
1 

 

入 札 説 明 書 

 

北九州市公告第５４２号に係る入札公告（令和４年８月１２日付）に基づく「北九州市教育委

員会次期システム基盤構築および運用保守業務」の入札については、「地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令第３７２号）及びその他の関係法令

に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１  業務内容に関する事項 

(1) 業務名 「北九州市教育委員会次期システム基盤構築および運用保守業務」 

(2) 履行の内容等 

「北九州市教育委員会次期システム基盤構築および運用保守業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり 

(3)  履行場所  市の指定する場所 

(4) 履行期間 契約締結日から令和１０年８月３１日 

(5) 入札形態 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける総合評価競争方式による

               一般競争入札 

 

２ 契約に関する事務担当部局の名称及び所在地 

北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課（担当：兒玉、管谷） 

〒803-8510 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－３４４５  ＦＡＸ ０９３－５８１－５８７３ 

電子メール kyou-jouhou@city.kitakyushu.lg.jp 

 

３ 競争入札の参加資格に関する事項 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

(2)  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年規則

第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載され

ていること。 

この一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載されていないものは、北九

州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３－５８２－２５４５）に本入札に参加を希

望する旨を告げた上で、参加資格申請締切日までに競争入札参加資格審査申請を行わなけれ

ばならない。 

(3)  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１

  項各号に掲げる者でないこと。 

 (5) 当該入札者（契約に関する権限等を委任された受任者を含む）が、他の入札者（契約に関

する権限等を委任された受任者を含む）を兼ねていないこと（同一代表者が複数の企業で同

一業務に参加することができません。）。 

(6) 共同企業体の場合は、構成する全ての企業が上記の要件全てを満たし、本調達への単独又

は他の共同参加を行っていないこと。 
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(7) 共同企業体は次の事項を定めた共同企業体に係る協定書（以下「協定書」という。）を締

結していること又は当該契約の締結の日までに協定書の締結を予定していること。 

ア 目的 

イ 共同企業体の名称 

ウ 構成員の名称及び所在地 

エ 代表者の名称 

オ 代表者の権限 

カ 出資を伴う場合の構成員の出資比率 

キ 構成員の責任 

ク 業務履行中における構成員の脱退に対する措置 

ケ 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 

コ 解散後の瑕疵担保責任 

サ 取引金融機関 

シ その他必要な事項 

 

４ 競争参加申出書の提出と参加資格の確認 

(1)  この一般競争入札に参加を希望する者は、下記の書類を所定の期日までに提出し、参加資

格の確認を受けなければならない。 

 この場合において、開札日の前日までの間に、市長から当該書類に関し説明を求められた

場合は、それに応じなければならない。なお、期日までに当該書類を提出しない者又は競争

参加資格がないと認められた者は、この一般競争入札に参加することができない。 

ア 提出書類 特定調達契約に係る競争参加申出書（以下「申出書」という。）１部 

        単独企業の場合は様式１、共同企業体の場合は様式２を提出するものとする。 

イ 提出場所 北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 

ウ 提出期限 令和４年９月１日（木）午後５時 

エ 郵送で提出の場合は、封筒の封皮に「北九州市教育委員会次期システム基盤構築および

運用保守業務競争参加申出書」と朱書きし、令和４年９月１日（木）午後５時までに必着

のこと。 

オ 申出書は、公告の日から令和４年９月１日（木）まで北九州市教育委員会事務局次世代

教育推進部教育情報化推進課ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku

/kyou-jouhou.html）で交付する。 

カ 競争入札参加資格の確認通知は、令和４年９月８日（木）までに発送する。 

キ カの確認通知で、入札参加資格を認められなかった者は、本市に対してその理由の説明

を求めることができる。理由の説明を求める場合は、令和４年９月１５日（木）午後５時

までに「競争入札参加資格説明要求書」を書面（持参又は郵送）にて提出しなければなら

ない。 

ク キの回答は令和４年９月２０日（火）までに書面を発送する。 

 

５ 入札関係資料に関する事項 

 (1) 仕様書を含む入札関係資料については、公告の日から令和４年９月１日（木）まで北九州

市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課ホームページ（http://www.city.ki

takyushu.lg.jp/kyouiku/kyou-jouhou.html）において無償で交付する。 

(2) 入札関係資料に関して質問がある場合は、所定の質問票を使って電子メールにより提出す

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku
http://www.city.ki
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ること。（電子メール以外の電話等による質問は一切受け付けない） 

