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山形県告示第144号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成19. 1. 1鶴岡市泉町８番64号日 本 調 剤 荘 内 薬 局

同　　  1. 5米沢市中央七丁目１番14号あ ら ま ち 調 剤 薬 局
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山形県告示第145号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出が

あった。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第146号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第147号

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和36年12月県告示第1001号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中「年0.55％」を「年0.50％」に改める。　

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成19年１月25日から適用する。

２　平成19年１月25日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給率については、改正後の第２条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第148号

　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２項の規定により、独立行政法人都市再生

機構山形都市開発事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　公共測量を実施した地域

　　山形市大字松原地域

２　公共測量を実施した期間

　　平成18年６月９日から平成19年２月５日まで

３　作業の種類

　　公共測量（４級基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

廃止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成18.12.31鶴岡市泉町８番72号日 本 調 剤 荘 内 薬 局

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成19. 1.26南陽市宮内2767番地の15

認知症対応型共同

生活介護

介護予防認知症対

応型共同生活介護

グループホームあすなろ南陽
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山形県告示第149号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21条

第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき最上町から送付のあった都市計画の変更の図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　　最上都市計画下水道

　(2) 名　称　　最上町公共下水道

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第150号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　なお、「別紙図面」は省略し、土木部河川砂防課及び村山総合支庁建設部河川砂防課並びに山辺町役場において

縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第151号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり摂待沢

土石流別紙図面のとおり楢実沢

土石流別紙図面のとおり上芦沢

土石流別紙図面のとおり沢上川１

土石流別紙図面のとおり沢上川２

土石流別紙図面のとおり沢上川３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり道六神

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり馬道

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり西向
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　なお、「別紙図面」は省略し、土木部河川砂防課及び村山総合支庁建設部北村山河川砂防課並びに東根市役所に

おいて縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第152号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　なお、「別紙図面」は省略し、土木部河川砂防課及び村山総合支庁建設部河川砂防課並びに山辺町役場において

縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり金黒沢１

土石流別紙図面のとおり金黒沢２

土石流別紙図面のとおり金黒沢３

土石流別紙図面のとおり肥沢

土石流別紙図面のとおり金黒沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上野台

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　

指定の区域及び法第８条第

２項に規定する政令で定め

る事項　　　　　　　　　

土砂災害特別警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり摂待沢

土石流別紙図面のとおり楢実沢

土石流別紙図面のとおり上芦沢

土石流別紙図面のとおり沢上川１

土石流別紙図面のとおり沢上川３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり道六神

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり馬道

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり西向
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山形県告示第153号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　なお、「別紙図面」は省略し、土木部河川砂防課及び村山総合支庁建設部北村山河川砂防課並びに東根市役所に

おいて縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第154号

　山形県県営住宅条例（昭和37年３月県条例第23号）第11条第２項及び第３項の規定により、公営住宅法施行令

（昭和26年政令第240号）第２条第１項第４号に規定する数値（以下「利便性係数」という｡）及び同条例第11条第

１項ただし書に規定する近傍同種の住宅の家賃を次のように定め､平成19年４月１日から施行し､平成18年１月県告

示第９号（県営住宅の利便性係数及び近傍同種の住宅の家賃）は､平成19年３月31日限りで廃止する。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　

