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資料提供招請に関する公表 

 

 次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請し

ます。 

 令和３年４月 26 日 

 契約責任者 

 国立大学法人京都教育大学副学長 清水 宣彦 

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 26 

○第１号 

１ 調達内容 

 (1) 品目分類番号 14 

 (2) 導入計画物品及び数量 

   情報処理センターシステム 一式 

 (3) 調達方法 借入 

 (4) 導入予定時期  

   令和４年度９月以降 

 (5) 調達に必要とされる基本的な要求要件 

  Ａ 調達するシステムは、本学の教育・研究を総合的に支援するシステムで、仮想環

境基盤システム、クライアントシステム、ネットワークシステムを基盤として、教育・研

究用システム、図書館用システム、事務用システム、ネットワークサービス用システムに

より構成する。 

  Ｂ 教育・研究用システムは、クライアントシステムを用いて多様で多人数の ICT 教

育環境が提供できるシステムであること。 

  Ｃ 図書館用システムは、利用者向け情報サービスシステム、及びそれを支える業務

システムで構成されること。 

  Ｄ 事務用システムは、事務業務の効率化と高度なセキュリティが確保できるシステ

ムであること。 

  Ｅ ネットワークサービス用システムは、電子メール、Web 等の学内・学外向けのネ

ットワークサービスを提供し、情報化の促進による利便性の向上を図るとともに、高度攻

撃に備えた十分のセキュリティを備えたシステムであること。 

  Ｆ 各システムは仮想環境基盤システム上で構築し、また、ネットワークシステムに

よって 10 ギガビットの高速通信で接続すること。 

２ 資料及びコメントの提供方法 上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)

の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招

請する。 

 (1) 資料等の提供期限 令和３年６月 18 日 17 時 00 分（郵送の場合は必着のこと。） 

 (2) 提供先 〒612－8522 京都市伏見区深草藤森町１番地 京都教育大学会計課契約グ
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ループ 津田 翔平 電話 075-644-8115 

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。 

 (1) 交付期間 令和３年４月 26 日から令和３年６月 18 日まで。 

 (2) 交付場所 上記２(2)に同じ。 

４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を開催する。 

 (1) 開催日時 令和３年５月 12 日 15 時 00 分 

 (2) 開催場所 京都教育大学多目的共用施設（アクティブ・ラーニング棟）多目的演習

室 2（状況によりオンライン開催とする可能性があるため、参加希望者は５月７日までに

事前連絡願います。） 

５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、

変更することがあり得る。 

６ Summary 

 (1) Classification of the products to be procured : 14 

 (2) Nature and quantity of the products to be rent : System of Information Processing 

Center 1 Set 

 (3) Type of the procurement : Rent 

 (4) Basic requirements of the procurement : 

  Ａ The information processing center system of Kyoto University of Education should 

support the education and research of this university. It is based on a virtual environment 

infrastructure system, a client system, a network system. And it must be composed from a 

computing system for education and research, a library information system, an office 

information system and a network service system. 

  Ｂ The education and research system must have facilities for many kinds of ICT 

education to many students using the client system. 

  Ｃ  The library information system must contain library information service and 

technical service system supporting information system. 

  Ｄ The office information system must provide operational efficiency and high  security. 

  Ｅ The network service system must support e-mail,web and education services in the 

university. 

  Ｆ  All system must be built on the virtual environment infrastructure system and 

connected by a network system with high-speed communication of 10 Gigabit. 

 (5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 18 June, 2021 

 (6) Contact point for the notice : Shohei Tsuda, Contract Section, Finance Division, Kyoto 

University of Education, 1 Fukakusa-Fujinomori-cho Fushimi-ku Kyoto-shi 612－8522 Japan, 

TEL 075－644－8115 


