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公 告
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、宇都宮市長から
公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のと
おり公示する。
　　平成30年２月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（基準点測量）

２　作業地域
宇都宮市（一部）

３　作業期間
平成30年１月30日から同年３月９日まで

（監理課）　
───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○技術提案書の提出に関する公告（特定調達公告）
　次のとおり技術提案書の提出を招請するので公示する。
　　平成30年２月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　業務概要
⑴　業務名
　栃木県立学校間情報ネットワーク整備業務　一式
⑵　業務内容
　栃木県の全ての県立学校等を対象とした栃木県立学校間情報ネットワークのシステム機器の更新、県立
学校等を結ぶ情報ネットワーク及び通信回線の整備並びにシステムの運用
⑶　契約期間　平成30年９月１日から平成35年８月31日まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。
　そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除されたとき
に契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　提案上限額
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５年総額1,343,591,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
ただし、平成30年度における提案上限額は、159,970,000円とする。

２　参加資格
　本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
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、通信サービス、情報関連サービス又
はリース、レンタルの入札参加資格を有する者であること。なお、資格を有していない者は、技術提案書
の提出期限までに当該資格を取得すること。
⑶　平成30年２月13日から同年５月１日までの間において、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　ISMS適合性評価の認証【JIS Q 27001（ISO/IEC 27001）】又はプライバシーマーク制度【Pマーク】の
認定を取得している者であること。
⑸　都道府県又は市町村の教育システム導入業務を受託した実績を有する者又はこれと同程度の技術及び知
識を有すると認められる者であること。

３　審査基準
⑴　参加資格審査
ア　企業経営状況等審査
イ　業務実績審査
ウ　開発体制及び技術者等審査
エ　総合評価審査
⑵　技術提案審査
ア　提案内容適格事項審査
イ　企業審査
ウ　提案必須項目審査
エ　プレゼンテーション審査
オ　費用対効果審査
カ　総合評価審査

４　調達の手続等
⑴　担当部局
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号　栃木県教育委員会事務局施設課財務担当
電話　028-623-3374　FAX　028-623-3377
電子メール　sisetsu@pref.tochigi.lg.jp
受付時間　土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。）

⑵　実施要領等の配布
ア　配布期間
平成30年２月13日（火）から同月26日（月）までの⑴の受付時間

イ　配布場所
⑴の場所において交付するほか、栃木県ホームページに掲載する。

⑶　参加表明書の提出
　本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書作成要領に基づき参加表明書を作成し、２⑷を証
明する書類（写し可）を添えて、次により提出すること。
ア　提出期限
平成30年３月12日（月）午後５時（郵送の場合は必着）

イ　提出場所
⑴と同じ

ウ　提出方法
持参（⑴の受付時間）又は郵送（書留郵便に限る）
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⑷　技術提案書の提出
　技術提案書の提出依頼を受けた者は、技術提案書提出依頼書に基づき技術提案書を作成し、次により提
出すること。
ア　提出期限
平成30年５月１日（火）午後５時（送付の場合は必着）

イ　提出場所
⑴と同じ

ウ　提出方法
　持参（⑴の受付時間）又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそれと同等の手段により提出するこ
と。）

５　その他
⑴　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
⑵　契約書の作成を要する。
⑶　平成30年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、本調達の変更を行うことがあ
る。
⑷　詳細は、実施要領等による。
６　Summary
⑴　Subject matter of the contract:
Developing the Management System for Tochigi Inter-prefectual-school Networking １set

⑵　Time period to submit application documents: 
５:00 p.m., March 12, 2018

⑶　Time period to submit propasal documents: 
５:00 p.m., May 1, 2018

⑷　Information is available at:
Financial Affairs Section,
School Facilities Division,
Office of the Board of Education,
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501 
TEL. 028-623-3374

（教育委員会事務局施設課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
　　平成30年２月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　栃木県本町合同ビル清掃等業務委託　一式
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　平成30年４月１日から平成33年３月31日まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約にあたっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　履行場所　栃木県本町合同ビル
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、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
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大分類・施設管理　小分類・清掃、設備の保守
⑶　平成30年３月26日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　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12条の２第１項の規定によ
り、同項第８号に掲げる事業について都道府県知事の登録を受けている者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-0031　栃木県宇都宮市戸祭元町１-25（栃木県庁北別館１階）
栃木県企業局経営企画課　企画調整担当　電話 028-623-3825

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成30年２月13日から同年３月９日までの日（土曜日及び日曜日
を除く。）の午前９時から午後５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　平成30年３月26日午後１時30分　栃木県庁北別館101会議室（栃木県庁
北別館１階）。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、平成30年３月26日午前10時00分
（必着）とし、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
⑷　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
⑸　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８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108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　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
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、３の⑶の入札の日時までに、２の⑵⑷に該
当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　入札の無効　２の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（平成７年栃木県規則第12号）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。
⑸　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
　なお、落札者となるべき者が、発注者が設定した調査基準価格を下回る価格で入札した際には、業務履
行の確実性や入札価格の積算根拠等について調査を行うものとする。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　入札の変更等　平成30年度栃木県施設管理事業会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この
入札の変更等を行うことがある。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the service to be required:
Contract for repair and cleaning of Tochigi Honchogodo building, 1 set

⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
1:30 p.m., 26 March, 2018
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
10:00 a.m., 26 March, 2018

⑶　Information is available at:
Planning and coordination section,
Management and Planning Division,
Public Enterprise Bureau, Tochigi Prefectural 
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1-25 Tomatsurimotocho，Utsunomiya, Tochigi 320-0031 Japan
TEL. 028-623-3825

（経営企画課）　

───────────────────────────────────────────────


