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次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務 

公募型プロポーザル手続等に関する説明書 

 

１ 業務の概要 

 (１) 業務の目的 

   教育情報通信ネットワークシステム（愛媛スクールネット（ＥＳｎｅｔ））

については、令和５年９月末をもって現行システムの運用を終了すること

から、令和４年度に次期システムの提供業者を決定し、同年度中に基本設

計を行うことにより、更新期限までに確実に次期システムへの移行を完了

することを目的とする。更新に当たっては、基本的に現行システムの機能

を踏襲しつつ、セキュリティの確保とともに、ネットワーク環境及びテレ

ワーク環境を改善し、利便性の向上を図る。 

 (２) 業務名 

   次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務 

 (３) 業務内容 

   別添１「次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務仕様書」

のとおり 

 (４) 履行期間 

   契約締結の日から令和５年３月31日まで 

 (５) 委託料上限額 

   16,500,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

   上限額を超える提案については選定しない。 

 (６) 留意事項 

   令和５年度以降の予算の成立を条件に、別途、令和５年４月上旬に本業

務の契約業者と運用管理業務に係る契約（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第234条の３の規定に基づく長期継続契約）を締結する予定であるが、

確約するものではない。また、翌年度以降において、歳入歳出予算の減額

又は削除があった場合は、契約を解除する場合がある。 

ア 履行期間 

  令和５年10月１日から令和11年９月30日まで 

イ 委託料上限額 

  17,675,350円/月（消費税及び地方消費税を含む） 

  上限額を超える提案については選定しない。 

 

２ 技術提案の募集から契約までの手順 

  一定の資格要件（「４ 技術提案書の提案者に必要な資格」参照）に該当す

る事業者から、公募により委託業務に関する技術提案を受け、次期教育情報
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通信ネットワークシステム基本設計業務事業者選定審査会（以下「審査会」

という。）が内容審査を行った上で、総合的に最も優れた内容と認めた者と地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第２号の規定によ

り随意契約を締結する。 

 

３ 担当部局及び連絡先 

  愛媛県教育委員会事務局管理部 

教育総務課企画情報グループ（愛媛県庁第一別館10階） 

  〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

  電話番号  089-912-2997 

  ＦＡＸ   089-933-2179 

  電子メール kyouikusoumu@pref.ehime.lg.jp 

 

４ 技術提案書の提出者に必要な資格 

  知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「情報処理」について

令和２年度から４年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資

格を有すると認められ、かつ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、

次の事項に該当するもの 

 (１) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (２) 委託業務と同程度のネットワークシステム設計業務又は運用管理業務の

実績を有する者であること。 

 (３) 参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限の日までの期

間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 

 

５ 参加表明 

  技術提案への参加を希望する者は、あらかじめ参加表明書（様式１）を提

出すること。 

  なお、期限内に参加表明書を提出していない者は、技術提案に参加するこ

とができない。 

 (１) 期限 

   令和４年５月18日（水）17時15分 

 (２) 場所 

   ３に同じ 

 (３) 方法 

   持参又は郵送（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもの

で期限までに到着したものに限る。）すること。 

 (４) 参加資格の確認 
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  ア 参加資格の確認の結果は、参加表明書を提出した者（以下「参加表明

者」という。）に対して、令和４年５月25日（水）までに、書面により通

知する。 

  イ 参加資格が認められなかった者に対しては、その旨とその理由を書面

により、知事から通知する。 

  ウ イの通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して７日（休日（愛媛

県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）第１条第１項に規

定する県の休日をいう。以下同じ。）を含まない。）以内に、書面（様式

は自由）を持参、郵送（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準

じるもので最終日の17時15分までに到着したものに限る。）、ＦＡＸ又は

電子メール（着信を電話で確認すること。）により、知事に対して理由に

ついて説明を求めることができる。 

  エ ウの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10

日以内に書面により行う。 

  オ 理由の説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

   (ア) 受付場所：３に同じ 

   (イ) 受付時間：８時30分から17時15分まで 

 (５) 辞退 

   参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、令和４年６月13日（月）

17時15分までに、辞退届（様式２）を提出すること。 

 

