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令和４年度青森県森林クラウドシステム構築業務に係る公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、青森県(以下「県」という。) が令和４年度青森県森林クラウドシステム

構築業務 (以下「本業務」という。)を委託するにあたり、公募型プロポーザル方式に

より、優れた提案内容を提示し、かつ優れた能力を有する最も的確と判断される事業者

を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 提案を求める業務の内容 

本業務の概要は、次のとおりとする。 

（１）業務名 

令和４年度青森県森林クラウドシステム構築業務 

（２）事業内容 

別紙「青森県森林クラウドシステム構築業務仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

契約締結日から令和５年３月 24日まで 

（４）事業費（委託上限額） 

金 ３３，２３１，０００円(消費税及び地方消費税の額を含む) 

（５）留意事項 

委託業務の実施に関して、委託契約候補者の企画提案の内容をそのまま実施するこ

とを約束するものではなく、県との協議の上決定する。また、実際の業務内容や進め

方については、逐次県と協議して決定する。 

 

３ 応募資格 

（１）公募に参加できる者は、次の全ての要件を満たす者であること。 

ア 民間企業、NPO法人、これら以外の法人（一般社団・財団法人、公益社団・財団

法人、事業協同組合等）（以下「事業者等」という。） 

イ 青森県内に本社若しくは本店又は登録を受けた支店若しくは営業所を有し、委託

業務を誠実に遂行するのに必要な技術者を有する者。 

ウ 地方公共団体情報システム機構の LGWAN-ASPサービスでのシステム導入構築実績

がある者。 

エ 過去５年以内に国、都道府県又は市区町村（これらを構成員とする団体を含む）

での、クラウド型 GISまたは森林 GIS（森林資源の管理を主要な目的とする GIS）構

築業務を受託した実績を有する者。 

オ 個人情報の漏えい、紛失または改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のた

め、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマーク等に準拠

した適切な個人情報管理体制とセキュリティ体制を確保し、業務を遂行する能力を

有する者。 

カ 仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有

する者。 

キ 令和２年５月 18 日青森県告示第 412号（物品等の競争入札参加資格）、令和３年

２月 10日青森県告示 82号（物品等の競争入札参加資格）又は令和４年２月 14日青

森県告示第 63号（物品等の競争入札参加資格）の規程により、役務の提供を受ける

契約で電子計算組織に係るものについてＡの等級に格付けされた者で、システム開

発、システム維持管理及び業務委託の営業種目を有する者であること。 
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（２）次のいずれかに該当する事業者等は、前項の規定にかかわらず、公募に参加する資

格を有しない。 

ア 地方自治法施行令第 167条の４に規定する者に該当する者。 

イ 県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者。 

ウ 青森県財務規則（昭和 39年３月青森県規則第 10号）第 128条の規定による一般

競争入札に参加できない者。 

エ 青森県暴力団排除条例（平成 23年３月青森県条例９号）に基づいて暴力団員又は

暴力団と密接な関係を有するもの。 

 

４ 応募手続 

（１）スケジュール 

項 目 日 程 

公示日 令和４年３月 25日（金） 

募集要項に関する質問の受付 
令和４年３月 28日（月）～令和４年４月８日

（金）午後５時 ＜必着＞ 

募集要項に関する質問への回答 令和４年４月 13日（水） 

参加表明書の受付  
令和４年３月 28日（月）～令和４年４月 15日

（金）午後５時＜必着＞ 

企画提案者の資格審査 令和４年４月 18日（月） 

資格審査の結果通知 令和４年４月 20日（水） 

企画提案書提出期限（書類審査通過者

のみ） 
令和４年４月 27日（水） 

企画提案書のプレゼンテーション審査

会の実施 
令和４年５月 11日（水） 

最終審査結果通知 令和４年５月 13日（金） 

詳細協議 令和４年５月中旬～下旬 

契約締結手続き 令和４年５月下旬 

 

