限を過ぎた質問については回答しない

ので注意すること。 

 

11 企画提案書の作成方法提出 

参加資格審査の結果、参加資格を有する旨の通知を受けた事業者は、以下の方法によっ

て企画提案書等を提出すること。 

(1) 提出期限 令和 2年 9月 25 日(金)午後 5 時まで。 

(2) 提出書類 

ア 企画提案書（任意様式） ７部（正本 1 部、副本 6 部） 

※ 事業者名の記載は正本のみとし、副本には事業者名等を記載しないこと。 

イ 見積書（任意様式） 1 部 

(3) 提出方法 下記提出先まで持参又は郵送にて提出する。 

(4) 提出先 

〒186-8501 国立市富士見台 2-47-1 

国立市教育委員会教育指導支援課教職員係 

電話番号：042-576-2111（内線 334） 

 

ア 企画提案書等の作成方法 

 

項目 内容・留意事項 

事業者概要 ・事業者の概要について記載すること。 

※事業者概要については審査対象としない。 

工事等実績 ・ネットワーク整備に関連する他自治体での工事等実績を記

載すること。 

工事体制 ・本工事を実施するにあたっての体制について記載すること。 

mailto:sec_kyosien@city.kunitachi.lg.jp


（現場代理人・担当者の所属、専門、主な実績、資格、施工 

体制等） 

本工事に対する取組み ・本工事に関する基本的な考え方及び具体的な取組方針につ

いて、提案内容（機器の性能・機器設定・校内 LAN 整備等）、

工事スケジュール、強調したいポイント等を記載すること

（その他独自の提案等）。 

・作成にあたっては別添の「審査基準表」も参考にすること。 

仕様 ・企画提案書は A4版（様式自由）とし、表紙を除き、両面印

刷で 20 枚以内（合計 40ページ以内）にまとめること。 

・文字方向は横書き 用紙方向は縦使いとすること。 

・文字サイズは 10.5 ポイント以上とすること（注意書きは除

く）。 

・ホッチキス 2点留め（左とじ）。 

・図面を準備する際は、上記によらず A3 版とし、1 校あたり

4 枚までとする。 

注意事項 ・企画提案書の内容について、事業者名及び事業者が特定で

きる表現を用いないこと。 

 

イ 見積書の作成方法 

項目 内容・留意事項 

見積内訳 「国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事」の見積もりを提

示すること。また、参考として「国立市立小・中学校校内ネットワ

ーク保守運用委託」について、令和 3 年から令和 7 年度分の見積

もりを提示すること。  

その他 ・宛名は「国立市長」とすること。 

・税込みの総価を表示すること。 

・有効期限は契約締結までの間とすること。 

 

12 審査方法等 

(1) 審査委員会 

契約候補者の選定は、「国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事プロポーザル

審査委員会」（以下、「審査委員会」という。）が行う。 

(2) 審査方法 

参加資格を有すると判断された事業者について、企画提案書による書類審査とプレゼ

ンテーションによる審査を行う。 

(3) プレゼンテーションによる審査方法 



企画提案内容をより深く理解するため、プレゼンテーションを実施する。 

ア 日時 10 月 2 日(金)から 10 月 7 日(水)までの間で実施。 

イ 場所 国立市役所 ※日時・場所等の詳細については別途通知する。 

ウ 選定者 審査委員会 

エ 時間 1 者あたり 60 分（プレゼンテーション 40 分 質疑応答 20 分） 

オ 内容 事前に提出した企画提案書に基づいたプレゼンテーション。 

（ア） 当日の出席者は 5名以内とする。 

（イ） プレゼンテーションは原則として本工事を主に担当する予定のものが行うこ

と。 

（ウ） 資料は事前に提出された企画提案書を使用するため、改めて企画提案書を用

意する必要はない。 

（エ） プレゼンテーションは非公開とする。 

（オ） パソコン等を使用する場合には、当市がプロジェクター及びスクリーンを用

意する。パソコン及びその他プレゼンテーションに必要な機器は、事業者が用

意しプレゼンテーション当日に持参するものとする（パソコン等を使用して

プレゼンテーションを行う場合でも、事前に提出した企画提案書と同内容と

する。）。 

（カ） 提案説明及び質疑応答については記録する。 

 

(4) 審査基準について 

審査にあたっては、別添の「審査基準表」のとおり、書類審査とプレゼンテーションに

よる審査の合計をもって総合評価点とし、最も総合評価点の高い事業者を契約候補者と

し、次に総合評価点の高い事業者を次点者とする。 

なお、得点が同数となった場合には、書類審査の技術評価点の高い事業者を上位とする。

技術評価点も同数となった場合は、技術評価における評価項目「本工事に対する取組み」

の得点が高い事業者を上位とする。それでもなお、同数となった場合は、審査委員会の

委員長が決するものとする。 

 

