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静岡県立ふじのくに中学校遠隔教育環境整備・機器納入業務仕様書

１ 業務名

静岡県立ふじのくに中学校遠隔教育環境整備・機器納入業務

２ 業務の目的

この業務は、令和５年４月に開校する静岡県立ふじのくに中学校（夜間中学）におい

て、遠隔教育を実施するため、磐田本校の教室配置及びそれに伴う機器を導入するとと

もに両教場間の遠隔教育システムを確立し、教育の実施環境の整備を図ることを目的と

する。

３ 業務の内容

(1) 磐田本校における普通教室の分割の提案

・磐田本校の普通教室は、概ね図１に示すとおり、４教室とする。

・普通教室１、２、３は現在オープンフロアとなっており、教室を分割する必要があ

る。効果的な学習を行うことができるよう教室を分割する。

・教室の分割にあっては、以下の点に留意する。

・教室の境は、壁を設置せず、パーティションや遠隔教育を実施するための機器

により分割する。ただし、分割時には上部を60cm以上空ける構造とする。

・既存の壁や床に穴等をあけることはできない。

・普通教室１、２、３は音が響きやすい構造となっており、できるかぎり教室間

の音が他の教室に響かないように留意する。

・普通教室１、２、４は生徒35名程度が、普通教室３は生徒10名程度が使用でき

る構造とする。

・普通教室４は、現在学習交流センターのフリースペースの一部となっている。

教室使用時にはパーティションによる分割を行う。なお、普通教室４の分割に

必要なパーティションは県が別に整備する。

(2) 磐田本校と三島教室間における遠隔教育手法の提案

・磐田本校と三島教室間で遠隔教育を実施するための手法（実施するために必要とな

るアプリケーションや会議システム（Zoom、Skype等）の活用を含む。）を提案する。

なお、磐田本校、三島教室共に授業において発信側及び受信側の両方になる。また、

アプリケーションや会議システムは、別途、県が契約を行い導入する。

・遠隔教育を実施するにあたり、留意する点は以下のとおり。

ア 臨場感のあるコミュニケーションの場の設定

・表１に示す環境を各教室で複数の画面を活用して最低限成立させること。基本的

な概念図は、別紙のとおりであり、これを基本として計画すること。ただし、表

１の環境が成立する場合は、別紙に縛られる必要はない。
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表１

・生徒と教員間では、口頭発表以外を含めて生徒の考えを教師に伝える手法を取り

入れること。（教師が両教場の生徒の１人１台端末の画面を閲覧できる、生徒か

ら教師に質問するフォームの整備等)また、口頭や教具提示以外の手法により教師

の考えを生徒に伝えることができるようにすること。（教師から生徒への一斉配

信、個別配信や他会場にいる講師とオンラインでつながる手法等)

・生徒間では、他教場の生徒同士が１人１人つながる工夫や他教場にいる生徒の小

グループ同士でつながる工夫を取り入れること。

・教員間では、２教場の教員で職員会議及び研修を行う工夫を取り入れること。

・多様な入学者を想定した臨場感あるコミュニケーションをサポートするためのツ

ール（ソフト）を必要により取り入れること。

イ 生徒用１人１台端末の効果的活用

・上記アを達成するために、生徒用１人１台端末を効果的に活用できるようにする

こと。

ウ 既設機器等の活用

・三島教室は、表２に記載の整備済機器や今後整備予定機器の活用を前提とした提

案をする。ただし、今後整備予定機器は、基準品であるため、整備する型番等が

変更となる可能性があることに留意すること。なお、表２の機器を活用するため

に必要な消耗品類（ケーブル、電源タップ等）は別途県が用意する。ただし、機

器運用上必要な機器やソフトは本提案の中で提案し、整備すること。

表２

・三島教室の教室配置は図２のとおりである。

立場 生徒 教員

発信者側
・受信側の生徒全体の様子を授業

中常に確認できる

・受信側の生徒１人１人の学習の

様子を授業中常に確認できる

受信者側

・発信側の教師の説明や提示物、

黒板等を授業中常に確認できる

・発信側の生徒全体の様子を授業

中常に確認できる

－

区分 機器名 型番等
数量

（１教室あたり）

整備済機器
スクリーン IZUMI WOL-GX80V １枚

プロジェクタ maxell MC-AW3005 １台

今後整備

予定機器

【基準品】

スクリーン IZUMI WOL-GX80V １台

プロジェクタ maxell MP-JW3501J １台

ＨＤビデオカメラ Panasonic HC-W590MS-T ２台

三脚 SLIK GX7500 ２台

スピーカーシステム
YAMAHA YVC-1000 及び

YVC-MIC1000EX
１台
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エ 教職員の働き方改革への対応

