専修大学北上高等学校「未来を創る学び」のための DX 推進に向けた基盤整備事業（通称：
専北 DX 推進事業）プロポーザル実施要項 （最終版）
【事業目的】
現在、新学習指導要領等を確実に実施し「主体的・対話的で深い学び」を実現するための学習指導
の充実や、生徒への学習指導や生活指導、部活動、保護者や地域との連携など、さまざまな面におい
て学校や教職員に対する期待が増大しています。その一方で、教職員の長時間勤務が課題となってお
り、教職員の業務負担を軽減していくことも求められています。
専北 DX 推進事業は、デジタルの技術を適正に導入することで、生徒ひとりひとりの個性にあわせ
た主体的な学びの実現と、校務全体の負荷を減らし、教員ひとりひとりが生徒の成長に向けたより前
向きな取り組みができる環境の実現を目的としています。
専北 DX に終わりはありません。今回のプロポーザルは、その第一歩となる基盤を構築するととも
に一緒に歩んでいくパートナーを募集するものです。
【事業概要】
１事業名
専修大学北上高等学校「未来を創る学び」ための DX 推進に向けた基盤構築事業（通称：専北 DX
推進事業）
２事業施行場所
学校法人北上学園 専修大学北上高等学校
３事業対象
学校法人北上学園 教職員 最大 150 名
専修大学北上高等学校 生徒 最大 900 名
４事業期間および事業内容
本プロポーザルでは第１期の事業者の選定を行います。選定された事業者の支援のもと第１期で専
北ＤＸ推進ビジョンを策定します。第２期以降の契約に関しては、選定された事業者を優先契約者と
して、第１期で作成した仕様書に基づき、事業推進に関する全部もしくは部分的な契約を行う予定で
す。
第１期：DX 推進に向けた一体的な基盤整備ビジョン策定
契約締結日～2022 年 8 月 31 日
○専北ＤＸ推進ビジョンの策定支援
○DX 推進ビジョンに基づく、第２期以降のハード・ソフトの仕様の作成支援
第２期：新システム稼働に向けた基盤構築
第２期契約締結日～2023 年 3 月 31 日
○新しいシステムに伴う教職員研修・マネジメント体制の整備
○第１校舎新築および第２校舎改築に向けた IT インフラ導入工事・設備整備
第３期：新校舎運用開始に基づくシステム本格稼働・保守・メンテナンス業務
2023 年 4 月 1 日～2028 年 3 月 31 日
○技術革新やニーズの変化に基づいた継続的な研修・マネジメント体制および業務改善に向け
た取り組み
○安定的な運用に向けた保守・メンテナンス

【提案書の内容】
本プロポーザルでご提案頂く内容は以下の通りです。
※提案書書式等自由 A4 サイズで作成ください
○提案内容
（１）第１期（契約締結日～2022 年 8 月 31 日）の具体的な実施提案
・専大北上高校 DX 推進ビジョンの策定支援の具体的方法およびタイムスケジュール
・上記業務に関する経費の考え方および概算見積もり
（２）第２期・第３期（2022 年 9 月以降）の事業検討の方向性
・
「未来を創る学び」の実現に向けた安全で安定的な事業推進に向けた基本的な考え方
・トータルライフコストの視点からの事業費積算に関する基本的な考え方
※第２期・第３期の積算・見積もり等の必要はありません。
（４）業務推進に関する体制
・第１期に関する業務体制図
・第２期・第３期での事業推進にあたっての体制イメージ（協働事業者全てを確定する必要は
ありません）
（５）これまでの事業実績・導入実績
・IT インフラ整備に関する設計および導入実績
・教育機関におけるこれまでの事業実績
【提案内容の審査】
○審査
本プロポーザルの審査は、選定委員会の各委員が企画提案プレゼンテーションの評価を行い、最
高点を得た者を委託候補者として決定します。
○審査項目
以下の７つの観点それぞれでの評価を行いその合計点を評価します。
●第１期（契約締結日～2022 年 8 月 31 日）
①DX 推進ビジョンの策定支援の妥当性
②実効性の高いビジョン策定に向けた工夫・配慮事項
③ビジョン策定のための取り組みに関する費用対効果
●第２期・第３期（2022 年 9 月以降）
④「未来を創る学び」の実現に向けた安全で安定的な事業推進に向けた基本的な考え方
⑤トータルライフコストの視点からの事業費に関する基本的な考え方
●業務体制およびこれまでの実績
⑥本校と長期間よりよいコミュニケーションのもとに事業を進めていける体制か
⑦これまでの事業実績等、実現可能な体制か
○各評価の重みづけ（計 100）
第１期①②③：50 第２期・第３期④⑤：20 業務体制およびこれまでの実績：30
○参加者が１提案者の場合について
審査において、審査委員会がプロポーザル実施要領、仕様書等を満たすと判断した場合はその
提案者を委託候補者として決定します。
○選考審査結果の通知
審査結果の通知については、提案書を提出した全ての事業者に文書で通知します。
○その他
・提出された提案書は返却しません。
・今回の提案書の作成及び提出等に関する全ての費用は、参加者負担となります。
・審査は非公開です。
・審査に対する異議申し立てはできません。

