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山形県公報県　章

令和２年５月19日（火）

第105号

毎週火・金曜日発行
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○土地改良区の役員の退任の届出 �������������������（村山総合支庁農村計画課）�571

○土地改良区の役員の就任の届出 �������������������（ 同 ）�572

○土地改良区の定款変更の認可 ��������������������（ 同 ）�573
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教育委員会関係

告　　示

○山形県教育委員会５月定例会の招集 ������������������������������� 同

公　　　　　告

○特定非営利活動法人の設立の認証の申請 �����������������（村山総合支庁総務課）…同

○特定調達契約に係る落札者の公告 ���������������������（ＩＣＴ政策推進課）�574

○特定調達契約に係る随意契約の相手方の公告 ����������������（工業技術センター）…同
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○特定調達契約に係る落札者の公告 ������������������������（企 業 局）�576

告　　　　　示

山形県告示第409号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、小原土地改良区の次の役員が退任した旨の届

出があった。

　　令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　 村　　　美　栄　子　　　

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住　　　　　　　　　　　　所

理　　　　　　　　事 森　　　谷　　　仙　一　郎 天童市大字川原子1640番地

同 森　　　谷　　　正　　　秀 同　　　　　　　1291番地

同 矢　　　萩　　　和　　　広 同　　　　　　　1584番地

同 森　　　谷　　　健　　　一 同　　　　　　　1488－３番地

同 仲　　　野　　　照　　　男 同　　　　　　　1296番地

同 矢　　　萩　　　啓　　　三 同　　　　　　　1321番地
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同 矢　　　萩　　　正　　　巳 同　　　　　　　1641－４番地

同 矢　　　萩　　　道　　　雄 同　　　　　　　1708番地

同 矢　　　萩　　　久　　　男 同　　　　　　　1435番地

同 森　　　谷　　　孝　　　彦 同　　　　　　　1603番地

同 矢　　　萩　　　　　　　知 同　　　　　　　1313番地

監　　　　　　　　事 矢　　　萩　　　吉　　　美 同　　　　　　　1452－１番地

同 矢　　　萩　　　勝　　　雄 同　　　　　　　1729番地

山形県告示第410号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、小原土地改良区の役員に次の者が就任した旨

の届出があった。

　  令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　　村　　 美　栄　子　　　

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住　　　　　　　　　　　　所

理　　　　　　　　事 森　　　谷　　　仙　一　郎 天童市大字川原子1640番地

同 森　　　谷　　　正　　　秀 同　　　　　　　1291番地

同 矢　　　萩　　　和　　　広 同　　　　　　　1584番地

同 森　　　谷　　　健　　　一 同　　　　　　　1488－３番地

同 仲　　　野　　　照　　　男 同　　　　　　　1296番地

同 矢　　　萩　　　啓　　　三 同　　　　　　　1321番地

同 矢　　　萩　　　正　　　巳 同　　　　　　　1641－４番地

同 矢　　　萩　　　道　　　雄 同　　　　　　　1708番地

同 矢　　　萩　　　久　　　男 同　　　　　　　1435番地

同 森　　　谷　　　孝　　　彦 同　　　　　　　1603番地

同 矢　　　萩　　　　　　　知 同　　　　　　　1313番地

監　　　　　　　　事 矢　　　萩　　　吉　　　美 同　　　　　　　1452－１番地

同 矢　　　萩　　　勝　　　雄 同　　　　　　　1729番地
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山形県告示第411号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　土地改良区の名称

