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山形県告示第801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９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成25年９月６日（金）

第2476号

毎 週 火・金 曜 日 発 行

 目　　　　　次 

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

ひ ま わ り デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 山形市松栄一丁目２番31号 平成25. 6. 1

な り は ら 歯 科 医 院 山形市陣場新田字日渡579番地の３ 同　　　7. 1
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山形県告示第802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９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第803号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第804号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定により、指定介護予防サービス事業者を次のとおり指

定した。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第805号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により定めた県営高安地区ため池等整備事業計画を変

更したので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営高安地区土地改良事業（ため池等整備事業）変更計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　　高畠町役場

３　縦覧に供する期間

　　平成25年９月６日から同年10月８日まで

４　その他

　　この告示に係る計画の変更に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

申し出ることができる。

　　この決定については、取消しの訴えを提起することはできず、上記の異議申立てについての決定に対しての

み、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、異議申立てについての決

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

陣 場 成 原 歯 科 医 院 山形市陣場新田字日渡579番地の３ 平成25.6.15

指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

株式会社マイウェイ
ポラリスデイサービスセンター松が岬

米沢市松が岬一丁目１番26号
通 所 介 護 平成25. 8.27

指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

株式会社マイウェイ
ポラリスデイサービスセンター松が岬

米沢市松が岬一丁目１番26号
介護予防通所介護 平成25. 8.27
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定のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、取消しの訴えを提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第806号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成25年８月26日　　指令村総建第194号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　東根市本丸南一丁目１番２、１番11、１番12、１番13

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　東根市大字野川2074番地の99

　　社会福祉法人東根福祉会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第807号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成25年３月29日　　指令最総建第23号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　新庄市大字松本字北浦151番１、新庄市大字仁間字金沢堺182番１、182番14、182番15

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　新庄市新町２番15号

　　株式会社新庄開発センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第808号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建築課及び南陽市役所において縦覧に供する。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定の番号　　私道置総建第317号

２　指定の場所　　南陽市長岡字境田524番１の一部

３　道路の現況　　幅員6.0メートル、延長61.14メートル

４　指定年月日　　平成25年８月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第809号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成25年７月24日　　指令置総建第25号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　長井市小出字塔婆沢下一3445番１、3445番２、3445番３、3445番９、3445番10、3445番22、3453番１、3453番

３、3453番６、3453番15の一部、3453番16、3453番23、3453番24、3453番25、3453番26、3453番31、3453番37、

3453番39、3453番40、3453番41、3453番43、3453番54、3453番55、3453番59、3453番62、3453番64、3453番98、

3453番100、3453番101、3453番119、3453番132、3445番３地先

　長井市小出字塔婆沢下二3455番１、3455番４

　長井市小出字塔婆沢下三3457番１、3457番20、3457番21、3457番25、3457番33、3457番34、3458番８の一部

　長井市小出字金井神宅西3280番１、3280番３、3280番５、3280番６、3280番８、3280番９、3280番10、3280番
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12、3280番34、3280番38、3280番62、3284番１、3293番33、3293番34、3293番43、3280番５地先

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　長井市小出3453番地

　　社会福祉法人長井福祉会

 　　　　　　　　　　　　

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、県有地の売買について、一般競争入札を次の

とおり行う。

　　平成25年９月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　入札の場所及び期間並びに入札に付する物件及び予定価格

２　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) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実があった後３年を経過しない者で

ないこと。

　(3) 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る者でないこと。

　(4) 自己又は自社の役員等（法人の役員又は役員以外の者で支店若しくは営業所を代表する者をいう。）が次の

いずれにも該当しないこと。

イ　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。）

ロ　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（以下「暴力団」という。）又は暴力

団員を利用している者

ハ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又

は運営に協力し、又は関与している者

　　ニ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　(5) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。

　(6) 県が定めるインターネット公有財産売却ガイドライン並びにヤフー株式会社が定めるヤフーオークションに

関連する規約及びガイドラインの内容を承諾し、遵守していること。

３　契約条項を示す場所

　　公有財産売却システムによる。

４　入札保証金及び契約保証金

場　　　　　　　所 期　　　　　間 入 札 に 付 す る 物 件 予定価格

ヤフー株式会社が提供す

るインターネット公有財

産売却システム（以下

「公有財産売却システ

ム」という。）による。

平成25年10月10日（木）

午後１時から

同月17日（木）午後１時

まで

山形市東原町一丁目117番２

宅地　91.81平方メートル
1,770,000円

村山市楯岡大沢川3607番１

宅地　946.63平方メートル
11,300,000円

長井市ままの上2078番６

宅地　167.48平方メートル
2,120,000円

長井市大町154番12

宅地　815.21平方メートル
6,900,000円
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５　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及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

６　落札者の決定の方法

　山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）第120条第１項の規定により作成された予定価格以上で最も高