指定の区域及び法第８条第

２項に規定する政令で定め

る事項　　　　　　　　　

土砂災害特別警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり金黒沢１

土石流別紙図面のとおり金黒沢２

土石流別紙図面のとおり金黒沢３

土石流別紙図面のとおり金黒沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上野台

摘　　　　要
近傍同種の

住宅の家賃
利便性係数

１戸当たり

住戸専用面積
住　　　　宅　　　　名

円平方メートル

19,7000.9744.4県営鈴川第２アパート１号

風呂無し19,7000.93

19,1000.9744.4県営鈴川第２アパート２号

風呂無し19,1000.93

19,8000.9744.4県営鈴川第２アパート３号

風呂無し19,8000.93

19,8000.9744.4県営鈴川第２アパート４号

風呂無し19,8000.93

19,1000.9744.4県営鈴川第２アパート５号

風呂無し19,1000.93

26,0000.9751.2県営五十鈴アパート１号

風呂無し26,0000.93

26,0000.9751.2県営五十鈴アパート２号

風呂無し26,0000.93

26,0000.9751.2県営五十鈴アパート３号

風呂無し26,0000.93

32,2000.9153.5県営飯塚アパート１号

32,2000.9153.5県営飯塚アパート２号
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風呂無し32,2000.87

51,0000.9549.6県営南山形アパート１号

61,0000.9563.1 

50,8000.9549.6県営南山形アパート２号

60,5000.9563.1 

65,0000.9551.3県営南山形アパート３号

77,2000.9564.8 

15,8000.9339.9県営南山形アパート４号

65,0000.9551.3県営南山形アパート５号

77,2000.9564.8 

35,2000.9759.3県営馬見ケ崎アパート１号

35,2000.9759.3県営馬見ケ崎アパート２号

41,6000.9857.1県営桧町アパート１号

42,6000.9858.4 

46,0000.9863.9 

50,8000.9871.5 

42,5000.9861.0県営桧町アパート２号

44,4000.9864.2 

43,0000.9866.5県営宮町アパート１号

45,5000.9866.5県営宮町アパート２号

45,2000.9862.6県営宮町アパート３号

45,7000.9864.2 

45,7000.9862.6県営宮町アパート４号

46,2000.9864.2 

44,9000.9862.6県営深町アパート１号

45,5000.9864.2 

44,5000.9862.6県営深町アパート２号

45,1000.9864.2 

44,5000.9862.6県営深町アパート３号

45,1000.9864.2 

42,4000.9862.6県営深町アパート４号

42,9000.9864.2 

70,1000.9966.5県営きたまちアパート１号

77,3000.9969.9 

80,4000.9973.1 

70,1000.9966.5県営きたまちアパート２号

77,3000.9969.9 

80,4000.9973.1 

70,1000.9966.5県営きたまちアパート３号

102,0001.0171.9県営あたごアパート

96,2000.9258.6県営東山住宅

99,0000.9261.5 

108,2000.9270.9 

82,3001.0553.9県営十日町アパート

82,4001.0554.0

83,3001.0555.1

91,4001.0565.6
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91,5001.0565.7

36,2000.9349.5県営通町アパート１号

30,0000.9249.6県営通町アパート２号

30,0000.9249.6県営通町アパート３号

91,8000.9660.3県営太田町アパート１号

108,4000.9674.0 

91,8000.9660.3県営太田町アパート２号

108,4000.9674.0 

91,2000.9660.3県営太田町アパート３号

107,7000.9674.0 

91,2000.9660.3県営太田町アパート４号

107,7000.9674.0 

42,6000.9857.1県営春日アパート１号

43,6000.9858.4 

47,2000.9863.9 

43,8000.9861.0県営春日アパート２号

45,8000.9864.2 

91,2001.0061.5県営春日アパート３号

105,1001.0075.6 

75,5000.9854.7県営中田第１アパート１号

89,0000.9868.2 

75,7000.9855.4県営中田第１アパート２号

89,3000.9868.8 

76,2000.9856.4県営中田第１アパート３号

89,9000.9869.9 

89,4000.9862.1県営中田第１アパート４号

103,2000.9875.4 

89,6000.9862.1県営中田第１アパート５号

103,6000.9875.4 

89,6000.9862.1県営中田第１アパート６号

103,6000.9875.4 

31,0000.9654.6県営中田第２アパート１号

風呂無し31,0000.92

31,3000.9655.7県営中田第２アパート２号

風呂無し31,3000.92

37,9000.9755.7県営玉の木アパート

42,8000.9758.0県営成島アパート１号

48,0000.9761.0県営成島アパート２号

50,2000.9764.2 

52,1001.0668.7県営米沢中央アパート１号

52,1001.0668.7県営米沢中央アパート２号

82,6001.0069.2県営相生アパート１号

87,5001.0072.9県営相生アパート２号

93,5001.0072.9県営相生アパート３号

41,7001.0158.1県営大西町アパート１号

41,8001.0158.1県営大西町アパート２号

59,6001.0474.2県営美原アパート１号

44,2001.0440.5県営美原アパート２号

60,7001.0477.0 
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46,2001.0440.5県営美原アパート３号