（２）募集要項の配布 

林政課における配布の他、県ホームページに掲載する。 

    （https://www.pref.aomori.lg.jp/） 

（３）参加表明書の提出 

提案者は、以下の書類を作成の上、期日までに提出するものとする。 

ア 提出書類 

（ア）参加表明書 (様式第１号)            １部（押印１部） 

（イ）応募者概要(様式第２号）            １部 

（ウ）誓約書 (様式第３号)             １部（押印１部） 

（エ）添付書類（下記のとおり）                  １部 

ａ ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やプライバシーマーク等を

取得していることを証明する資料 

ｂ  地方公共団体情報システム機構の LGWAN-ASP サービスの登録を受けていることを

証明する資料 

https://www.pref.aomori.lg.jp/


- 3 - 

 

ｃ 商業・法人登記簿謄本の写し 

ｄ 国税、県税及び市税を滞納していないことを証明する書類 

ｅ  実績調書（任意様式） 

ｆ 提案するシステムの概要（パンフレット・カタログ程度で可） 

 イ 提出期限 

    令和４年４月 15日（金)    午後５時 必着     

ウ 提出方法 

郵送または持参により提出するものとする。なお、郵送の場合は配達記録が残る

一般書留等とする。FAXや電子メールでの提出は不可とし、持参の場合の受付時間

は、土日・祝日を除く平日の午前９時から午後５時までとする。 

（４）企画提案書等の提出 

提案者は、以下の書類を作成の上、期日までに提出するものとする。 

ア 提出書類 

（ア）企画提案書（任意様式による表紙を付すこと） 

（イ）主任技術者経歴書 (様式第４号)  

（ウ）照査技術者経歴書 (様式第５号) 

（エ）機能要件一覧表（様式第６号） 

（オ）見積書（様式第９号） 

イ 応募書類の作成に関する留意事項 

（ア）企画提案書は、Ａ４両面印刷で各様式複数枚になる場合はページ番号を付し、提

案内容を簡潔かつ分かりやすくまとめ、ページ数は表紙（任意様式）を除き以下の

指定するページ数を上限とする。また、使用フォントは 11.0ポイント以上とする。 

（イ）企画提案書は、正本１部・副本７部（計８部）を製本し、提出すること。 

（ウ）企画提案書には、次の内容にそって記載すること。 

ａ 全体的な内容について（業務の実施方針等） ＜２ページ以内＞ 

ｂ 業務工程及び履行体制 ＜２ページ以内＞ 

ｃ 提案するシステムの構成及び特長・機能 ＜４ページ以内＞ 

ｄ システム構築及びデータ移行 ＜４ページ以内＞ 

ｅ セキュリティ管理 ＜２ページ以内＞ 

ｆ 運用保守の考え方 ＜２ページ以内＞ 

ｇ その他有益な提案 ＜２ページ以内＞ 

※システムの利用促進（普及）方法や、本県の森林・林業行政全般におけるシステ

ムの利活用方法についても積極的に提案すること。 

（例）森林経営管理制度に基づく市町業務の効率化に関する提案等 

（例）リモートセンシング技術との連携による森林情報の精度向上に向けた提案等 

（例）既存の森林経営計画の活用による森林簿及び森林計画図の精度向上に向けた

提案等 

（エ）企画提案書に記載する内容は、見積額の範囲内で実現可能なものに限る。 

（オ）機能要件一覧表は様式第６号に、対応可否を記載すること。 

（カ）見積書は、本業務の実施に係る全ての費用に加えて、令和５年度以降５年間の

運用保守に係る費用についても参考として記載すること。 

（キ）見積書における本業務に係る費用については、仕様書案中の「３.業務内容」 

に掲げる業務項目ごとの内訳が分かるように記載するものとする。 
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（ク）見積書における翌年度以降５年間の運用保守に係る費用は、提案者が提案する

