
販 売 業 者 向 け 説 明 会 

京都府立学校学習用端末 
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 京都府教育庁指導部高校教育課振興係 

ＴＥＬ： ― ―  

令和 年度 

 

＜二次元コード＞ 

問合せ先 

 京都府教育委員会 府立高等学校及び特別支援学校高等部 い 生徒

人 台学習用端末を活用 教育を推進 い  

 来年度 府立学校 学習用端末販売業務へ 参入を検討さ い 業者様 対

販売条件や選定方法 関 説明会を実施い 参加を希望さ 場

合 以下 申込 を行っ く さい  

 

 令和 年 12月 日 金 午後 時 時 受付午後 時 30分  

 令和 年度府立学校入学生 保護者等 対 学習用端末販売業務へ 参入

を検討 い 業者様 

 販売条件及び選定方法 説明 

主 販売条件  

・販売 物品等＝iPad第 9世代 Wi-Fiモ 付属品 MDM 保証 

・京都府教育委員会 実施 プ ポー 選定さ 調達業者を通 端末等を販売 こ  

・EC イ 等 保護者 直接販売 販売形態を 保護者向け チラ を作成 こ 高等

学校 場合  

・ク ッ 払いやコンビニ決済等 複数 支払い方法 可能 こ 高等学校 場合  

 オンライン 実施 Zoomを利用  

 以下 URL又 二次元コー 申 込 く さい  

 申込期限 11月 28日 月  

 URL：https://forms.office.com/r/ZNQRxK0JaU 



府立学校入学予定者数等 覧
学 校 名 所    在    地 R5必要台数

1 山城高等学校 京都市北 大将軍坂田町29 360

2 清明高等学校 京都市北 小山南大野町 120

3 鴨沂高等学校 京都市 京 寺町通荒神 ル松蔭町131 240

4 洛北高等学校 京都市 京 鴨梅ノ木町59 200

5 北稜高等学校 京都市 京 岩倉幡枝町2105 240

6 朱雀高等学校 京都市中京 西ノ京式部町1 200

7 朱雀高等学校 定時制 京都市中京 西ノ京式部町1 90

8 洛東高等学校 京都市山科 安朱川向町10 240

9 鳥羽高等学校 京都市南 西九条大国町1 280

10 鳥羽高等学校 定時制 京都市南 西九条大国町1 90

11 嵯峨野高等学校 京都市右京 常盤段ノ 町15 320

12 北嵯峨高等学校 京都市右京 嵯峨大沢 手町 280

13 北桑田高等学校 京都市右京 京北 弓削町沢 奥15 90

14 北桑田高等学校 美山分校 南 市美山町 平屋梁ヶ瀬9-2 40

15 栖高等学校 京都市西京 川島松ノ木本町27 360

16 洛西高等学校 京都市西京 大原野西境谷町１ 目12-1・2 280

17 栗山高等学校 定時制 京都市伏見 栗山毛利長門東町8 90

18 東稜高等学校 京都市伏見 醍醐新町裏町25-1 240

19 洛水高等学校 京都市伏見 横大路向 18 160

20 京都す 高等学校 京都市伏見 向島西定請120 200

21 向陽高等学校 向日市 植野町西大田 200

22 乙訓高等学校 長岡京市友岡１ 目1-1 240

23 西乙訓高等学校 長岡京市 海印寺西明寺41 160

24 東宇治高等学校 宇治市木幡平尾43-2 280

25 莵道高等学校 宇治市 ケ 雲峰4-1 280

26 城南菱創高等学校 宇治市小倉町南堀 240

27 城陽高等学校 城陽市寺田宮ノ平1 280

28 西城陽高等学校 城陽市枇杷 京縄手46-1 280

29 京都八幡高等学校 八幡市男山吉 7 160

30 京都八幡高等学校南キャン ス 八幡市内里柿谷16-1 60

31 久御山高等学校 久世郡久御山町字林 240

32 田辺高等学校 京田辺市河原神谷24 290

33 木津高等学校 木津川市木津内田山34 240

34 南陽高等学校 木津川市兜台6-2 240

35 亀岡高等学校 亀岡市横町23 270

36 南 高等学校 亀岡市馬路町中島1 170

37 園部高等学校 南 市園部町小桜町97 120

38 農芸高等学校 南 市園部町南大谷 100

39 須知高等学校 船 郡京 波町豊田 川原166-1 90

40 綾部高等学校 綾部市岡町長田18 220

41 綾部高等学校東分校 綾部市川糸町堀ノ内18 60

42 綾部高等学校東分校 定時制 綾部市川糸町堀ノ内18 40

43 福知山高等学校 福知山市字土師650 200

44 福知山高等学校 和分校 福知山市 和町千束小字橋ノ谷35-1 40

45 業高等学校 福知山市石原 野45 180

46 大 高等学校 福知山市大 町金屋578 90

47 東舞鶴高等学校 舞鶴市字泉源寺766 120

48 東舞鶴高等学校 浮島分校 舞鶴市字溝尻150-13 40

49 西舞鶴高等学校 舞鶴市字引土145 200

50 海洋高等学校 宮津市字 司1567-1 95

51 宮津天橋高等学校 宮津学舎 宮津市字滝馬23 150

52 宮津天橋高等学校 加悦谷学舎 与謝郡与謝野町 河内810 80

53 峰山高等学校 京 後市峰山町 殿1185 190

54 後緑風高等学校 網野学舎 京 後市網野町網野2820 90

55 後緑風高等学校 久美浜学舎 京 後市久美浜町橋爪65 50

56 清新高等学校 京 後市弥栄町黒部380 90

57 盲学校 京都市北 紫野花ノ坊町1 18

58 聾学校 京都市右京 御室大内4 26

59 向日 丘支援学校 長岡京市 ノ内朝日寺11 30

60 宇治支援学校 宇治市 野町 山10 40

61 城陽支援学校 城陽市中芦原1-4 30

62 八幡支援学校 八幡市内里柿谷16-1 30

63 手やまぶ 支援学校 綴喜郡 手町大字 手小字大塚40-1 20

64 南山城支援学校 相楽郡精華町大字山田小字 王寺1 20

65 波支援学校 南 市八木町 山坊田118 30

66 中 支援学校 福知山市大字私市小字打溝8 30

67 舞鶴支援学校 舞鶴市字堀4-1 20

68 与謝 海支援学校 与謝郡与謝野町男山945 20

※実際 購入台数 募集定員 人数分よ 増減す こと あ ます

説明会実施後 提示した販売条件への対応について アンケートを実施いたします
アンケートの回答結果をもとに 各対象府立学校に対応可能業者様のリストを送付し
各学校において検討の上 販売業者を選定いたします

６その他


