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本件入札については、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

以下に示すとおり。 

（１）委託業務名 

沖縄県立芸術大学インターネット出願システム導入業務 

（２）委託範囲等について 

資料２「調達仕様書」に示すとおり。 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和３年３月31 日まで 

（４）履行場所：沖縄県立芸術大学 

（５）入札方法 

一般競争入札により行う。 

（６）入札金額 

入札者は、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、見積もった金額の

110 分の100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。 

（７）落札金額 

入札金額にその当該金額の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 

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする。 

（８）予定価格の事前公表の有無  無 

（９）最低落札価格の設定       無 

 

２ 契約条項を示す期間及び場所 

期間：当該入札公告日から同年９月25日（金曜日）まで 

場所：沖縄県立芸術大学 

那覇市首里当蔵町4丁目１番（当蔵キャンパス） 

那覇市首里崎山町4丁目212番1号（崎山キャンパス） 

那覇市首里金城町3丁目6番（金城キャンパス） 

 

３ 入札説明書及び仕様書等の交付 

（１）入札説明書及び仕様書等を交付する期間 

※言葉の定義 

・本県が調達を予定している「沖縄県立芸術大学インターネット出願システム導入業務」に係る

一般競争入札を本件入札とする。 

・ 



当該入札公告日から同年９月25日（火曜日）まで 

（２）入札説明書及び仕様書等を入手する手段 

沖縄県立芸術大学にて手交または沖縄県文化観光スポーツ部沖縄県立芸術大学ホームページ

からダウンロード（URL: http://www.okigei.ac.jp/） 

 

４ 入札説明会 

実施しない 

 

５ 質問票の提出について 

（１）本件入札等に関する質問は、質問票（様式１）を５（６）に示す場所まで持参又は郵送（到達確

認が可能な手段に限る。以下、同じ。）、もしくはメールにて提出すること。 

（２）メールにより提出する場合の宛先 

e-mail kyomu@okigei.ac.jp 

件名を「沖縄県立芸術大学インターネット出願システム導入業務の入札に関する質問」とし、質問

票様式のファイルを添付すること。 

（３）質問票の受付期間  

当該入札公告日から９月25日（金曜日）まで（土曜日、日曜日を除く。）とし、受付時間はそれぞれ

の日の午前９時から午後５時までとする。 

（４）質問に対する回答は令和２年９月28日（月曜日）までに随時、沖縄県立芸術大学ホームペー

ジへ掲載する。 

（５）(１)に示す以外の方法で為された質問は受け付けない。 

（６）持参等の場合の場所 

沖縄県立芸術大学 

〒903-8602 那覇市首里当蔵町1-4 

 

 

６ 入札に参加する者に必要な資格 

（１） 営業年数が令和２年6月１日現在において３年以上であること。 

（２） 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500 万円以上であること。 

（３）直近２年間の都道府県民税、法人事業税に関し滞納がないこと。 

（４）令和２年6月１日現在において有効なプライバシーマーク（ＪＩＳＱ15001）が付与されている者で

あること。 

（５） 過去５年間に、本システムと同種又は同等のシステムに係る同規模以上のシステムの設計、

開発、保守運用サービスの提供の稼働実績を有していること。 

（６） 単独企業として本業務を行えない場合は、複数の企業で構成する共同企業体として参加す

ることができる。共同企業体として一般競争入札に参加する場合については、次に掲げる要件を



全て満たす者とする。 

ア 全ての構成員が、（１）から（４）の要件を満たしていること。 

イ 各構成員の役割分担が明確であること。 

ウ 各構成員がそれぞれ担当する業務について、（５）の要件を満たしていること。 

エ 各構成員が本件入札において参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員でないこ

と。 

 

７ 入札に参加することができない者 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167号の４第１項に規定する者及び同条第２項各

号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年間の範囲内で知事が定める

入札参加停止期間を経過していない者 

 