63,7001.0477.0 

45,0001.0444.4県営美原アパート４号

62,7001.0479.4 

35,3001.0255.7県営東部アパート１号

35,3001.0255.7県営東部アパート２号

風呂無し35,3000.98

36,6001.0258.0県営東部アパート３号

15,8000.9143.5県営稲生住宅

44,5000.9963.5県営茅原アパート１号

44,5000.9963.5県営茅原住宅

44,8000.9958.4県営茅原アパート２号

48,4000.9963.9 

53,4000.9971.5 

50,4000.9961.0県営茅原アパート３号

52,7000.9964.2 

49,4001.0062.6県営城南アパート１号

50,1001.0064.2 

49,4001.0062.6県営城南アパート２号

50,1001.0064.2 

94,4001.0169.3県営末広アパート１号

94,4001.0169.3県営末広アパート２号

94,4001.0169.3県営末広アパート３号

41,7000.9354.1県営松境アパート１号

41,9000.9354.1県営松境アパート２号

24,2000.9751.2県営川南アパート１号

風呂無し24,2000.93

平成18年度改善68,9000.99

27,6000.9751.2県営川南アパート２号

32,1000.9754.6県営川南住宅３号

風呂無し32,1000.93

32,1000.9754.6県営川南住宅４号

風呂無し32,1000.93

32,6000.9755.7県営川南アパート５号

28,7000.9848.9県営住吉アパート１号

風呂無し28,7000.94

29,8000.9848.6県営住吉アパート２号

風呂無し29,8000.94

43,5001.0163.5県営こがねアパート１号

43,5001.0163.5県営こがね住宅

41,7001.0158.4県営こがねアパート２号

45,1001.0163.9 

49,8001.0171.5 

46,2001.0161.0県営こがねアパート３号

48,2001.0169.5 

47,1001.0161.0県営東泉アパート１号

49,2001.0164.2 

51,4001.0162.6県営東泉アパート２号

52,0001.0164.2 
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51,7001.0162.6県営東泉アパート３号

