
入 札 公 告 
 

次のとおり総合評価一般競争入札に付します。 

令和 4年 5月 30日 

 

公立大学法人長野県立大学 

理事長 安藤 国威 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 借入をする物品等及び数量 

長野県立大学 学内情報基盤・基幹ネットワークシステム機器一式 

(2) 物品等の特質 

入札説明書及び仕様書によります。 

(3) 借入期間 

令和５年２月１日から令和 10年１月 31 日まで 

(4) 借入場所 

入札説明書及び仕様書によります。 

 (5) 入札方法 

ア 価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とす

る方式（以下「総合評価一般競争入札」という。）により行います。 

イ 入札者は、入札説明書に定める技術提案書を入札書とともに「５ 入札手続等」(3)に記

載の開札時に持参して提出してください。 

ウ 入札書に記載する金額は、１月当たりの賃借額とします。なお、落札者の決定に当たっ 

ては、入札書に記載された金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額（当該加算し

た金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価

格としますので、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、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載してください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次のいずれにも該当する者であることとします。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）第 167条の４第１項 

又は財務規則（昭和 42 年長野県規則第２号。以下「規則」という。）第 120 条第１項の

規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。 

イ 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格（昭和 59年長野県告示第 60号）の 

別表のその他の契約の欄の等級区分がＡに格付けされている者であること。 

ウ 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成 23年 

３月 25 日付け 22 管第 285 号）に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ

と。 

エ 長野県暴力団排除条例（平成 23年長野県条例第 21 号）第２条第２号に規定する暴力団 

員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

オ 平成 31年４月１日から公告日の前日までに、大学又は官公庁において同種、かつ、同規 



模のシステム構築を誠実に履行した実績を有している者であること。 

カ 借入物品等に関し、アフターサービス及びメンテナンス（保守及び管理）を迅速に行う 

体制が整備されている者であること。 

(2) 共同企業体を構成する場合の事項 

次のいずれにも該当する者であることとします。 

ア 共同企業体を構成する全ての者は、(1)のアからエまでに掲げる事項に該当する者である 

こと。 

イ 共同企業体を構成する者のうち、１者以上が(1)のオ及びカに掲げる事項に該当するもの 

であること。 

 

３ 契約条項等を示す場所及び問い合わせ先 

長野市三輪８丁目 49番７号 

公立大学法人長野県立大学 総務・経営企画課 経営企画係 

電話 026（217）2240 

 

４ 入札説明会の日時及び場所 

(1) 日時 令和４年６月６日（月） 午後１時 30分 

(2) 場所 長野市三輪８丁目 49番７号 長野県立大学 大会議室 

(3) その他 入札に参加する者は入札説明会に必ず参加すること。 

 

５ 入札手続等 

(1) 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 

(2) 入札書及び技術提案書の提出方法 

５(3)に記載の日時に開催される入札及び開札時に持参して提出すること。 

(3) 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 令和４年７月 11 日（月） 午後２時 

イ 場所 ４(2)の場所 

(4) 入札参加資格の事前確認 

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める入札参加資格書類を、令和４年６月

24 日（金）午後５時までに上記３の場所に提出してください。この場合において、開札日

の前日までの間において必要な書類の内容に関する照会があったときは、入札に参加を希

望する者の負担において、説明してください。 

(5) 入札保証金 

入札しようとする者は、入札書提出時までに入札保証金を納付してください。なお、入札

保証金の額は、見積もる金額の 100 分の５以上とします。 ただし、入札説明書別表に掲げ

る入札保証金又は契約保証金に代わる担保を提供した場合又は入札説明書「10 入札保証金」

(1)各号に該当する場合は、納付する必要はありません。 なお、落札者が契約を締結しな

いときは、納付させないこととした金額に相当する金額を徴収するものとします。 

(6) 契約保証金 

公立大学法人長野県立大学会計規程第 39条に規定する契約保証金を、別に定める期限まで



に納付してください。ただし、公立大学法人長野県立大学契約事務細則第 33条各号に該当

する場合は、納付する必要はありません。 

(7) 入札の無効 

入札説明書「13 無効の入札書」に該当する入札書は、無効とします。 

(8) 契約書作成の要否 

必要とします。 

(9) 落札者の決定方法 

「長野県立大学 学内情報基盤・基幹ネットワークシステム機器賃貸借調達に係る総合評

価一般競争入札 落札者決定基準」によります。 

 

６ その他 

 (1) この入札に係る契約は、契約事務細則第３条第２項に規定する長期継続契約です｡この契約

を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、

法人はこの契約を変更又は解除することができるものとします。 

 (2) 詳細は入札説明書及び仕様書によります。 

 

７ Summary 

(1) Nature of the service to be leased: 

Campus information base infrastructure network system of “THE UNIVERSITY OF NAGANO” 

(2) Lease duration: 

From February 1, 2023 until January 31, 2028 

(3) Contact place for information about the tender; 

description / conditions / and other inquiries: 

General Affairs and Management Planning Division, the University of Nagano. 

8-49-7 Miwa, Nagano City, Nagano Prefecture, JAPAN 

TEL: +81-26-217-2240 (Japanese only) 

 (4) The method of submission for the tender and technical proposal: 

It is requested to bring in person at the time of the tender and bid opening. 

(5) Time and place for the tender and bid opening: 

Time: 2:00PM July 11, 2022 

Place: Main Conference Room, the university of Nagano 

 

 

 

公立大学法人長野県立大学 

総務・経営企画課 総務・財務係 

（課長）杉田 恵美子 （担当）藤原 直之

TEL 026-217-2240（直通） 

FAX 026-235-0026 

E-mail sokei@u-nagano.ac.jp 