・必要機器及びソフトについては、教職員の働き方改革の観点から、準備及び片付

けが複雑にならないものとする。

オ コストパフォーマンス

・上記アからエまでを達成するための機器やソフトの導入は、導入経費、維持管理

に要する経費及び使用料について、低廉におさえること。

(3) 上記(1)及び(2)に伴う磐田本校の遠隔教育機器の納入・整備

・上記(1)及び(2)を基に、磐田本校における普通教室１、２、３、４への機器の納入

及び整備を行う。ただし、表２に記載以外の三島教室への機器の追加納入及び整備

並びにソフト等の導入を必要とする場合は、あわせて整備する。

・納入や整備にあっては、以下の点に注意すること。

ア 普通教室整備の留意点

・磐田教室において、既存の壁や床等に穴等を開けることによる機材の設置は原

則として認めない。

・磐田教室の普通教室４及び三島教室は原則として持ち運び可能な機器により構

成する。

イ 納入の通知

・物品を納入しようとするときは、その旨を県に通知するものとする。

ウ 検査及び引渡しの時期

・県は、契約者が物品の納入をした日から10日以内に検査を行う。

・契約者は、この検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果に

ついて異議を申し立てることができない。

・検査に合格しないものについては、遅滞なくこれを良品と取り替えることとし、

この規定は、良品と取り替える場合について準用する。

・検査に必要な費用及び検査の際の変質、消耗又はき損等の損害は、すべて契約

者の負担とする。

・検査に合格したときは、遅滞なく物品を引渡さなければならない。

エ 危険負担

・ウで記載したの引渡し前に生じた物品の亡失、き損等の損害は、すべて契約者

の負担とする。

オ 追完請求権

・納入された物品が、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

である場合(以下｢契約不適合｣という。)は、県は、契約者に対し、当該物品の

修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することが

できる。ただし、契約者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県

が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

・契約不適合が、県の責に帰すべき事由によるものであるときは、県は履行の追

完を請求することができない。

カ 買主の権利の期間制限
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・契約者が、契約不適合の物品を納入した場合において、県が不適合を知ったと