８ 入札参加資格登録申請の方法等 

以下（１）に示す書類を提出すること。 

（１）共同企業体の場合は、一般競争入札参加資格登録申請書（様式２－２）及び共同企業体構成

書（様式３）については代表幹事が提出し、以下ア（ウ）からオについては構成する全ての法人が

提出すること。 

ア 一般競争入札参加資格登録申請書 

（ア）一般競争入札参加資格登録申請書（様式２－１又は様式２－２） 

（イ）共同企業体構成書（様式３）※共同企業体の場合のみ 

（ウ）同種の業務等の実績調書（様式４） 

イ 法人にあっては、登記事項証明書（発行後３箇月以内のもの）（履歴事項全部証明書） 

ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元（分）証明書（発行後３箇月以内のもの） 

エ 直近２箇年分の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類の写し 

オ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近２箇年分の都道府県民税及び法人事業税に

関し滞納がないことを証する書類（発行後３箇月以内のもので、県内に本社又は事業拠点を

有する者にあっては、沖縄県が課する県税（延滞金等を含む。）の全税目についてのもの） 

カ プライバシーマーク制度の認定を受けていることを証する書類の写し 

キ  過去５年間に、本システムと同種又は同等のシステムに係る同規模以上のシステムの設

計、開発、保守運用サービスの提供の稼働実績を有していることを証する書類 

ク 共同企業体を結成していることを証する協定書等の写し ※共同企業体のみ 

ケ 委任状（様式６）※共同企業体の場合のみ 

（２）一般競争入札参加資格登録申請書の受付期間 

当該入札参加資格公告日から同年９月２８日（月曜日）まで（土曜日、日曜日を除く。）とし、受付

時間はそれぞれの日の午前９時から午後５時までとする。なお、郵送による提出の場合は令和２年

９月28日（月曜日）午後５時までに（３）の場所に必着とする。 



（３）一般競争入札参加資格登録申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 

 沖縄県文化観光スポーツ部沖縄県立芸術大学 

  〒903-8602 那覇市首里当蔵町1-4 電話番号098-882-5080 

（４） 一般競争入札参加資格の審査結果は、申請者あてに、令和2年９月２９日（火曜日）までに郵

便により通知する。 

（５） 審査結果に不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から起算して７日（土曜日、日曜日を

除く。）以内に、契約担当者に書面によりその理由について説明を求めることができる。 

（６） 契約担当者は、（５）の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から

起算して10 日以内（土曜日、日曜日を除く。）に書面により回答する。 

 

９ 入札参加資格の有効期間 

 入札参加資格を付与された日から令和３年３月31日（水曜日）までとする。 

 

10 入札参加資格に係る登録事項の変更 

 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があっ

たときは、遅延なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。 

  ⑴ 商号又は名称 

 ⑵  住所又は所在地 

 ⑶ 氏名（法人にあっては、代表者の氏名） 

 ⑷ 使用印鑑 

 ⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額 

 ⑹ 電話番号 

 

11 入札参加資格の取消し等 

 ⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、７に掲げる者に該当するに至った

場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間

は競争入札に参加させない。 

  ⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札

参加資格を有していた者にその旨を通知する。 

 

12 入札参加資格の適用範囲 

 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する沖縄県立芸術大学インターネット出願シ

ステム導入業務に係る一般競争入札に限り、適用する。 

 

 

13 入札執行 



以下に示すとおり。 

（１）日 時 ：令和２年10月５日（月曜日）１３時１０分 

場 所 ： 沖縄県立芸術大学一般管理棟２階第１・第２会議室 

（２）入札執行人及び立会人 沖縄県立芸術大学教務学生課職員 

（３）代理人が入札を行う場合は、本人の委任状（様式７－１又は７－２）を提出すること。 

（４）開札は、入札者を立ち会わせて行う。この場合において、立ち会わない者がいるときは、そ

の者に代えて、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

（５） すべての入札者の入札において、予定価格の制限の範囲内の入札金額の入札がない場

合は、直ちに、再度の入札を執行する。なお、入札回数は３回（１回目の入札を含む）までとす

る。 

ただし、当該入札公告16に該当する入札をした者（上記16（４）または（５）に該当する場合

を除く）については、再度の入札への参加を認めない。 

 

