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  告　　　　　示  

山形県告示第595号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場合を

含む。）の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成25年６月18日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第596号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場

合を含む。）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25年６月18日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成25年６月18日（火）

第2453号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行

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25. 5. 1
山形市十日町四丁目７番23号　メディカルプラ

ザ十日町ビル２Ｆ
ふ じ も り 形 成 外 科 ク リ ニ ッ ク

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25. 4.30山形市十日町四丁目７番23号　２Ｆふ じ も り 形 成 外 科 ク リ ニ ッ ク
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山形県告示第597号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活

保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護機関から次のとおり変更した旨の届

出があった。

　　平成25年６月18日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　届出をした指定介護機関の名称及び所在地

　　アサヒサンクリーン在宅介護センター新庄

　　新庄市大町16番６号

２　届出の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第598号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成25年６月18日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成25年３月１日　　指令置総建第66号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　南陽市椚塚字李ノ木1624番１、1624番12、1624番13、1624番25、1624番28、1624番29、1624番30、1624番31、

1624番32、1624番33、1624番34、1624番35、1625番５、1626番６、1625番５先道路、1625番５先堤塘、1625番５

先水路

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　南陽市郡山630番地の５

　　株式会社小林商事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第599号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成25年６月18日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成25年５月13日　　指令置総建第11号

２　開発工区に含まれる地域の名称

　　第一工区

　　東置賜郡高畠町大字泉岡字五輪前835番、844番３の一部、846番１の一部、846番２、846番３、847番１、847

番２、848番２の一部、848番６、848番34の一部、848番35の一部、848番36、848番37の一部、848番48の一部、

変更年月日

指定介護機関の名称

変　　更　　後変　　更　　前

平成22. 4. 1
アサヒサンクリーン在宅介護センター新

庄
アサヒサンクリーン株式会社新庄営業所

変更年月日

指定介護機関の所在地

変　　更　　後変　　更　　前

平成22. 4. 1新庄市大町16番６号新庄市大手町２番83号
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848番50、848番51の一部

　　東置賜郡高畠町大字一本柳字堂ノ前1689番10の一部、1689番11、1689番35の一部、1689番38の一部、1689番45

の一部、1689番47の一部、1689番48の一部、1689番51の一部

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　東置賜郡高畠町大字高畠436番地

　　高畠町長　寒河江　信

  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、山形県環境大気常時監視テレメータシステム

の更新及び管理運用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25年６月18日

山形県環境科学研究センター所長　　柴　　　田　　　正　　　樹

１　入札の場所及び日時

　(1) 場所　村山市楯岡笛田三丁目２番１号　山形県環境科学研究センター会議室（１階）

　(2) 日時　平成25年７月29日（月）　午後２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　山形県環境大気常時監視テレメータシステムの更新及び管理運用業務　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) 契約期間　契約締結日から平成29年７月31日まで

　(4) 入札方法　(3)の契約期間に掲げる期間に相当する料金の総価のうち８箇月分に相当する金額により行う。

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(3)の契約

期間に掲げる期間に相当する料金の総価のうち８箇月分に相当する金額の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

　　次に掲げる要件を全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項に規定する者に該当しないこと。

　(2) 平成25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25年２月

15日付け県公報第2419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) 次のいずれにも該当しないこと。

　　イ　役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）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２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。

　　ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

　　ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員等を利用する等していること。

　　ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的

に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。

　　ホ　役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

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等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

　　　村山市楯岡笛田三丁目２番１号　山形県環境科学研究センター総務課　電話番号0237(52)3121
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　(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等　山形県環境科学研究センター総務課で交付するほか、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（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

　　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　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２の(1)の役務の仕様に適合するものとして作成した応札に係る役務の仕様書（以下「応札役務仕様

書」という。）を平成25年７月３日（水）午前11時までに山形県環境科学研究センター総務課に提出すること。

　(2) (1)により提出された応札役務仕様書については、２の(1)の役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、