ア 提出場所  北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 

イ 提出期間 公告の日から令和４年９月９日（金）午後５時 

(期限日時以降の質問については受け付けない。) 

ウ 質問の回答 令和４年９月１６日（金）から令和４年９月２１日（水）までの期間、北

九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課ホームページ（http://www.c

ity.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/kyou-jouhou.html）に掲載する。ただし、質問がない場合

は掲載しない。 

 

６ 提案書に関する事項 

(1) 入札者は、提案書を提出すること。 

(2) 提出方法 

提出は、持参もしくは書留郵便に限る。 

ア 提出場所 北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 

イ 提出期限 令和４年９月２１日（水）午後３時（提出日時以降の提案書は受け付けない。） 

ウ 提出様式 提案書の内容は、所定の様式によりＰＤＦ形式にて提出すること。 

エ 郵送で提出の場合は、封筒の封衣に「北九州市教育委員会次期システム基盤構築および

運用保守業務提案書在中」と朱書きし、令和４年９月２０日（火）午後５時までに必着の

こと。 

オ 提出部数 提案書（提案付属資料を含む）１１部（原本１部、副本１０部）及び当該デ

ータ（ＰＤＦ形式）が入力されているＣＤ－ＲＯＭ 

(3) 本市は、提出された提案書を、本調達に係る目的以外に使用しない。なお、提出された提

案書は返却しない。提出された書類に含まれる著作物の著作権は、入札参加者に帰属する。       

ただし、提案内容の公表その他本市が本件において公表等が特に必要と認める場合は、本

市は、提案書等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。また、提出された書類は、

北九州市情報公開条例の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き公開するものとする。 

   なお、提案書等の記述が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の

対象となっているものを使用した結果生じた責任は、入札参加者が負う。 

 

７ 入札説明会 

 (1) 日時 令和４年８月１８日（木） 午後４時００分 

 (2) 場所 小倉北区役所庁舎西棟地下２階第二入札室 

 (3) 入札参加者は出来る限り出席すること。また、出席する人数をあらかじめ連絡すること。

３名以上の出席については、会場の都合のより人数を調整する場合があることを了解するこ

と。 

 

８ 入札及び開札に関する事項 

(1) 日時 令和４年９月２１日（水）午前１０時 

(2) 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 小倉北区役所西棟地下２階第二入札室 

(3) 提出様式及び書類 本市所定の様式にて、入札（見積）書を提出すること。 

   また、様式は任意とするが入札額内訳書を提出すること。 

   なお、入札（見積書）及び入札額内訳書は、分けて提出すること。 

(4) 郵送にて入札（見積）書を提出する場合は下記のとおりとすること。 

http://www.c
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   ア 郵送方法 書留郵便に限る。入札（見積）書及び入札額内訳書を郵送用封筒に入れ、そ

の表に「令和４年９月２１日（水）入札分提出書類在中」と朱書きすること。 

イ 提出場所 北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 

ウ 受領期限  令和４年９月２０日（火）午後５時までに必着。受領期限までに到達しない

入札（見積）書は無効とする。 

 (5)  提出部数  

ア 入札（見積）書 １部 

イ 入札額内訳書  １部 

  ※入札額内訳書の様式は任意とするが、「システム構築費用」と「システム運用・保守

費用（年度ごとの費用）」の区分ごとに、以下の項目を明記すること。 

(ア) 直接人件費 

業務に係る人件費。添付の明細へ単価と人数を記載することが望ましいが、階層ごと

に「一式」で表現することも可とする。 

(イ) 直接物品費 

業務を実施する上で必要となる消耗品、備品、リース物品、持ち込みシステム関連経

費等。 

 (ウ) その他経費（業務管理費、一般管理費等） 

組織運営や会議、資料作成等に係る業務管理費や一般管理費等。 

 (6) 入札は、本人又は代理人が行うものとする。代理人が入札をする場合は、入札時に別途委

任状を作成し、提出するものとする。 

(7) 開札に関する事項 

   開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立

ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち合わせて行う。 

(8) 入札保証金 

   入札価格の１００分の５以上を入札の前日までに納付しなければならない。ただし、北九

州市契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

(9) 入札価格が入札予定価格を超えた場合は失格とし、プレゼンテーションは行わない。 

(10) 入札の手順等本書に定めるもののほか、別添の「入札心得」による。 

 