　　天童土地改良区

２　事務所の所在地

　　天童市大字矢野目2100番地

３　認可年月日

　　令和２年５月11日

山形県告示第412号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　土地改良区の名称

　　鶴子六沢土地改良区

２　事務所の所在地

　　尾花沢市大字六沢285番地

３　認可年月日

　　令和２年５月11日

教育委員会関係

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第７号

　山形県教育委員会５月定例会を次のとおり招集した。

　　令和２年５月19日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　　　　  

教 育 長　　菅　　　間　　　裕　　　晃　　　

１　招集の日時　　令和２年５月21日（木）　午後２時

２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　題

　(1) 山形県神室少年自然の家に係る指定管理者の募集について

　(2) 新型コロナウイルス感染症対策のための学校臨時休業の対応に係る臨時専決処理の承認について

公　　　　　告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　　村　　 美　栄　子　　　

１　申請のあった年月日

　　令和２年５月１日
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２ 　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人里山の水と緑を守る会

　(2) 代表者の氏名

　　　髙橋　金雄

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　北村山郡大石田町大字横山12番地

　(4) 定款に記載された目的

　　 　この法人は、大石田町において、里山を中心とした自然環境・歴史文化等の地域資源に関する事業等を行

い、町内の豊かな自然環境を守るとともに、地域の人々にも理解と活動への参加を促すことにより、連帯を深

め、ひいてはこの里山を守る活動が、災害からこの地域を守ることとなり、又、この活動を通して深まる人々

の連帯が災害救援にも寄与することを目的とする。 

  特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　　村　　 美　栄　子　　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量　

　　山形県県・市町村共同利用施設予約システム提供業務　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県みらい企画創造部ＩＣＴ政策推進課電子県庁・基幹ネット担当　山形市松波二丁目８番１号

　　電話番号023(630)3115

３　落札者を決定した日　令和２年５月８日

４　落札者の名称及び所在地

　　ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　東京都江東区新木場１丁目18番７号

５　落札金額　49,500,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定による公告を行った日

　　令和２年３月17日

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　随意契約に係る物品等の名称及び予定数量

　　山形県工業技術センター庁舎に係る電力の供給

　　契約電力　470キロワット、使用電力量1,419,838キロワットアワー

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県工業技術センター総務課　山形市松栄二丁目２番１号　電話番号023(644)3222

３　随意契約の相手方を決定した日　令和２年３月23日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地　株式会社やまがた新電力　山形市平清水一丁目１番75号
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５　随意契約に係る契約金額

　　（契約電力に対する単価）

期　　　　　　　　　　間 基本料金単価（1kW につき）

令和２年４月１日～令和３年３月31日 1,627.77円

　　（使用電力量に対する単価）

期　　　　　　　　　　間 電力量料金単価（1kWh につき）

令和２年４月１日～令和３年３月31日

夏季 16.81円

その他季 15.62円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１号該当

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和２年５月19日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　随意契約に係る物品等の名称及び予定数量

　　山形県高度技術研究開発センター庁舎に係る電力の供給

　　契約電力　510キロワット、使用電力量1,196,296キロワットアワー

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県高度技術研究開発センター総務調整課　山形市松栄二丁目２番１号　電話番号023(644)3222

３　随意契約の相手方を決定した日　令和２年３月23日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地　株式会社やまがた新電力　山形市平清水一丁目１番75号

５　随意契約に係る契約金額

　　（契約電力に対する単価）

期　　　　　　　　　　間 基本料金単価（1kW につき）

令和２年４月１日～令和３年３月31日 1,627.77円

　　（使用電力量に対する単価）

期　　　　　　　　　　間 電力量料金単価（1kWh につき）

令和２年４月１日～令和３年３月31日

夏季 16.81円

その他季 15.62円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１号該当
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　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和２年５月19日

山形県企業管理者　　髙　　　橋　　　広　　　樹　　　

１　落札に係る物品等の名称及び予定数量

　　水道用ポリ塩化アルミニウム　1,339,000キログラム

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県企業局村山電気水道事務所総務課　西村山郡西川町大字吉川10番５　電話番号0237(74)3207

３　落札者を決定した日　令和２年３月24日

４　落札者の名称及び所在地

　　東北化学薬品株式会社山形支店　東根市神町南二丁目３番14号

５　落札金額　17.49円（１キログラムあたり）

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定による公告を行った日

　　令和２年２月７日