・契約に至らなかった提案については、事業者選定過程等の説明以外の目的には使用しません。
なお、提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該提出書類を無効とする。
・提案内容に含まれる特許権、実用新案権、商標権等の目本国の法令に基づいて保護され第三者
の権利の対象となっている使用材料、整備方法等を使用した結果生じた責任は、原則として参加
者が負います。
・参加者は、１つの提案しか行うことができません。
・提出書類の変更、差し替え及び再提出は原則として認めない。
【参加資格・条件について】
○参加者等の構成
・参加者は、単独企業又はグループ構成企業どちらでもよいものとする。
・構成企業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。
○参加制限について
・岩手県もしくは北上市から入札参加停止等の措置を受けている期間中でないこと。
・破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条第１項もしくは第 19 条の規定に基づく破産の申し立
て、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続開始の申立てまたは
民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項の規定に基づく再生手続開始の申立てがな
されていない者であること。
・過去５年間、情報漏洩等の情報セキュリティに開する事項について、判決により罰金、和解金の
支払いがないこと。
・その他関連法規を遵守すること。
【スケジュール】
本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとします。また、現地調査・ヒアリングの内容をも
とに、修正が必要な場合は、12 月 24 日にホームページで公表します。
公募情報の公開
2021 年 10 月 15 日(金)
現地調査
2021 年 10 月 15 日(金)～12 月 17 日(金)まで ※複数回可能
ヒアリング
2021 年 10 月 15 日(金)～12 月 24 日(金)まで ※複数回可能
最終プロポーザル要項の公表 2021 年 12 月 24 日(金)
提案書提出期限
2022 年 1 月 21 日(金)
プレゼンテーション
2022 年 2 月 10 日(木)
選定業者決定の公表
2022 年 2 月 17 日(木)
本契約締結
2022 年 2 月下旬以降
【現地調査・ヒアリング】
本プロポーザルは、よりよいかたちでの事業推進のため、現地調査や事前ヒアリング（意見交換）の
場を設けさせていただきます。
・現地調査
2021 年 10 月 15 日(金)～12 月 17 日(金) ９時～16 時 ※予約制になります
・ヒアリング
2021 年 10 月 15 日(金)～12 月 24 日(金) ９時～16 時 ※予約制になります
※１社あたり 50 分を想定しています。
※初回調査終了後、必要に応じて、2 回目以降の現地調査・ヒアリングを行うことも可能です。必
要な場合は、下記連絡先までご連絡ください。
・現地調査・ヒアリング申し込み
希望日の４日前までに、①事業者名、②参加者名を以下までメールをお願いします。
受付メール：uekiyo@senshu-u-kitakami.ed.jp

【提案書の提出要領】
・提出期限
2022 年 1 月 21 日(金)まで ただし、平日の午前９時から午後５時まで。
・提出方法
直接持参もしくは郵送等による提出とする。※郵送の場合も期日に必着
・提出先
専修大学北上高等学校
・提出部数
①正本 １部
②副本 ３部（正本の写し。提案者の名称及びそれを推測できるものは削除すること）
③電子媒体（CD-R DVD-R 等） １部
【プレゼンテーションの実施】
・審査日時・会場
2022 年 2 月 10 日(木) 専修大学北上高校会議室
※新型コロナの状況によってはオンライン開催とする
・所要時間
企画提案プレゼンテーション 30 分程度、質疑応答 20 分程度の計 50 分とする
・使用機器（会場にはスクリーンおよび HDMI 端子のあるプロジェクターを用意）
PC 等、プレゼンテーションに必要な機器はご持参ください。
・参加人数
各事業者 5 人まで。
・その他
技術担当者も入れて行うこと
【資料】ご検討いただける企業様へメールいたします。お問い合わせ先までご連絡ください。
・専北 DX 推進ビジョンにおける検討事項
・新校舎図面
・専修大学北上高等学校教職員体制図
・専北 DX プロジェクト体制図
【お問い合わせ先】
〒024-8508
岩手県北上市新穀町２丁目４番６４号
学校法人北上学園 専修大学北上高等学校
℡0197-63-2341 担当：千葉、上野
メール：uekiyo@senshu-u-kitakami.ed.jp