52,3001.0164.2 

79,5001.0053.5県営鳥海アパート１号

96,2001.0069.2 

79,6001.0053.5県営鳥海アパート２号

96,2001.0069.2 

102,8001.0054.5県営鳥海アパート３号

104,1001.0056.1 

116,0001.0065.4 

117,3001.0067.0 

121,2001.0070.2 

87,4001.0253.9県営新橋アパート

104,5001.0268.2 

28,6000.9451.2県営三吉町アパート１号

風呂無し28,6000.90

32,2000.9454.6県営三吉町アパート２号

風呂無し32,2000.90

34,3000.9455.7県営三吉町アパート３号

15,5000.9243.5県営金沢住宅

40,4000.9362.8県営若葉東アパート１号

40,8000.9363.5県営若葉東アパート２号

41,9000.9357.1県営若葉東アパート３号

43,0000.9358.4 

46,4000.9363.9 

49,3000.9762.6県営南寒河江アパート１号

49,8000.9764.2 

50,4000.9762.6県営南寒河江アパート２号

50,9000.9764.2 

80,0000.9857.0県営塩水アパート１号

95,4000.9870.7 

80,0000.9857.0県営塩水アパート２号

95,4000.9870.7 

80,0000.9857.0県営塩水アパート３号

95,4000.9870.7 

78,3000.9857.0県営塩水アパート４号

93,3000.9870.7 

78,3000.9857.0県営塩水アパート５号

93,3000.9870.7 

78,3000.9857.0県営塩水アパート６号

93,3000.9870.7 

34,2000.9851.8県営土屋倉アパート１号

風呂無し34,2000.94

34,1000.9851.8県営土屋倉アパート２号

風呂無し34,1000.94

34,9000.9853.7県営土屋倉アパート３号

風呂無し34,9000.94

14,8000.9844.4県営金生アパート

31,6000.9854.6県営鷺ケ袋アパート１号

風呂無し31,6000.94
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35,1000.9855.7県営鷺ケ袋アパート２号

風呂無し35,1000.94

101,2000.9869.4県営長清水アパート１号

101,2000.9869.4県営長清水アパート２号

100,4000.9867.7県営長清水アパート３号

100,4000.9867.7県営長清水アパート４号

100,4000.9867.7県営長清水アパート５号

103,6000.9870.1県営長清水アパート６号

103,6000.9870.1県営長清水アパート７号

105,5000.9870.1県営長清水アパート８号

105,5000.9870.1県営長清水アパート９号

32,4000.9854.6県営楯岡アパート

風呂無し32,4000.94

86,2000.9963.7県営楯岡中町アパート

34,7000.9755.7県営小出アパート１号

36,5000.9758.0県営小出アパート２号

40,6000.9258.4県営成田アパート

43,9000.9263.9 

48,5000.9271.5 

82,2000.9861.4県営屋城町アパート

82,5000.9861.8 

96,7000.9872.2 

73,2000.9855.5県営日光アパート１号

82,7000.9862.9 

75,1000.9855.5県営日光アパート２号

84,5000.9862.9 

77,3000.9855.5県営日光アパート３号

86,1000.9862.9 

79,5000.9855.5県営日光アパート４号

89,5000.9862.9 

82,3000.9855.5県営日光アパート５号

92,7000.9862.9 

92,0001.0063.4県営長岡アパート１号

106,5001.0075.9 

92,0001.0063.4県営長岡アパート２号

106,5001.0075.9 

81,5001.0058.3県営長岡アパート３号

95,0001.0070.6 

81,5001.0058.3県営長岡アパート４号

95,0001.0070.6 

44,8000.9862.8県営交り江アパート１号

44,8000.9862.8県営交り江アパート２号

47,2001.0061.0県営天童駅西アパート１号

49,3001.0064.2 

47,2001.0061.0県営天童駅西アパート２号

49,3001.0064.2 

47,3001.0061.0県営天童駅西アパート３号

49,5001.0064.2 

56,3001.0266.5県営天童駅南アパート１号
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56,3001.0266.5県営天童駅南アパート２号