審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札役務仕様書を提出した者は、この入札に参加することが

できない。

　(3) 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、個人情報の保護に関する定め並びにこの契約に係る

次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。

　(4) 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。

　(5) 詳細については入札説明書による。

10　Summary

　(1) Nature and quantity of the service to be required: Updating and management of Yamagata Prefectural 

telemeter system for monitoring atmosphere: 1 set

　(2) Time-limit for tender: 2:00 P.M. July 29,2013

　(3) Contact point for the notice: General Affairs Division,Environmental Science Research Center,2-1 

Tateokafueda 3-chome,Murayama-shi,Yamagata-ken 995-0024 Japan TEL 0237-52-3121

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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、山形県立河北病院総合医療情報システム（生

理検査部門）整備及び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。

　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25年６月18日

山形県立河北病院長　　多　　　田　　　敏　　　彦

１　入札の場所及び日時

　(1) 場所　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　　山形県立河北病院外来棟２階会議室

　(2) 日時　平成25年７月29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　山形県立河北病院総合医療情報システム（生理検査部門）整備及び保守業

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) 契約期間　契約の日から平成26年３月31日まで

　(4) 履行場所　山形県立河北病院

　(5) 入札方法　総価により行う。落札決定にあたっては、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
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を問わず、見積った契約金額の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)から(6)までに掲げる要件をすべて満たす者であること。ただし、共同企業体にあっては、(7)から(9)まで

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項に規定する者に該当しないこと。

　(2) 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）又は消費税を滞納していないこと。

　(3) 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。

　(4) 平成25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25年２月

15日付け県公報第2419号）により公示された資格を有すること。

　(5) 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。

　(6) 次のいずれにも該当しないこと。

　　イ　役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）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２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。

　　ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

　　ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員等を利用する等していること。

　　ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に

暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。

　　ホ　役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

　(7) 共同企業体のすべての構成員が(1)から(6)までの要件を満たしていること。

　(8) 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。

　(9) 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

　　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　山形県立河北病院医事経営課情報企画係

　　電話番号0237(73)3131

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、山形県病院事業局財務規程第121条に

より準用する山形県財務規則（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　落札者の決定の方法

　(1) 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。

　(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決

定する。この場合において、当該入札者のうちくじ引きに立ち会わない者またはくじを引かない者があるとき

は、その者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定する。

　(3) この入札は、山形県低入札価格調査制度を適用することから、(1)又は(2)により落札者となるべき者が予め

設定された低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った場合には、山形県立河北病院は調査を実施し、調

査の結果落札者とならない場合があり得る。この場合において、該当者は山形県立河北病院の行う調査に協力

することとする。

　(4) 落札決定の時までに３の入札参加者の資格を満たさなくなった者は、落札者としない。

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　一連の調達契約に係る事項
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　(1) 一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される役務の名称、数量及び入札の公告

の予定時期

　　イ　山形県立河北病院総合医療情報システム（自科検査ファイリング）整備及び保守業務　一式　平成25年７

月

　　ロ　山形県立河北病院総合医療情報システム（生体情報管理）整備及び保守業務　一式　平成25年７月

　(2) 一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の公告の日付　平成25年６月18日

10　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及び共同企業体にあっては３

の(7)に係る事項を証明する書類を、平成25年７月２日（火）正午までに山形県立河北病院医事経営課情報企

画係に提出すること。この場合において、申請書等を提出した者は、入札日の前日までに申請書等に関し説明

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、山形県立河北病院の都合により、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。

11　Summary

　(1) Nature and quantity of the services to be required: Development and maintenance of the system of Physi-

ology inspection that is connected to the Comprehensive Medical Information System of Kahoku Prefectural 

Hospital 1 set

　(2) Time-limit for tender: 10:00 A.M. July 29,2013

　(3) Contact point for the notice: Management Division,Kahoku Prefectural Hospital,111 Aza Gassando, 

Yachi,Kahoku-cho,Nishimurayama-gun,Yamagata-ken 999-3511 Japan TEL0237-73-3131 
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