６ 説明書に関する質問の受付及び回答 

  本説明書に質問がある場合は、技術提案質問票（様式３）を送付すること。 

 (１) 受付期間 

   令和４年５月２日（月）８時30分から５月31日（火）17時15分まで 

   持参する場合は、執務時間中（休日以外の日の８時30分から17時15分ま

でをいう。）に限る。 

 (２) 場所 

   ３に同じ 

 (３) 方法 

   持参、郵送（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもので

受付期間の最終日の17時15分までに到着したものに限る。）、ＦＡＸ又は電

子メール（着信を電話で確認すること。）によること。 

 (４) 回答方法 

   質問に対する回答は、質問を受理した日から７日（休日を含まない。）以

内に、質問者を伏せた上で参加表明者全てにＦＡＸ又は電子メールで通知

する。 
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７ 技術提案書の提出 

 (１) 提出物及び提出部数 

  ア 技術提案提出書（様式４）   １部 

  イ 技術提案書          正１部、副８部 

  ウ 評価基準対応表（様式５）   正１部、副８部 

  エ 仕様書対応表（様式６）    正１部、副８部 

  オ 参考見積書（基本設計費用、運用管理費用（月額）） 各１部 

 (２) 技術提案書（以下「提案書」という。）の作成方法 

  ア 様式 

    提案書の様式は、自由様式とするが、イに掲げる表で示した項目につ

いては所定の様式を使用すること。 

    表紙、目次、仕切り紙を除き、100ページ以内で簡潔明瞭に記載するこ

と。なお、登録や資格を証明する資料は枚数に含まない。 

    用紙の規格は原則として日本産業規格Ａ４版とし（Ａ３織込も許容す

るが、２ページとして扱う。）、文字の大きさは10ポイント以上とするこ

と。 

  イ 提案書の内容に関する留意事項 

    別添１「次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務仕様書」

（以下「仕様書」という。）を参考とすること。 

項目番号及び評価項目 提案書への記載依頼事項 

１ 

基本要件 

基本方針 本業務の目的と内容を理解した上で、基

本理念及び重点要件を踏まえたシステム

基本方針を記載すること。 

実績 本業務と同程度のネットワークシステム

設計業務又は運用管理業務の実績を記載

すること。 

※参加表明時に提出済の様式１－２を添

付すること。なお、契約書の写し等証明

できるものの添付は、参加表明時のもの

で確認するため省略可。 

実施体制 本業務に関する実施体制を記載するこ

と。 

※様式７－１、７－２に記載すること。 

２ 

重点要件 

教職員テレワー

クの充実 

セキュリティを確保したうえで、教職員

テレワークの利便性向上に資する提案内
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容を記載すること。 

教職員業務の効

率化 

シングルサインオン機能など、教職員業

務の効率化に資する提案内容を記載する

こと。 

セキュリティ対

策の強化 

操作ログの取得など、セキュリティ対策

の強化に資する提案内容を記載するこ

と。 

学校アクセス回

線の強化 

学校アクセス回線の高速化に資する提案

内容を記載すること。 

インターネット

接続回線の高速

化 

インターネット接続回線の高速化に資す

る提案内容を記載すること。 

３ 

機能要件 

システム構成 システム構成を記載すること。 

記載に当たっては、現行システムの機能

を踏襲しつつ、学習系ネットワーク、校

務系ネットワーク及びマイナンバー利用

事務系ネットワークの基本機能を有する

構成とすること。 

業務履行能力 仕様書の記載内容を踏まえた提案内容を

記載すること。 

記載に当たっては、IDC環境やネットワー

ク回線等、各機能の実現方法を具体的に

記載すること。 

４ 

構築要件 

実施体制 構築業務に関する実施体制を記載するこ

と。 

※様式８－１、８－２に記載すること。 

スケジュール 構築・移行スケジュールを記載すること。 

記載に当たっては、現行システムから次

期システムへの移行期間を十分確保する

とともに、個別システムの構築・移行期

間も十分考慮すること。 

５ 

運用要件 

実施体制 運用管理業務に関する実施体制を記載す

ること。 

※様式９－１、９－２に記載すること。 

運用保守の内容 仕様書の記載内容を踏まえた提案内容を

記載すること。 
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６ 

追加提案 

追加提案 ６年間の利用を想定したシステム機能、

拡張性、セキュリティ対策、県の負担軽

減、経費節減等に資する追加提案があれ

ば記載すること。 

７ 

価格 

基本設計費用 

運用管理費用 

・基本設計費用 

・運用管理費用（月額）（令和５年10月１

日から令和11年９月30日までの６年間の

月額サービス利用料（構築等にかかる経

費を含む、運用管理業務に係る一切の諸

経費を含めた金額）） 

を記載すること。 

※それぞれの上限額を超える提案につい

ては選定しない。 

 