61,6001.0269.9 

64,1001.0273.1 

97,0001.0166.3県営天童南部アパート１号

100,2001.0170.1 

111,5001.0177.6 

111,7001.0179.9 

100,2001.0170.1県営天童南部アパート２号

111,7001.0179.9 

97,0001.0166.3県営天童南部アパート３号

111,5001.0177.6 

111,7001.0179.9 

97,2001.0170.1県営天童南部アパート４号

108,5001.0179.9 

97,2001.0170.1県営天童南部アパート５号

108,5001.0179.9 

49,8001.0362.6県営東根中央アパート１号

50,3001.0364.2 

49,8001.0362.6県営東根中央アパート２号

50,5001.0364.2 

50,8001.0362.6県営東根中央アパート３号

51,5001.0364.2

53,2001.0062.6県営尾花沢アパート

54,0001.0064.2 

74,1000.9457.2県営関口アパート１号

83,3000.9468.0 

83,6000.9457.3県営関口アパート２号

94,0000.9468.3 

96,1000.9468.6 

80,3000.9457.3県営関口アパート３号

81,3000.9457.7 

35,8000.9959.3県営桜木アパート１号

35,8000.9959.3県営桜木アパート２号

23,5000.8952.8県営芦沢アパート

52,5000.9962.6県営近江アパート１号

53,0000.9964.2 

63,8000.9964.6県営近江アパート２号

63,8000.9964.6県営近江アパート３号

83,7000.9853.4県営中原アパート１号

103,0000.9869.4 

84,2000.9853.4県営中原アパート２号

103,6000.9869.4 

39,5000.9662.8県営長崎アパート

36,2000.9259.3県営谷地アパート１号

98,7000.9471.1県営谷地アパート２号

39,7000.8759.3県営左沢アパート

41,9000.9159.4県営大石田アパート

62,2000.9150.3県営あけぼのアパート

66,3000.9156.8 
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山形県告示第155号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　許可番号

　　平成18年11月22日　　指令村総建第5020号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　東村山郡山辺町大字山辺字諏訪原1936番７、1936番８

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東村山郡山辺町大字山辺1101番地

　　多田　孝

　　山形市大字古館187番地

　　多田　孝徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第156号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　許可番号

　　平成18年12月27日　　指令村総建第5023号

２　開発区域に含まれる地域の名称

73,4000.9163.7 

73,4000.9163.7 

78,9000.9170.3 

31,9000.9551.2県営糠野目アパート

風呂無し31,9000.91

49,0000.9462.6県営糠野目第２アパート

49,6000.9464.2 

41,1000.9258.0県営大町アパート

55,1000.8953.3県営舘之北アパート

66,8000.8967.4 

69,5000.8970.7 

36,6000.8658.0県営小国アパート１号

39,3000.8659.4県営小国アパート２号

　　　40,7000.8855.7県営白鷹アパート

平成元年度 竣 工
しゅん

63,4000.8774.1県営宝前町住宅

同65,9000.8777.0 

同  　　 66,5000.8777.8 

平成２年度 竣 工
しゅん

62,2000.8774.1 

同64,6000.8777.0 

同65,3000.8777.8 

102,5000.9574.4県営あらとアパート１号

108,1000.9577.9県営あらとアパート２号

44,3000.9359.4県営飯豊アパート

36,8000.8258.0県営狩川アパート

50,4000.8562.6県営余目アパート

51,0000.8564.2 

40,1000.8959.3県営遊佐アパート
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　　東根市大字東根元東根字宮崎裏5091番１、5092番５

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　東根市大字蟹沢1752番地の２

　　株式会社ジェック

  公安委員会関係  

規　　　　　則

                                          

　山形県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

　　平成19年２月23日

山 形 県 公 安 委 員 会 　　　　　　

委 員 長　　吉　　　田　　　美智子

山形県公安委員会規則第１号

　　　山形県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

　（趣旨）

第１条　この規則は、公安委員会等（公安委員会及び警察本部長をいう。以下同じ。）に係る手続等を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものと

する。

　（定義）

第２条　この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、山形県行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例（平成18年12月県条例第62号。以下「条例」という。）で使用する用語の例による。

　（電子情報処理組織による申請等）

第３条　条例第３条第１項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、申請等を書面等により行

うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他公安委員会等が必要と認める事項

を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機（警察本部長が定める技術的基準に適合するものに限る。）から

入力してこれを送信することにより申請等を行わなければならない。

　（委任）

第４条　この規則に定めるもののほか、公安委員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、警察本部長が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成19年３月１日から施行する。

 

  公　　　　　告  

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、山形県イントラネットファイル共有システム及

び職員認証システム保守業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　入札の場所及び日時

　(1) 場　所　山形市松波二丁目８番１号　山形県庁ｅラーニングルーム（15階）

　(2) 日　時　平成19年３月５日（月）　午前10時

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする役務の名称及び数量

　　　山形県イントラネットファイル共有システム及び職員認証システム保守業務　一式

　(2) 調達をする役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 履行期限　平成19年３月31日（土）