14 入札書及び経費内訳書の記入及び提出方法 

以下に示すとおり。なお、入札書様式は様式８－１又は８－２、経費内訳書様式は様式９ を使

用し、入札書と経費内訳書には割印をすること。 

（１）入札書には、令和２年度の導入にかかる一切の金額を記載すること。 

（２）経費内訳書には、本件に要する諸経費を年度別、要件別の一切の金額を記載すること。た

だし、令和７年度をシステムライフサイクルの最終年度とは想定せず、廃棄費用等は計上しな

いこと。 

（３）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、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額（以下、「入札金額」という。）

を、算用数字を用いて入札書に記載すること。 

（４）入札書及び経費内訳書は、中が透けない封筒に入れて密封し、表面に委託業務名及び入

札者名を記載し、「入札書及び経費内訳書」と明記すること。 

（５）入札者は、入札書及び経費内訳書の記載内容を抹消し、訂正し又は挿入するときは、当該

箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額及び経費内訳額は訂正できない。 

（６）入札者は、いったん提出した入札書及び経費内訳書の書き換え、引き替え又は撤回するこ

とができない。 

 

15 入札保証金 

資料４「入札保証金説明書」に示すとおり。 

 

16 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札 



 ⑵ 同一人が同一事項についてした２通以上の入札 

 ⑶ ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

 ⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札 

 ⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 

 ⑹ 入札条件に違反した入札 

  ⑺ 連合その他不正の行為があった入札 

  ⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札 

 

17 落札者の決定の方法  

（１）有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で入札した事業者のうち、最低価格

で入札した者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引か

せ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者

又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせ

るものとする。 

 

18 申請及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

言語：日本語 

通貨：日本国通貨 

 

 

19 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地 

名称：沖縄県立芸術大学 

住所：〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町1-4（教務学生課） 

連絡先：098-882-5080 

 

20 契約保証金 

契約を締結しようとする者は、沖縄県財務規則第101 条第1 項の定めるところにより、契約保証金

を納めなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101 条第２項第１号及び第３号に該当すると

きは免除することができる。 

 

21 特約事項 

沖縄県立芸術大学インターネット出願支援システム導入後の本稼働（運用）については、令和３年

４月からを想定している。本稼働時の運用保守業務委託契約等については、本件落札者との長期

継続契約を予定するが、導入業務とは別途契約を締結するものであり、上記14経費内訳書に記載

した令和３年度以降の経費について、後年度における契約金額として約束するものではない。ま



た、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は当

該運用保守業務委託契約及び機器等賃貸借契約は解除する。 

 

22 その他留意事項 

（１）入札参加に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

（２）法人にあっては、押印は代表者印で行うこと。 

（３）本件入札の過程で提出された全ての書類において、事実と異なる記載がある場合は、入札 

参加資格の取消、その者の入札の無効、落札の取消、契約の解除等を行う場合がある。 

（４）提出された書類等について、不明な点がある場合は、個別に連絡を取る場合がある。 

（５）契約に要する費用は、落札者の負担とする。 

  



23 全体スケジュール 

日 付  内 容 

令和2年９月18日 公告 

令和2年９月１８日から 

９月25日まで 

資料配付期間 

９月18日から 

９月25日まで 

質問の受付期間（９月28日（木）まで随時回答） 

９月28日 入札参加資格登録申請書の提出期限 

９月29日 入札参加資格審査結果通知 

９月18日から 

10月２日まで 

○入札保証金免除に係る同種類・規模の履行を証明する資料の提

出期間 

9月18日から 

10月２日まで 

入札保証金を現金で納付する場合の「入札保証金払込書発行依

頼書」の提出期間 

9月18日から 

10月２日まで 

入札保証金受付期間（有価証券等を提出する場合） 

9月18日から 

10月２日まで 

○入札保証金受付期間 

（現金で納付する場合、金融機関等の保証書を提出する場合） 

○入札保証金免除に係る入札保証保険契約を証する書類の提出

期間 

10月５日 入札及び開札 

10月５日 落札者決定 

10月６日以降 

 

契約予定（契約保証金が必要な者は、契約保証金納付後） 

 