ウ 参考見積書の提出 

    提案書の内容について、参考見積書（基本設計費用、運用管理費用（ 

月額））を提出すること。参考見積書は、その根拠が分かるように詳細な

積算内訳を添付すること。なお、見積金額は、消費税及び地方消費税を

含む金額とすること。 

   ※提案書に記載する金額と相違ないこと。 

  エ 作成に用いる言語等  

    書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準

時及び計量法（平成４年法律第51号）によるものとする。 

 (３) 期限 

   令和４年６月13日（月）17時15分 

 (４) 場所 

   ３に同じ 

 (５) 方法 

   持参又は郵送（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもの

で期限までに到着したものに限る。）すること。 

 (６) 留意事項 

  ア 提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、

県から、書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応

じ、追加資料の提出を指示することがある。 

  イ 提案書は、返却しない。 

  ウ 提案書の提出は、参加者１者につき１案のみとし、複数の提案をする

ことはできない。 
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８ 最優秀提案の選定 

 (１) 選定の手続等 

  ア 提出された提案書の中から最も優れた提案を選定するため、審査会を

開催する。 

  イ 審査会における審査は、提案書、プレゼンテーション及びヒアリング

によるものとし、次のとおり実施する。 

   (ア) 日 時：令和４年６月下旬 

   (イ) 方 法：オンライン開催（Web会議システムを利用） 

   (ウ) 説明者：３名以内とする。 

   （詳細日時等は、別途通知する。なお、１者当たりの説明時間は、30分

を予定している。） 

  ウ 審査会は、非公開とする。また、提案者は、他の提案者のプレゼンテ

ーション及びヒアリングを傍聴することはできない。 

  エ 審査会でのプレゼンテーションは、提案書の内容についてのみ行うこ

と。 

  オ 審査会は、上記の審査により最優秀提案者を選定する。 

  カ 選定された者に対しては、選定された旨を書面により通知する。 

 (２) 提案書の評価項目 

  ア 別添２「次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務評価基

準」（以下「評価基準」という。）に基づき、審査会において評価を行う。 

  イ 評価基準の評価項目の記載内容において、妥当でない項目がある場合

には、審査会での審査の上、選定しない場合がある。 

  ウ 評価基準の評価項目「７ 価格」を除く項目に係る得点の合計が120点

（配点の60％）を下回る場合は、選定しない。 

 (３) 非選定者への通知 

  ア 提出した提案書が選定されなかった者に対しては、選定されなかった

旨とその理由を書面により、知事から通知する。ただし、順位や採点結

果については通知しない。 

  イ アの通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して７日（休日を含ま

ない。）以内に、書面（様式は自由）を持参、郵送（書留若しくは簡易書

留又は信書便でこれらに準じるもので最終日の17時15分までに到着した

ものに限る。）、ＦＡＸ又は電子メール（着信を電話で確認すること。）に

より、知事に対して非選定理由について説明を求めることができる。 

  ウ イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10

日（休日を含まない。）以内に書面により行う。ただし、他者の評価結果

等については回答しない。 
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  エ 非選定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は、以下のとおりであ

る。 

   (ア) 受付場所：３に同じ 

   (イ) 受付時間：８時30分から17時15分まで 

 

９ 契約方法 

 (１) ８の審査手順により選定された提案書の提案者を契約締結候補者（以下

「候補者」という。）として、委託業務の内容について協議・調整を行うも

のとし、協議が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議等の結果

に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。なお、候補者との間での

協議が合意に至らなかった場合や正当な理由なく契約を締結しない場合は、

次の順位の高い参加者を候補者として協議を行った上で、契約を締結する。 

 (２) 別添１「次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務仕様書」

は、当該業務の最低水準を示したものである。したがって、選定された提案

内容によっては、締結する契約書及び添付される仕様書には、県と提案者と

の協議等の結果に基づき、委託業務の内容が追加又は修正される場合がある。 

 (３) 契約保証金 

   愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第152条の規定により契約

金額の100分の10以上を納付すること。ただし、同規則第154条の各号のい

ずれかに該当する場合は免除する。 

 (４) 契約書作成の要否 

   別添３「委託契約書（案）」により契約書を作成するものとする。 

 

１０ 苦情申立てに関する事項 

 (１) 本手続における提案書の選定その他の手続に不服がある者は、愛媛県特

定調達苦情検討委員会に対して苦情申立てを行うことができるものとする。

ただし、説明書等の不知又は不明を理由として苦情を申し立てることはでき

ないものとする。 

 (２) 上記の連絡先は、以下のとおりとする。 

   愛媛県出納局会計課用品調達係 

   電話番号 089-912-2156 

 

１１ その他留意事項 

 (１) 手続において使用する言語、通貨及び単位 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

  ウ 単位 日本の標準時及び計量法に定める単位 
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 (２) 提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに係る費用は、提案者の負

担とする。 

 (３) 提出された書類は、提案書の選定以外の目的に無断で使用しない。 

 (４) 参加表明書の提出以降、提案書を選定するまでの間に、４に定める要件

を満たさなくなった場合はその提案書は選定しない。 


