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  告　　　　　示  

山形県告示第114号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり廃止

する旨の届出があった。

　　平成23年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第115号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のと

おり廃止する旨の届出があった。

　　平成23年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成23年２月22日（火）

第2221号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行

廃止年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名　　　　　　

平成23. 1.31訪 問 介 護
さかたケア・ワーク

酒田市東中の口町17－９
有限会社さかたケア・ワーク

廃止年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名　　　　　　

平成23. 1.31介護予防訪問介護
さかたケア・ワーク

酒田市東中の口町17－９
有限会社さかたケア・ワーク
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山形県告示第116号

　肥料取締法（昭和25年法律第127 号）第12条第２項の規定により、次のとおり肥料の登録の有効期間を更新し

た。

　　平成23年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第117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23年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課並びに長

井市役所において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有効期限
生　　産　　業　　者その他の

規 格
保証成分量(％)肥料の名称

肥 料 の

種 類
登録番号

住　　所名　　称

平成

29. 3. 4

酒田市松美町13

番地212

コーユ株式

会社

窒素全量　 5.3

りん酸全量 2.0

加里全量　 1.0

5.3なたね油

粕粉末

なたね油

かす及び

その粉末

山 形 県

第422号

平成

26. 1.30
同同

含有を許
される有
害成分の
最大量(%)
は公定規
格のとお
り　　　

窒素全量　 4.0

りん酸全量 5.5

加里全量　 2.0

エリート有機

07

混合有機

質肥料

山 形 県

第469号

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ホドザワ

土石流別紙図面のとおり木地山湖岸沢

土石流別紙図面のとおり桑沢

土石流別紙図面のとおり安ノ沢

土石流別紙図面のとおりマキノ沢－２

土石流別紙図面のとおり小三郎沢

土石流別紙図面のとおり久川

土石流別紙図面のとおり岩ヶ沢

土石流別紙図面のとおりミナミ沢

土石流別紙図面のとおり田沢川

土石流別紙図面のとおり一ノ俣沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平山１
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山形県告示第118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23年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課並び長井

市役所において縦覧に供する。

  公　　　　　告  

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工観光部商業・まちづくり振興課及び庄内総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに酒田

市役所において平成23年６月22日まで縦覧に供する。

　　平成23年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ロックタウン酒田

　　酒田市泉町214番地外

２　変更した事項

　(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（変更前）

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ホドザワ

土石流別紙図面のとおり木地山湖岸沢

土石流別紙図面のとおり桑沢

土石流別紙図面のとおり安ノ沢

土石流別紙図面のとおりマキノ沢－２

土石流別紙図面のとおり小三郎沢

土石流別紙図面のとおり久川

土石流別紙図面のとおり一ノ俣沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平山１

所　　　　　　　　　　在　　　　　　　　　　地　　名　　　　　称　　

酒田市大字酒井新田字一番割１番７号外
ロックショッピングタウン

酒田
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　　（変更後）

　(2) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更年月日

　(1) ２の(1)に掲げる事項　平成15年６月28日

　(2) ２の(2)に掲げる事項　平成18年５月26日

４　届出年月日

　　平成23年１月21日

５　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成23年６月22日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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、医療情報システム運用管理支援業務の調達に

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23年２月22日

山形県立中央病院長　　小　　　田　　　隆　　　晴

１　入札の場所及び日時

　(1) 場所　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院　３階　電算室

　(2) 日時　平成23年３月29日（火）　午後２時

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする特定役務の名称及び数量　医療情報システム運用管理支援業務　一式

　(2) 調達をする特定役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 契約期間　契約締結の日から平成24年３月31日まで

　(4) 履行場所　入札説明書及び仕様書による。

　(5) 入札方法　総価により行う。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（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。