システムを導入した場合に想定される、データセンター利用料・GISライセンス

料使用料等の全ての費用について、年度ごとかつ利用主体（県・市町・林業事業

体）ごとに記載すること。なお、利用主体については、県、37 市町村、40林業

事業体、を想定すること。ただし、将来において上記に掲げる利用主体全てがシ

ステムへ参加することを約束するものではない。 

ウ 提出期限 

    令和４年４月 27日(水)    午後５時 必着     

エ 提出方法 

郵送または持参により提出するものとする。なお、郵送の場合は配達記録が残る

一般書留等とする。FAXや電子メールでの提出は不可とし、持参の場合の受付時間は、

土日・祝日を除く平日の午前９時から午後５時までとする。 

オ 応募書類の提出に関する留意事項 

（ア）提出された応募書類は、原則として返却しない。 

（イ）提出された応募書類は、原則として提出後の差替え、変更は認めない。 

（ウ）次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とする。 

ａ 提出された応募書類に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文意

が不明である場合 

ｂ 本募集要項に従っていない場合 

ｃ 見積額が事業費（委託上限額）を超える場合 

ｄ 下記６に示すプレゼンテーション審査会に参加しなかった場合 

ｅ 同一の応募者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

ｆ 公募型プロポーザル方式による公正な企画提案の執行を妨げた場合 

カ その他 

（ア）応募書類の提出を取り下げる場合は、速やかに｢取下願｣（様式第８号）を提出す

ること。 

（イ）取下願の提出があった場合も、既に提出された応募書類は返却しない。 

（ウ）審査は提出された応募書類により行うが、提案受付後、提案内容について説明

を求めることがある。 

 

５ 委託契約候補者の決定方法 

（１）審査の方法 

県が設置する「令和４年度青森県森林クラウドシステム構築業務公募型プロポー

ザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）」において評価の上、選定を行

う。 

 

（２）委託契約候補者の決定 

審査委員会は、応募書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を総合的に審

査し、委託契約候補者及び次点者を決定する。 

なお、評価項目については次表のとおりである。 
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評価分類 評価項目 

企画提案評価 

クラウドシステム構築提案 

システム全体概要 

体制及び工程管理 

システム構成・構築 

セキュリティ対策 

運用支援 

その他提案 

機能要件 
GIS汎用機能 

専用機能 

見積書 
導入経費 

運用経費 

 

（３）審査結果の通知等 

審査結果は、本プロポーザルの全ての参加者に文書で通知する。なお、電話、

FAX、電子メール等による問い合わせには応じない。また、審査の結果、特定されな

かった者は、その通知が到達した日から起算して５日以内に、書面により、その理

由の説明を求めることができる。 

理由の説明は、理由の説明を求める書面が到達した日から起算して７日以内に行

う。 

 

６ 資格審査日時等 

（１）書類審査  

ア 実施日 

      令和４年４月 18日（月） 

イ 資格審査の方法 

 応募書類について審査し、応募資格を有しているか確認する。 

ウ 審査結果の通知日 

      令和４年４月 20日（水） 

 

（２）プレゼンテーション審査会 

ア 日時（予定）※都合により変更となる場合がある。 

令和４年５月 11 日（水） 

イ 場所(予定) ※都合により変更となる場合がある。 

〒030-8570  青森市長島一丁目１番１号 

青森県庁舎北棟２階Ａ会議室 

ウ 審査の方法等 

（ア）審査会の出席者は３名以内とする。なお、今回の事業に従事する予定の者を含め

ることとする。 

（イ）審査会においては、提出した企画提案書の説明及び委員からの質疑応答を行う。 

（ウ）審査会におけるプレゼンテーションの時間は 30分以内とし、その後の質疑応答

についても 15分程度で実施する。 
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（エ）説明に際して用いることができる資料は、提出した企画提案書およびそれを補

