
令和２年度 海士町小中学校内 NW 整備事業 

プロポーザル仕様書 

 

 

１．本業務の目的 

 

本町では、文科省「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく「公立学校情報通信ネットワーク

環境整備補助事業」を活用し、「令和 2 年度 海士町小中学校内ＮＷ整備事業」を行う

予定である。 

本業務は、上記整備事業にあたり必要となる校内ＮＷの無線化に向け、高速性と信頼性 

を兼ね備え快適に授業が行える環境を整えるため、校内ＮＷ環境の調査、設計業務と設

計書に基づく工事を実施することを目的とする。 

 

２．履行場所 

 

項番 学校名 所在地 

1 海士小学校 〒684-0403 島根県隠岐郡海士町大字海士 3428 番地 1 

2 福井小学校 〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井 394 番地 2 

3 海士中学校 〒684-0403 島根県隠岐郡海士町大字海士 944 番地 

 

３．履行期間 

 

契約締結日から令和 3 年 3 月 31 日 

 

４．調査概要 

 

１）無線 AP の設置箇所と設置数 

一人一台の端末を配備した時に、円滑に授業が進められるように無線 AP の最適な

設置箇所を調査する。また必要な台数を学校毎に算出すること。 

 

２）ネットワーク機器の設置箇所と設置数 

無線 AP の設置に伴い、必要なネットワーク機器（基幹ルータ、基幹スイッチ、フ

ロアスイッチ等）の調査を行う。また、無線 AP 向けには PoE 対応を考慮する。

なお、既設の電源を原則利用するが、追加で電源工事が必要な場合は確認を行い、

本町と別途協議すること。 

 



３）LAN 配線ルート 

各無線 AP 設置箇所から学校出口ネットワークまでの配線ルートを調査する。既設

ケーブルがあるため、既設状況も考慮したうえで確認を行うこと。カテゴリー6A

規格のケーブルを敷設する際は、配管等十分に考慮すること。 

 

４）電波調査 

設置予定箇所の無線 AP の電波エリアを調査する。また近隣にある公衆 Wi‐Fi の

電波状況の確認を行い、その電波が校内に入っていないか確認を行うこと。（商店、

携帯販売店等） 

 

５）充電保管庫の設置箇所と設置数 

充電保管庫の設置箇所と必要な台数を学校毎に算出する。また、児童生徒の安全に

配慮した場所を協議の上決定とする。なお既設箇所電源を原則利用するが、追加で

電源工事が必要な場合は確認を行い、本町と別途協議すること。 

 

５．設計概要 

 

１）物理構成 

現地調査結果から、NW 機器等（中継 BOX が必要な場合は含む）の位置及び配線

ルートの物理設計を行うこと。 

 

２）論理構成 

本町より別途提示する既設 NW 情報を基に、新規に設置する NW 機器の論理設計

を行うこと。 

 

３）NW 構成 

    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、下記【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を行うこと。 

 

【表１ 使用帯域の目安】 

 

 

 

 

 

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 



６．施工概要 

 

１）校内 LAN 配線 

① 幹線について 

・新たに整備する基幹ルータ、基幹スイッチから各フロアスイッチまでを幹線と

して配線すること。 

・幹線はすべて将来的に10GEを見据えたカテゴリー6A規格で敷設すること。ま

た、配線距離が100ｍを超える場合は、光ファイバ―ケーブルにて敷設するこ

と。 

・原則既設の配線を利用し、必要に応じてカテゴリー6A規格で敷設すること。 

 

② 支線について 

・各フロアスイッチから整備対象となる各無線APまでを支線として配線するこ

と。 

・支線についても将来的に10GEを見据えたカテゴリー6A規格で敷設すること。 

・原則既設の配線を利用し、必要に応じてカテゴリー6A規格で敷設すること。 

 

７．機器標準仕様 

 

① 基幹ルータ 

WAN ポートについて 1 ポート（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレ

ート/クロス自動判別機能）を搭載していること 

LAN ポートについて 1 ポート（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレ

ート/クロス自動判別）※LAN ポートは 4 ポート L2 スイッチを搭載しているこ

と 

ルーティングプロトコルとして、Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3 に

対応していること。 

ポリシーベースルーティング機能を有すること。 

VLAN に対応していること。 

SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

WAN プロトコルとして PPPoE をサポートすること。 

経路エントリー数が最大 10000 あること。 

syslog ロギングに対応できること。 

IPsec 等のトンネル機能を有していること。 

 

 



