○入札公告（特定調達公告）
次のとおり一般競争入札に付する。
令和２(2020)年６月 16 日
栃木県知事
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入札に付する事項
⑴ 委託業務件名 栃木県森林クラウドシステム構築業務一式
⑵ 委託業務内容 入札説明書による。
⑶ 履行期間 契約締結日から令和３(2021)年３月 25 日（木）まで
⑷ 履行場所 県の指定する場所
２ 入札に参加する者に必要な資格
⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵ 競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第 105 号）に基づき、N 通信、情報処理又は P その他のサ
ービスの入札参加資格を有する者と決定された者であること。
⑶ 令和２(2020)年８月５日（水）において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成 22 年
３月 12 日付け会計第 129 号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項若しくは第２項の規定に基づく再生手続開始の申
立てがされている者（同法第 33 条第１項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は
会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項若しくは第２項の規定に基づく更生手続開始の申
立てがされている者（同法第 41 条第１項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でな
いこと。
⑸ 平成 27（2015）年度以降に、森林クラウドシステム開発業務を主として受託し、その完了実績を報告
できる者であること。
⑹ 本入札に係る入札説明書の交付を受けた者であること。
３ 入札の手続等
⑴ 契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番 20 号
栃木県環境森林部森林整備課保安林・林地開発担当
電話 028-623-3288 FAX028-623-3289 E-mail:shinrin-seibi@pref.tochigi.lg.jp
⑵ 入札説明書の交付期間及び交付場所 令和２(2020)年６月 16 日（火）から同年７月 13 日（月）までの
日（土曜日、日曜日を除く。）の午前９時から午後４時まで⑴の場所において交付する。
⑶ 入札及び開札の日時及び場所
令和２(2020)年８月５日（水）午前 10 時 00 分 栃木県庁本館 10 階会議室５に持参又は郵送すること。
（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
⑷ 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること
。
４ その他
⑴ 本入札は、地方自治法施行令第 167 条の 10 の２第３項に規定する総合評価一般競争入札として行うも
のとする。
⑵ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
⑶ 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 免除
イ 契約保証金 納付。ただし、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第 12 号）第 143 条第２項の規定
により担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、同規則第 144 条第１号又は
第３号に該当する場合であって、経営成績に特に問題がなく、かつ、契約完了実績が良好であると認め
られるときは、契約保証金の納付を免除する。
⑷ 入札者に要求される事項
ア 競争入札参加資格の確認 入札者は、２に掲げる入札に参加する者に必要な資格を証明するために、
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次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、競争入札参加資格の確認を受けなけ
ればならない。
(ｱ) 提出期限 令和２(2020)年７月 13 日（月）午後４時
(ｲ) 提出場所 ３⑴の場所
(ｳ) 提出方法 持参
イ 競争入札参加資格確認申請書等を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札
に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和２(2020)年７月 17 日（金）までに通知する。
エ 入札者は、総合評価のための提案書を令和２(2020)年７月 27 日（月）午後１時までに３(1)の場所に
持参しなければならない。
オ 入札者は、提案書に基づき提案内容の説明を行わなければならない。
⑸ 入札の無効
入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札
書及び栃木県財務規則第 156 条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑹ 落札者決定基準
栃木県財務規則第 154 条の規定により設定された予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を
行った者のうち、アからウまでに掲げる基準に従い、入札価格から算出した得点（以下「入札価格点」と
いう。）と提案の内容により評価した得点（以下「加点審査点」という。）を合算した得点（以下「総合
評価点」という。）の最も高い提案を最優秀提案として選定する。
なお、総合評価点が最も高い提案が複数あるときは、加点審査点が最も高いものを最優秀提案とする。
総合評価点が最も高い提案が複数ある場合で、当該複数の提案に係る加点審査点が同点のときは、当該提
案を行った入札参加者にくじを引かせ最優秀提案を選定する。
ア 総合評価点 総合評価点は、400 点満点とし、そのうち 100 点を入札価格点に、300 点を加点審査点
にそれぞれ配分する。
イ 入札価格点 入札価格点は、入札価格に応じて、次のとおり算出する。
入札価格点＝100 点 × 最低入札価格（無効な入札を除く。）
当該入札参加者の入札価格
ウ 加点審査点 加点審査点は、提案の内容を次の項目ごとに評価し、付与する。
(ｱ) システム概要・機能要件（150 点）
(ｲ) システム基盤（35 点）
(ｳ) 設計開発（55 点）
(ｴ) 運用支援（40 点）
(ｵ) その他（20 点）
⑺ 契約書の作成の要否 要
⑻ その他 詳細は、入札説明書による。
５

Summary
⑴ Nature and quantity of the service to be required:
Tochigi Prefecture forest cloud system construction project
⑵ Time and Date of bidding:
10:00a.m.，August 5,2020
⑶ Information is available at:
Forestry Maintenance Division
Department of Environment and Forestry
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
TEL 028-623-3288
（森林整備課）
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