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

横 田 稔 弘東京都千代田区神田佐久間河岸67番ロ ッ ク 開 発 株 式 会 社

所　　　　　　　　　　在　　　　　　　　　　地　　名　　　　　称　　

酒田市泉町214番地外ロックタウン酒田

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

羽 間 和 彦東京都千代田区神田佐久間河岸67番ロ ッ ク 開 発 株 式 会 社
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３　入札参加者の資格

　(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) 平成22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22 年１

月22 日付け県公報第2111号）により公示された資格を有すること。

　(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) 過去２年以内に、600床以上の医療機関において本件入札により調達する役務と同様の業務を履行した実績

があること（共同企業体の構成員（代表構成員、若しくは出資比率が最大であるものに限る。）として当該業

務を履行した場合を含む。）を証明できること。

　(5) 共同企業体すべての構成員が(1)から(3)までの要件を満たしていること。

　(6) 共同企業体のいずれかの構成員が(4)の要件を満たしていること。

　(7) 共同企業体は、自主結成されたものであり、共同企業体協定書を締結していること。

　(8) 共同企業体の各構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件入札に参加していないこと。

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

　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院経営戦略課情報企画係

　　電話023(685)2626　内線3167

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。以下「規則」という。）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　落札者の決定方法

　　入札価格が規則第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　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は、一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申

請書及び３の(4)に係る事項を証明する書類（共同企業体にあっては、３の(6)及び(7)に係る事項を証明する

書類）を平成23年３月４日（金）正午までに山形県立中央病院経営戦略課情報企画係に提出すること。

　(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、再委託の禁止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) この入札及び契約は、山形県立中央病院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及び仕様書による。

10　Summary

　(1) Nature and quantity of the service to be required: Operative management support of Medical information 

system 

　(2) Time-limit for tender: 2:00 P.M. March 29, 2011

　(3) Contact point for the notice: Management Division, Yamagata Prefectural Central Hospital, 1800 

Aoyagi, Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-2292 Japan TEL 023-685-2626

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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、オーダリングシステム等保守の調達について、

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23年２月22日

山形県立中央病院長　　小　　　田　　　隆　　　晴

１　入札の場所及び日時
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　(1) 場所　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院　３階　電算室

　(2) 日時　平成23年３月29日（火）　午後２時30分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする特定役務の名称及び数量　オーダリングシステム等保守　一式

　(2) 調達をする特定役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 契約期間　契約締結の日から平成24年３月31日まで

　(4) 履行場所　入札説明書及び仕様書による。

　(5) 入札方法　総価により行う。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（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

　(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) 平成22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22 年１

月22 日付け県公報第2111号）により公示された資格を有すること。

　(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) 過去２年以内に、600床以上の医療機関において本件入札により調達する役務と同様の業務を履行した実績

があること（共同企業体の構成員（代表構成員、若しくは出資比率が最大であるものに限る。）として当該業

務を履行した場合を含む。）を証明できること。

　(5) 共同企業体すべての構成員が(1)から(3)までの要件を満たしていること。

　(6) 共同企業体のいずれかの構成員が(4)の要件を満たしていること。

　(7) 共同企業体は、自主結成されたものであり、共同企業体協定書を締結していること。

　(8) 共同企業体の各構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件入札に参加していないこと。

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

　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院経営戦略課情報企画係

　　電話023(685)2626　内線3167

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。以下「規則」という。）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　落札者の決定方法

　　入札価格が規則第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　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は、一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申

請書及び３の(4)に係る事項を証明する書類（共同企業体にあっては、３の(6)及び(7)に係る事項を証明する書

類）を平成23年３月４日（金）正午までに山形県立中央病院経営戦略課情報企画係に提出すること。

　(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、再委託の禁止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) この入札及び契約は、山形県立中央病院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及び仕様書による。

10　Summary

　(1) Nature and quantity of the service to be required: Maintenance of Ordering and other systems
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　(2) Time-limit for tender: 2:30 P.M. March 29, 2011

　(3) Contact point for the notice: Management Division, Yamagata Prefectural Central Hospital, 1800 

Aoyagi, Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-2292 Japan TEL 023-685-2626
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