　(4) 入札方法　総価により行う。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５に相
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当する金額を加算した金額（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た金額）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、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

　(1) 山形県財務規則（昭和39年3月県規則第９号）第125条第６項の競争入札参加資格者名簿に登載されているこ

と。

　(2) ２の(1)の役務に関し、迅速な提供を行う体制が整備されていることを証明できること。

　(3) ８の(1)により提出された仕様書等により、基本的仕様、特質等が満たされ、使用目的に耐え得ることが証明

できること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市松波二丁目８番１号　山形県総務部改革推進室情報企画課電子県庁システム調整担当

　　電話番号023(630)2098

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　免除する。

　(2) 契約保証金　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

   入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の２の規定に該当する入札は、無効である。

７　落札者の決定の方法

　山形県財務規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な

入札に限る。）をしたものを落札者とする。

８　その他

　(1) この公告による入札に参加を希望する者は、３の(2)に係る証明書、仕様書その他必要な書類（以下「仕様書

等」という。）を平成19年２月21日（水）午後５時までに提出すること。この場合において、仕様書等を提出し

た者は、入札日の前日までに仕様書等に関し説明又は協議を求められた場合は、それに応じるものとする。

　(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。

　(3) この入札及び契約については、県の都合により、調達手続の停止等があり得る。

　(4) 詳細については、入札説明書による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、山形県広報誌「県民のあゆみ」の調達につい

て、一般競争入札を次のとおり行う。

　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける。

　　平成19年２月 23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　入札の場所及び日時

　(1) 場　所　山形市松波二丁目８番１号　山形県庁入札室（２階）

　(2) 日　時　平成19年３月15日（木）　午前11時

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品の名称及び予定数量

　　　山形県広報誌「県民のあゆみ」

　　　年間予定数量　2,424,000部程度（年６回発行）

　(2) 調達をする物品の仕様等　入札説明書及び次に掲げる仕様ごとの仕様書による。

　　イ　８頁版　（年１回発行　年間予定数量　404,000部程度）

　　ロ　16頁版　（年５回発行　年間予定数量　2,020,000部程度）

　(3) 契約期間　契約締結日から平成20年３月31日まで

　(4) 納入期限及び納入場所　各発行号ごとに入札説明書により指定する。

　(5) 入札方法　(2)のイ及びロごとの１部当たりの単価により行う。落札者の決定に当たっては、入札書に記載
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された金額に当該金額の100分の５に相当する金額を加算した金額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、見積もった契約金額の105分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。

　　　なお、入札書に記載する見積金額は小数点以下２桁までとする。

３　入札参加者の資格

　平成19年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告（平成19年１月

30日付け県公報第1811号）により公示された資格を有すること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市松波二丁目８番１号　山形県出納局経理課調達担当　電話番号023(630)2720

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　免除する。

　(2) 契約保証金　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規則

第９号）第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定の方法

　２の(5)による入札価格が山形県財務規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内であって、

かつ、２の(2)のイ及びロごとの入札価格にそれぞれの年間予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる価格

をもって入札（有効な入札に限る。）をした者を落札者とする。

８　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

９　その他

　(1) この公告による入札に参加を希望する者のうち、山形県財務規則第125条第６項の競争入札参加資格者名簿

に登載されていない者にあっては同条第１項に規定する競争入札参加資格審査申請書を、同名簿に現に登載さ

れている者にあっては競争入札の参加資格に関する確認申請書を平成19年３月２日（金）午後１時までに山形

県出納局経理課調達担当に提出すること。

　(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。

　(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。

　(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は、効力を有しない。

　(5) 詳細については、入札説明書による。

10　Summary

　(1) Nature and quantity of the products to be purchased：Yamagata Prefectural Public

　　　Relations Magazine"Steps Forward"（"Kenmin no ayumi"）Quantity ：approximately 2,424,000 copies yearly

　(2) Time-limit for tender：11:00A.M., March 15, 2007

　(3) Contact point for the notice：Commodity Supplies Section, Accounting Division, Treasury Bureau, 