きから１年以内にその旨を契約者に通知しないときは、県は、その不適合を理

由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることがで

きない。ただし、契約者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によ

って知らなかったときはこの限りではない。

(4) 機器整備後の説明、アフターケア及び無償保証期間

・機器整備後に接続方法等の手順について、県及びふじのくに中学校に説明する。

（例：マニュアルの作成、開校後の職員への説明の実施等）

・整備後１年間は、使用方法等の確認について、県（ふじのくに中学校）からの電話

やメール等による問合せに無償で対応する。

（例：職員の整備機器等に関する技術的質問や、不具合発生時の対応等）

・無償保証期間等は以下のとおりとする。

ア 納品日から５年とする。

イ センドバック方式により対応する。

ウ 修理にあたっては、要請を受けてから８営業時間内に着手すること。

エ 無償保証期間終了後、少なくとも令和９年度末まで有効なメーカー保守体制を

有することとし、その保守体制は、無償保証期間の体制に準じたものであるこ

と。

４ 備考

・生徒に対するGIGAスクール構想下における１人１台端末の整備は、県が別途行う。

生徒が使用する機器はChromebookを予定している。

・教員が授業において使用する端末は別途県が用意する。

・磐田本校における教室分割のためのパーティション等の仕切りは、遠隔教育のため

に必要な機材等（スクリーンパーティションを含む。）により分割する場合を除き、

県が別途整備する。

・静岡県立ふじのくに中学校の入学生は、15歳以上で実質的に中学校で勉学をしてい

ない者（外国人は在留資格を有している者に限る。）である。そのため、以下の点

に留意すること。

・外国人生徒の入学を想定した多言語同士、日本語と他言語など、同時通訳的機能

や、不登校経験者等、自己表現が苦手な生徒の入学が想定されるためＩＣＴを活

用した口頭発表以外の思考共有、集約方法が必要となること。

・上記３(2)に記載のアプリケーションや会議システムは、県が別途契約し、導入す

る予定である。

・ネットワーク環境は表３を想定している。
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表３

・磐田本校及び三島教室は、静岡県立ふじのくに中学校の設置のための改修工事を

実施している。機器の納入及び整備については、改修工事との調整を図る必要が

ある点に留意する。また、磐田本校及び三島教室とも通常の施設運営（磐田本校

にあっては、磐田市学習交流センターの運営、三島教室にあっては、静岡県立三

島長陵高等学校等の学校運営）を行う中での機器納入及び整備になる。そのため、

納入時期は、事前に県教育委員会義務教育課を通じて、磐田市又は静岡県立三島

長陵高等学校長と協議を行うことになる。

＜参考１＞夜間中学の概要

・様々な理由により義務教育を修了できなかった人、不登校のためにほとんど学校に通

えなかった人、本国で義務教育を修了していない外国籍の人などを対象とする学校

・教員免許を持つ公立中学校教員による授業が行われ、全課程修了により、中学校卒業

資格が得られる。

＜参考２＞静岡県立ふじのくに中学校（県立夜間中学）の概要

種別 区分 内容 備考

WEB会議システムで

活用(外部接続)

回線の種類 光ファイバ

回線速度 200Mbps以上 ベストエフォート

教室のネット環境

無線LAN装置の機種名 Aruba AP-505

無線LAN装置の速度 1.2Gbps 256台同時通信対応

有線LANの有無 有

有線LANの速度 1Gbps

対 象 生 徒

静岡県在住の15歳以上で、日本人は①、外国人は①・②の両方を満た

す人

①日本や海外において９年間の義務教育を修了していない人又は実

質的に受けられないまま卒業した人

②在留カード所持者で在留資格が留学ではない人

設

置

規

模

・

手

法

教場数及び

設 置 場 所

２教場

磐田本校 天平のまち３階内(磐田市中泉１丁目)

三島教室 静岡県立三島長陵高等学校６階内(三島市文教町１丁目)

開 校 手 法 年次進行で開設（開校年度は第１学年のみ）

学 級 編 制 静岡式35人学級編制による

学 区 全県１区

学習の特徴 ２教場間で遠隔教育を実施し、ICTを活用した学びを展開

給 食なし（ただし、校内で食事をとる時間を確保）

本 人 負 担
授業料、教科書代、入学検定料、入学料は徴収しない

教材費等は実費を本人負担



普通教室１

普通教室２

普通教室４

普通教室３

職員室
校長室
事務室教材室１保健室更衣室

休養室

R6.4以降借用のため、
開校時に機材等をおくことは不可
（機器は令和4年度中に整備し、別室に保管）

教材室１

相談室

教材室２

倉庫

給湯室

ふじのくに中学校（磐田本校）として
使用するエリア（R5.4～）

図１



職員室

普通教室１

図２



普通教室４普通教室３普通教室２



• 基本的には、実線の機材等があれば、両教場間の遠隔教育は成立する。
• それぞれの教場が、配信側にも受信側にもなることを踏まえると、それぞれの教場に、破線
で示した機材が必要になる。

• このような環境を磐田本校、三島教室とも４教室ずつそろえる必要がある。

遠隔教育体制概念図

映像出力画面
【配信教員画像】

映像出力画面
【配信生徒画像】

制御
PC

制御
PC

制御
PC

制御
PC

配信側
教員等

配信側
生徒

受信側
生徒

配信側 受信側

会議システム等でつながる

会議システム等でつながる

映像出力画面
【受信生徒画像】

凡例
　　　　　　 映像出力装置
　　　　　　（プロジェクタ、液晶テレビ等を想定）

　　　　　　　映像撮影装置
　　　　　　  (ビデオカメラ、マルチカメラ等を想定)

　　　　      音声配信装置
　　　　　　 　(集音マイク、スピーカーシステム等を想定)

別紙