② 基幹スイッチ 

IEEE802.3anに準拠した 10GBASE-Tポート、または IEEE802.3aeに準拠した

10GBASE-ER/LR/SRポートを 2ポート以上実装していること。（※）１Gbps

で問題ない学校についてはこの通りではない 

10/100/1000BASE-T ポートを 4 ポート以上有していること。 

ノンブロッキングであること。 

IEEE802.1Q に準拠したタグ VLAN 機能を有すること。 

IPv4 ルーティング･プロトコルとして、RIPv1/v2 をサポートすること。また

IPv6 ルーティング･プロトコルとして、RIPng をサポートすること。 

ポリシーベースルーティング機能を有すること。 

VLAN に対応していること。 

2 台以上のスタック接続に対応していること。 

SNMPv1,SNMPv2c,SNMPv3 エージェント機能を有すること。 

 

③ フロアスイッチ 

ノンブロッキングであること。 

10/100/1000BASE-T PoE+ポートを 24 ポート以上有していること。 

1000BASE-X SFP ポートを 4 ポート以上搭載しており、標準装備の

10/100/1000BASE-T ポートと全ポート同時利用可能なこと。 

IEEE802.1Q に準拠したタグ VLAN 機能を有すること。 

VLAN に対応していること。 

SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

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

使用可能な PoE 電力は 195W 以上であること。 

 

④ 無線LANアクセスポイント 

IEEE802.11a/b/g/n/ac 以上に準拠すること。 

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。 

2.4GHz 帯と 5GHz 帯を同時利用可能なこと。 

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。 

2.4GHz 帯 2×2MIMO、2 ストリーム、5GHz 帯 4×4MIMO、4 ストリームに対

応していること。 

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。 



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。 

MAC アドレスフィルタリング機能を有すること。 

天井、壁、卓上設置できること。 

IEEE802.1x に準拠すること。 

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。 

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。 

SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

 

⑤ 無線LANコントローラ 

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。 

SNMPv1/v2c/v3 による管理機能を有すること。 

ハードウェア処理で実施できることが望ましい。 

RADIUS 機能を内蔵していること 

無線アクセスポイントにて設置する台数以上が管理できること。 

 

⑥ 充電保管庫、輪番充電タップ 

14 インチまでのタブレットを 22 台または 44 台収納できること。 

タブレット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、出来る限り多くの PC を出し入れし易くする為縦

置きであること 

前後の扉は鍵付きで統一キーであること 

充電時の電源容量に配慮し、輪番充電商品を設置することを考慮した構造にな

っていること 

タブレット収納部には、本体に傷が付かない工夫がされていること 

建物に固着させる為の壁固定金具、床固定金具をそれぞれ 2 個以上同梱させる

こと 

設置場所を考慮し、壁固定は保管庫側面の左右上下、床固定は左右・前方から

学校毎に適した箇所に設置出来ること 

安全性を考慮し丸みを帯びた形状であること。また扉開閉部は指を挟みにくい

構造であること 

PSE マークを貼付した製品であること 

サーキットブレーカーを搭載し、過電流対策が施されていること  

 



８．保守概要 

学校に接続している回線及び今回整備した対象機器に関する保守については、施工後に別

途協議する。 

 

９．提出書類 

 

１） 提出物（完成資料） 

構築完了後に次の書類を紙媒体および電子データで提出すること。内容は本町担当

者と協議し、承認を得たものを提出すること。なお、様式については本町と協議にて

決定とする。 

 

 

No. 提出物 内容 

1 業務実施計画書 業務目的、業務実施体制、実施内容、工程表、

実施管理方法を計画として記載したもの。 

2 基本設計書 本仕様書の要求仕様に基づき、実装すべき機能

やハードウェア構成、ネットワーク構成を記載

したもの。 

3 詳細設計書 基本設計書に基づき、各機器等に設定するパラ

メータの設定根拠、設定ルール、設定パラメー

タの値等を記載したもの。 

4 導入機器一覧 本仕様書の要求仕様に基づき、導入した機器を

記載したもの。 

5 ソフトウェア一式 本仕様書の要求仕様に基づき、導入したソフト

ウェアを記載したもの。 

6 ライセンス一式 本仕様書の要求仕様に基づき、適用したライセ

ンスの証書、もしくはその内容を記載したも

の。 

7 試験計画書及び結果報告書 実施する各試験の工程表、実施内容、進捗の予

定及び実績等、試験の内容について記載したも

の及びその結果を記載したもの。敷設したケー

ブル試験結果を含む。 

8 校内機器設置、配線図 学校内の機器の設置図及び LAN 配線経路等を

記載したもの。 

9 運用管理手順書 運用管理者が障害等発生時に参照する運用手順

やシステム操作手順を記載したもの。 



２） 提出方法 

ドキュメント等の納品物については、紙媒体及び磁気媒体等（DVD-R、CD-R

等）にて提出すること。また日本語で提出すること。 

ファイル形式については協議の上決定とする。 

その他 

 

受注者に求める要件 

(ア) 本町と同規模もしくは同規模以上の類似案件の構築実績があること。 

(イ) 施工にあたっては、建設業法など各種法令を遵守すること。 

(ウ) セキュリティマネジメントシステム ISMS（ISO27001）および品質マネジメント

システム（ISO9001）を取得していること。 