Yamagata Prefectural Government, 8-1 Matsunami 2-chome, Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-8570 Japan TEL 

023-630-2720

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、選挙公報の調達について、一般競争入札を次の

とおり行う。

　　平成19年２月 23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１  入札の場所及び日時

　(1) 場　所　山形市松波二丁目８番１号　山形県庁入札室（２階）

　(2) 日　時　平成19年３月15日（木）　午前11時30分

２  入札に付する事項

　(1) 調達をする物品の名称及び予定数量  選挙公報　1,325,400頁

　(2) 調達をする物品の仕様等　仕様書による。
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　(3) 納入期限　平成19年４月２日

　(4) 納入場所　仕様書による。

　(5) 納入方法　県が指定する日時に、仕様書により指定した箇所ごとに、指定した数量を納入すること。

　(6) 入札方法　１頁当たりの単価により行う。落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の100分の５に相当する金額を加算した金額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、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

　　　なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下２桁までとする。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

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

　(2) １年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。

　(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

　(4) 山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号。以下「規則」という。）第125条６項の競争入札参加資格者名

簿に登載されていること。

　(5) 山形市、上山市、天童市、東村山郡山辺町又は同郡中山町の区域に印刷作業所を有すること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市松波二丁目８番１号　山形県出納局経理課調達担当　電話番号023(630)2720

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金  免除する。

　(2) 契約保証金  契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当す

る場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の

２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定の方法

　規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限

る。）をした者を落札者とする。

８　その他

　(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札の参加資格に関する確認申請書（以下「申請書」とい

う。）を平成19年３月２日（金）午後１時までに山形県出納局経理課調達担当に提出すること。

　　　この場合において、申請書を提出した者は、入札日の前日までの間において、申請書に関し、契約担当者か

ら説明又は協議を求められた場合は、それに応じるものとする。

　(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。

　(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。

　(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は、効力を有しない。

　(5) 詳細については、入札説明書による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、ドラムトナーセットの調達について、一般競争

入札を次のとおり行う。

　　平成19年２月23日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　入札の場所及び日時

　(1) 場　所　山形市松波二丁目８番１号　山形県庁入札室（２階）

　(2) 日　時　平成19年３月15日（木）　午前10時30分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品の名称及び予定数量　ドラムトナーセット（共用ＯＡ端末用）　250本

　(2) 調達をする物品の仕様等　仕様書による。

　(3) 契約期間　平成19年４月２日から平成20年３月31日まで
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　(4) 納入場所　山形市松波二丁目８番１号　山形県総務部改革推進室情報企画課

　(5) 納入方法　県が指定する日時に指定する数量を納入すること。

　(6) 入札方法　１本当たりの単価により行う。落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の100分の５に相当する金額を加算した金額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、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

　　　なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下２桁までとする。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

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

　(2) １年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。

　(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

　(4) 山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）第125条第６項の競争入札参加資格者名簿に登載されているこ

と。

　(5) 県内に本店又は営業所等を有すること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等

　　　山形市松波二丁目8番1号　山形県出納局経理課調達担当　電話番号023(630)2721

　(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等　山形県出納局経理課調達担当で交付するほか、山形県のホームページ

　（http://www.pref.yamagata.jp/）からもダウンロードできる。

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金  免除する。

　(2) 契約保証金  契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定の方法

　山形県財務規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な

入札に限る。）をした者を落札者とする。

８　その他

　(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札の参加資格に関する確認申請書（以下「申請書」とい

う。）を平成19年３月５日（月）午後１時までに山形県出納局経理課調達担当に提出すること。この場合におい

て、申請書を提出した者は、入札日の前日までの間において、申請書に関し、契約担当者から説明又は協議を

求められた場合は、それに応じるものとする。

　(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。

　(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。

　(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は、効力を有しない。

　(5) 詳細については、入札説明書による。
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