額な価格で入札（有効な入札に限る。）をした者を落札者とする。　

７　その他

(1) この公告による入札に参加を希望する者は、公有財産売却システムにより参加の仮申込みの手続きを行った

うえで、所定の申込書を平成25年９月６日（金）午後１時から同月26日（木）午後２時までの間に山形県総務部

管財課まで提出すること（郵送の場合は、平成25年９月26日（木）までの消印のあるものに限り受け付ける。）。

(2) 入札、入札条件及び契約に関する詳細については、山形県総務部管財課（電話023(630)2065）に問い合わせ

ること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、次のとおり収用の裁決手続の開始を決定した。

　　平成25年９月６日

山 形 県 収 用 委 員 会 　　　　　　　　

会　　長　　浜　　　田　　　　　　　敏

１　起業者の名称

　　山形県

２　事業の種類

　　県道鶴岡村上線道路改築工事（荒沢工区・山形県鶴岡市荒沢字笹根山地内）

３　裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

　　所在：山形県鶴岡市荒沢字笹根山

４　土地所有者の氏名及び住所

　　安達　知二

　　山形県鶴岡市荒沢字狩籠134番地

５　土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及び権利の種類

　　な　し

６　裁決手続の開始を決定した日

　　平成25年８月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入 札 に 付 す る 物 件 入札保証金 契約保証金

山形市東原町一丁目117番２

宅地　91.81平方メートル
177,000円 177,000円

村山市楯岡大沢川3607番１

宅地　946.63平方メートル
1,130,000円 1,130,000円

長井市ままの上2078番６

宅地　167.48平方メートル
212,000円 212,000円

長井市大町154番12

宅地　815.21平方メートル
690,000円 690,000円

地　番

地　目

公簿上の面積（㎡） 実測面積（㎡）
収用し、又は使用しよう

とする土地の面積（㎡）
公簿 現況

30番 山林 山林 587 587.85
(収用)  70.12

(使用)   なし

34番 山林 山林 1,129 1,129.16
(収用)  75.97

(使用)  42.13
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　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、一般撮影装置用ＤＲシステムの調達について、

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９月６日

山形県立中央病院長　　後　　　藤　　　敏　　　和

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　会議室２

　(2) 日　時　　平成25年10月16日（水）　午前９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数量　　一般撮影装置用ＤＲシステム　１式

　(2) 調達をする物品の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 納入期限　平成26年１月31日（金）

　(4) 納入場所　山形県立中央病院

　(5) 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

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。

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こと。

(2) 平成25年度山形県物品等及び特定調達契約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。

　(5) 当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る製造実績又は納入実績があることを証明できること。

(6) 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されていることを証明で

きること。

(7) ９の(1)により提出された仕様書により、基本的仕様及び特質等が満たされ、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

　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院経営戦略課調達室 　電話番号023(685)2623

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
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　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　契約の手続き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、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

並びに３の(5)及び(6)に係る事項を証する書類及び本件入札物件に係る仕様書その他必要な書類（以下「申請

書等」という。）を平成25年10月３日（木）午後４時までに契約事務を担当する部局に提出すること。

　　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当該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) 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: Digital X-ray Radiography System: 1

　(2) Time-Limit for tender: 9:30 A.M. October 16,2013

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

　Yamagata-shi,Yamagata-ken 990-2292 Japan TEL 023-685-2623

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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、ガンマカメラ装置の調達について、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９月６日

山形県立中央病院長　　後　　　藤　　　敏　　　和

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　会議室２

　(2) 日　時　　平成25年10月16日（水）　午前９時35分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品の名称及び数量　　ガンマカメラ装置　１式

　(2) 調達をする物品の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 納入期限　平成26年１月31日（金）

　(4) 納入場所　山形県立中央病院

(5) 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

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。

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こと。

(2) 平成25年度山形県物品等及び特定調達契約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。 
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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。

　(5) 当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る製造実績又は納入実績があることを証明できること。

(6) 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されていることを証明で

きること。

(7) ９の(1)により提出された仕様書により、基本的仕様及び特質等が満たされ、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

　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院経営戦略課調達室 　電話番号023(685)2623

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　契約の手続き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、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

並びに３の(5)及び(6)に係る事項を証する書類及び本件入札物件に係る仕様書その他必要な書類（以下「申請

書等」という。）を平成25年10月３日（木）午後４時までに契約事務を担当する部局に提出すること。

  　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当該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) 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: Gamma Camera System: 1

　(2) Time-Limit for tender: 9:35 A.M. October 16,2013

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

　　Yamagata-shi,Yamagata-ken 990-2292 Japan TEL 023-685-2623

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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、３Ｄ画像解析シミュレーション装置の調達に

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９月６日

山形県立中央病院長　　後　　　藤　　　敏　　　和

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　会議室２

　(2) 日　時　　平成25年10月16日（水）　午前９時40分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品の名称及び数量　　３Ｄ画像解析シミュレーション装置　１式
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　(2) 調達をする物品の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 納入期限　平成26年１月31日（金）

　(4) 納入場所　山形県立中央病院

(5) 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

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。

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こと。

(2) 平成25年度山形県物品等及び特定調達契約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。

　(5) 当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る製造実績又は納入実績があることを証明できること。

(6) 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されていることを証明で

きること。

(7) ９の(1)により提出された仕様書により、基本的仕様及び特質等が満たされ、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

　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院経営戦略課調達室 　電話番号023(685)2623

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　契約の手続き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、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

並びに３の(5)及び(6)に係る事項を証する書類及び本件入札物件に係る仕様書その他必要な書類（以下「申請

書等」という。）を平成25年10月３日（木）午後４時までに契約事務を担当する部局に提出すること。

  　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当該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。
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(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、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) 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: 3D image Analysis simulation System: 1

　(2) Time-Limit for tender: 9:40 A.M. October 16,2013

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

　　Yamagata-shi,Yamagata-ken 990-2292 Japan TEL 023-685-2623