９ プレゼンテーションに関する事項 

提出された提案書の内容のほか、技術点を決定するうえで、下記のとおりプレゼンテーショ

ンの実施を行う。プレゼンテーションは、提案書及び提案付属資料の内容について本件の統括

責任者、又は選任予定の統括責任者が行うことが望ましいものとする。 

ただし、入札予定価格を超える入札価格で入札したものはプレゼンテーションを実施しない。 

 (1) プレゼンテーションの実施日 

令和４年１０月初旬 

※実施日、集合時間、集合場所については、事前に電子メールで連絡する。 

(2) 提案時間 

１社あたり、提案者からの説明時間として２０分、提案後の質疑応答時間として２０分を

設ける予定としている。 

※提案時間については、事前に電子メールで連絡する。 

 (3) 注意事項 

 出席者は１社あたり３名程度とする。説明に必要な機材（パソコン等）がある場合は、提
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案者側で用意し、設営及び撤収時間は計５分以内とする。 

  ※プロジェクタ、スクリーン及び延長コードについては、当市で準備する。 

 

10 落札者の決定方法等 

(1)  失格となる者以外の入札者に対して、提案書及び入札（見積）書による総合評価を行い、

落札者の順位を決定する。 

(2)  落札者の決定方法等の詳細については、「落札者決定基準」に記載する。 

(3)  落札者が決定した場合は、落札者にその旨を通知し、北九州市教育委員会事務局次世代教

育推進部教育情報化推進課ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/kyo

u-jouhou.html）において公表する。 

(4)  落札者の提案した内容は、仕様書に規定されたものとみなす。 

 

11 契約に関する事項 

(1) 契約保証金 契約金額の１００分の５以上を落札の決定通知を受領後直ちに納付しなけれ

ばならない。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合

は、免除する。 

(2) 契約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 

(3) 契約書の作成 

ア  契約書は２通作成し、北九州市及び契約の相手方（以下「受託者」という。）が各１通

を保有するものとし、まず受託者が契約書に記名押印を行い、当該契約書の提出又は送付

を受けて、市長がこれに記名押印した後、受託者に当該契約書１通を送付する。 

イ 市長が、受託者とともに契約書に記名押印しなければ、この契約は確定しないものとす

る。 

ウ 契約書の作成に関する費用は、全て落札者の負担とする。 

(4) 落札者は、契約締結までの間に、当該業務委託にかかる費用の内訳書を提出すること。 

(5) この契約期間中における契約内容の変更等を考慮し、契約の変更を前提にした条項を設け、

契約書に明記することとする。 

 

12 その他必要な事項 

(1) この調達について苦情の申立てが行われた場合、調達手続の停止等が行われる場合がある。 

(2) 競争入札参加者及び受託者が、この調達に関して要した費用については、すべて競争入札

参加者及び受託者が負担するものとする。 

(3) 本入札にあたっては質問期間を設けており、入札をした者は、入札後において、入札説明

書等の内容について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

(4) 入札関係資料を入手した者は、これを当該入札以外の目的で使用してはならない。 

(5)  落札決定後、契約締結までに落札者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者に該当する場合は、契約の締結を行わ

ないものとする。 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/kyo
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入札に関するスケジュール一覧 

日 程 手続き 

令和４年８月１２日（金） 公告 

令和４年８月１８日（木） 入札説明会 

時間：午後４時  

場所：小倉北区役所西棟地下２階第二入札室 

令和４年８月１８日（木）～９月９日（金） 仕様書等の質問受付 

※仕様書等の質問への回答掲載 

９月１６日（金）～９月２１日（水）まで 

令和４年９月１日（木） 競争参加申出書 締切 

※競争参加申出書の回答 

９月８日（木）まで 

※回答に対して説明を求める場合 

９月１５日（木）までに要求書を提出 

（要求書に対する回答は、９月２０日（火）

までに行います。） 

令和４年９月２１日（水） 入札・開札 

提案書 締切 

※郵送で入札を行う場合は、９月２０日（火）

午後５時までに必着 

令和４年１０月初旬 

 

プレゼンテーション 

 

書類等郵送先 

〒８０３－８５１０ 

 北九州市小倉北区大手町１番１号 

  北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 