13 審査結果 

審査の結果については、全ての参加事業者に文書にて通知する。審査結果は 10 月 9 日

(金)に通知する。 

 

14 提出書類の取り扱い 

(1) 提出書類は、日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

(2) 提出後の企画提案書等の修正等は、提出期限内においてのみ可能とする。 

(3) 提出書類は返却しない。 



(4) 企画提案書等は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成する場

合がある。 

(5) 提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者に対し指名停

止措置を行う場合がある。 

(6) 本プロポーザル実施要領及びその他の書式等に変更がある場合には国立市ホームペ

ージで告知する。 

 

15 契約の締結 

(1) 契約内容及び金額 

最終的な契約内容及び金額については、契約候補者と国立市の間で提案内容等を確認

し、実現内容について精査・調整の上、最終的な契約内容・金額を確定する。 

※提案内容及び見積額をもって直ちに契約を行うものではない。 

(2) 仕様 

契約内容となる仕様については、前記 1（3）の内容をもとに、契約候補者の提案内容

や協議内容を盛り込んだ形で作成する。 

(3) 提案内容 

提案資料及び提案内容については、見積金額内で実施できることを確約したものとみな

す。 

(4) 辞退等 

契約候補者が辞退その他の理由（地方自治法施行例第 167 条の 4 に規定する者に該当

することとなった場合又は国立市から契約に係る指名停止を受けることとなった場合

等）で契約できない場合は、次点の事業者を契約候補者とし契約の交渉を行う。 

(5) 保守運用委託について 

 最終的な契約者または、契約者が指定する事業者と令和 3年度以降に保守運用委託を

締結する予定である。毎年の予算の議決状況により変動するため、契約を確約するもの

ではない。 

 

16 契約保証金 

契約金額の百分の十以上を納付書により、指定の場所において納付すること。ただし、

次の場合には免除とする。 

（1）保険会社との間に、本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

（2）請負者から委託を受けた保険会社や保険会社銀行等と工事履行保証契約や保証委託

契約を締結したとき。 

 

17 支払条件 

検査合格後、請負業者の請求から 40 日以内に支払うこととする。なお、部分払いは行



わない。 

 

18 現場代理人 

本工事を受注した者は、現場代理人を工事現場に常駐で配置すること。現場代理人と技

術者は兼任することができる。 

【現場代理人の常駐義務緩和について】 

一定の要件を満たす場合は、常駐を要しない期間や、兼任できる工事があるので、詳細

は、以下の URL より「国立市工事請負契約における現場代理人の常駐及び兼任に関する取

扱基準」を参照すること。 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisei/nyusatu/keiyaku/1490070246623.html 

 

19 公共工事前金払の請求 

以下の工事について、前金払及び中間前金払の対象工事とする。 

＜前金払＞  

対 象：契約金額 50 万円以上の工事請負契約 

請求額：契約金額の 4 割、上限 1 億円、10 万円未満切り捨て 

＜中間前金払＞ 

対 象：前金払を受けた工事請負契約について、その進捗が当該工事全体の 2 分の 1を

超えたと認められるもの 

請求額：契約金額の 2 割、上限 5,000 万円、10 万円未満切り捨て 

その他：請求にあたっては、事前に工事監督員の認定を受ける必要がある。 

 

20 その他入札・契約条件 

(1) 契約書は、国立市の工事請負契約書を使用する。 

(2) 本工事の履行に当たっては、下記の URL より「下請契約における代金支払いの適正化等

について（国立市行政管理部総務課長通知）」を確認し、遵守すること。 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/15/r2-

2-sitauke.pdf 

(3) 建設業法（昭和 24年法律第 100 号）及び「建設産業における生産システム合理化指針

（平成 3年 2 月建設省経構第 2号の 3）」を遵守すること。 

(4) 「中退共」又は「建退共」制度への加入に努めること。 

 

21 その他 

(1) 失格要件 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 提出期限に遅延した場合。 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisei/nyusatu/keiyaku/1490070246623.html
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/15/r2-


イ 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

ウ 審査の公平性を害する行為があった場合。 

エ 参加資格を有していないことが判明した場合。 

オ 提出された見積金額が国立市の見積限度額を超えている場合。 

カ 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に

なった場合。 

キ 企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合。 

ク その他、審査委員会が失格にあたる事由があると認めた場合。 

 

 

(2) 営業活動の禁止 

プロポーザルの参加申込書の提出期限から、審査委員会において選考が終了するまで

の間、審査委員又は教育委員会に対する営業活動を禁止する。 

 

17 問い合わせ先・担当部署 

〒186-8501 国立市富士見台 2-47-1 

国立市教育委員会教育指導支援課教職員係 担当：前田 

Ｅメールアドレス：sec_kyosien@city.kunitachi.lg.jp 

電話番号：042-576-2111（内線 334） 
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