完する内容を説明するものとする。また、プレゼンテーションを補完する資料につ

いて提示することも可能とする。 

（オ）新型コロナウイルスの感染発生状況を踏まえ、審査会の実施方法等については

変更する場合がある。 

 

７ 契約の締結 

県は、審査により最優秀提案者として選定された者を委託契約候補者とし、委託する

仕様内容は、仕様書案及び提案された内容を踏まえ、県と委託契約候補者とで協議の上

決定することとする。 

県は、委託契約候補者から見積書を徴し、契約金額を確定した後に契約を締結する。 

契約の相手方は、青森県財務規則第 159条第１項の規定に基づき、契約保証金として

契約金額の 10分の 1以上の額を、契約締結前に納付する。 

ただし、同項の各号のいずれかに該当する場合（保険会社との間に県を被保険者とす

る履行保証契約を締結する場合等）は、契約保証金の全部又は一部を免除することがあ

る。 

 

８ その他 

（１）応募書類の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、計量法

の法定計量単位によるものとする。 

（２）応募書類の提出が期限に遅れた場合、または審査結果に影響をあたえるような不適

切な行為が認められた場合は審査対象外とする。 

（３）選定されなかった提案者の応募書類にかかる著作権は、提案者に帰属するものとす

る。 

（４）本プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（５）プレゼンテーションに用いるプロジェクターは県で用意するものとし、接続端子は

HDMI端子である。 

 

９ 募集要項等に関する質問の受付       

募集要項に関する質問は、次の方法により受け付ける。            

（１）受付期間                                                      

令和４年３月 28日（月）～ ４月８日（金）午後５時まで    

（２）質問方法 

「質問書（様式第７号）」により、原則電子メールにより提出（電子メールの使用

ができない場合のみ FAXでの提出は可能）すること。なお、電子メールまたは FAXを

送付したときは、電話により到着を確認すること。口頭または電話による質問及び、

提出期限を過ぎてからの質問は一切受け付けない。 

（３）提出先 

青森県 農林水産部  林政課  森林計画グループ 

      【メールアドレス：rinsei@pref.aomori.lg.jp FAX：017-734-8145】 
※電子メールのタイトルに「【質問】青森県森林クラウド構築業務（事業者名）」と明記

すること。 
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（４）回答方法 

質問及び回答内容は、一覧表にまとめ、回答期日までに原則メールにて回答する。 

なお、一覧表は質問者以外の応募予定者から依頼があれば適宜メールで提供する。 

ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わるものについ

ては、質問者に対してのみ回答する。 

 

10 Summary 

（１） Contracting entity: Shingo Mimura, Governor of Aomori Prefecture, 1-1-1 

Nagashima, Aomori City, Aomori Prefecture 

（２） The detail of the contract: Aomori Prefecture Forest cloud system development 

program of Aomori Prefecture. 

（３） Deadline for inquiries on the application requirements: 17:00 pm. April 8, 

2022 

（４） Response to inquiries on the application requirements: April 13, 2022 

（５） Deadline for accepting the participation statement: April 15, 2022 

（６） Notice of the examination result of qualifications: April 20, 2022 

（７） Deadline for submitting the project proposal: April 27, 2022 

（８） Competition of the presentation for the project proposal May 11, 2022 

（９） Notice of the final examination result: May 13, 2022 

（10） Submission of the：all the documents are required to be submitted by hand 

or by mail. 

（11） For further details Contact : Aomori Prefecture Forest Planning Group, Forest 

Administration Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department,  

1-1-1 Nagashima, Aomori City 

（12） Address：rinsei@pref.aomori.lg.jp 

Phone No.：+ 81-17-734-9509 

FAX No.：+ 81-17-734-8145 

 

【担 当】 

農林水産部 林政課  

森林計画グループ 技師 竹山 尭之 

TEL：(017-734-9509) 

FAX：(017-734-8145) 

E-mail：rinsei@pref.aomori.lg.jp 

 

mailto:rinsei@pref.aomori.lg.jp

