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平成21年２月27日（金）

第2022号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行

規　　　　　則

　○山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修学資金貸与条例施行規則を廃止する

　　規則…………………………………………………………………………………………（健康福祉企画課）…149

告　　　　　示

　○山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程………………………（児童家庭課）…150

　○漁船損害等補償法施行令の規定による付保義務の同意を求めるための事前届出………（農政企画課）… 同

　○土地改良区の役員の住所変更の届出…………………………………………（村山総合支庁農村計画課）… 同

　○道路の区域の変更………………………………………………………………（村山総合支庁建設総務課）…151

　○同　　　　　　　………………………………………………………………（置賜総合支庁建設総務課）… 同

　○県道の供用の開始………………………………………………………………（　　　　　同　　　　　）… 同

　○開発行為に関する工事の完了………………………………………………………（村山総合支庁建築課）… 同

　○県証紙売りさばき人の指定……………………………………………………………………（出　納　局）…152

公　　　　　告

　○公立大学法人に承継させる権利及び義務……………………………………………………（学術振興課）… 同

　○一般競争入札の公告……………………………………………………………………………（公安委員会）… 同

　○同　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…153

　○同　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…154

　○同　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…155

　○同　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…156

　○同　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…157

　○同　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…158

　○同　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…159

  規　　　　　則  

　山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修学資金貸与条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第10号

　　　山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修学資金貸与条例施行規則を廃止する規則

　山形県理学療法士、作業療法士及び視能訓練士修学資金貸与条例施行規則（昭和50年３月県規則第17号）は、廃

止する。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

目 次
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  告　　　　　示  

山形県告示第152号

　山形県保育所整備資金利子補助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21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程（昭和53年10月県告示第1855号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「年0.75パーセント」を「年0.80パーセント」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21年２月12日から適用する。

２　平成21年２月12日前に借り入れられた借入金に係る利子補助金の額の算定の際融資残高に乗ずる割合について

は、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第153号

　漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により、加入区の区域内に住所を有する指

定漁船の所有者はすべてその所有する指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意を求めることにつ

いて、次のとおり届出があった。

　なお、届出に係る指定漁船調書を、平成21年２月27日から同年３月13日までの間山形県漁業協同組合において縦

覧に供する。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　発起人の住所及び氏名

　　酒田市飛島字法木乙202番地 　　　池　田　幸一郎

　　同　　　　字勝浦甲52番地１号　　本　間　幸　吉

　　同　　　　字中村甲90番地　　　　佐　藤　長　作

　　同　　　　字法木乙272番地 　　　斎　藤　半　一

２　加入区の名称

　　飛島加入区

３　漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする漁業協同組合の名称

　　山形県漁業協同組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第154号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、寒河江川土地改良区の次の役員の住所に次の

とおり変更があった旨の届出があった。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　　　　　　　　　　　　所
　氏　　　　　　　　名　

理 事 及 び

監 事 の 別 変　　更　　後変　　更　　前

寒河江市仲谷地二丁目15

番地の８

寒河江市仲谷地二丁目14

番地の４
髙 橋 龍 一理 事
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山形県告示第155号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成21年２月27日から同年３月12日まで縦覧に供す

る。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　山形上山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第156号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成21年２月27日から同年３月12日まで縦覧に供す

る。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　原中川停車場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第157号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成21年２月27日から同年３月12日まで縦覧に供す

る。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　原中川停車場線

２　供用開始の区間　　南陽市金山字小原3979番５から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　3975番１まで

３　供用開始の期日　　平成21年２月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第158号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

525
メートル18.2～  

9.2
旧

上山市弁天二丁目530番１から

同　　弁天一丁目492番１まで

同　上
メートル49.3～  

7.5
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

27
メートル9.5～  

6.0
旧

南陽市金山字小原3976番１から

同　　　　　　　3975番１まで
メートル

43
メートル13.0～  

6.0
新

南陽市金山字小原3979番５から

同　　　　　　　3975番１まで
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　　平成20年11月10日　　指令村総合建第5027号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　寒河江市大字寒河江字内の袋５－１、５－２、６、７、８－１、８－２、８－３、10－１

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　栃木県小山市大字卒島1293番

　　株式会社　カワチ薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第159号

　山形県証紙条例（昭和39年３月県条例第40号）第６条第１項の規定により、証紙の売りさばき人を次のとおり指

定した。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

  公　　　　　告  

　地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第66条第１項の規定により、平成21年４月１日に設立する公立大

学法人山形県立米沢女子短期大学及び公立大学法人山形県立保健医療大学に権利及び義務を承継させるので、関係

書類を次のとおり閲覧に供する。

　なお、異議がある債権者は、閲覧期間の満了の日までに書面で知事に申し出ることができる。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　閲覧に供する書類

　　資産及び負債に関する書類

２　閲覧期間

　　平成21年２月27日から同年３月30日まで

３　閲覧場所

　　山形市松波二丁目８番１号

　　山形県文化環境部学術振興課大学法人整備室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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、ウイルス対策ソフトライセンス更新等手続き

の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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　山形県警察本部101会議室（１階）

　(2) 日　時　平成21年３月23日（月）　午後１時30分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする手続きの名称及び数量

　　　トレンドマイクロ社TRSLガバメント版Ｌランクにおける下記ライセンスの平成21年４月１日から平成22年３

月31日までの使用許諾に係る更新及び新規取得手続き

　　　　Client/Server Suite         1,271ライセンス　（更新）

　　　　Client/Server Suite         　 20ライセンス　（新規取得）

　(2) 調達をする手続きの仕様等　入札説明書及び仕様書による。

指 定 年 月 日売りさばき所の所在地所　　　在　　　地名称及び代表者氏名

平成21. 2.18酒田市千石町二丁目３番20号酒田市北今町３番８号

特定非営利活動法人

酒田市障がい者福祉会

理事長　阿部　千惠子
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　(3) 履行場所　入札説明書による。

　(4) 入札方法　(1)の使用許諾期間に掲げる使用料の総価による。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) 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。

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　山形県警察本部警務部情報管理課　電話番号023(626)0110

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　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を平成21年３月10日（火）午後２

時までに山形県警察本部警務部情報管理課に提出すること。

　(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) 当該調達に係る予算が成立しない場合には、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、電子計算機の賃貸借及び保守の調達について、

一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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　山形県警察本部101会議室（１階）

　(2) 日　時　平成21年３月23日（月）　午後２時30分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品及び役務の名称並びに数量　電子計算機の賃貸借及び保守　一式

　(2) 調達をする物品及び役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 契約期間　平成21年４月１日から平成25年３月31日まで

　(4) 履行場所　入札説明書による。

　(5) 入札方法　(3)の契約期間に掲げる期間に相当する賃貸額の総価のうち、12か月分の賃借額に相当する金額

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

た契約期間に相当する賃借額の総価のうち、12か月分に相当する賃借額の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
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　　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) 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) 過去５か年の間に国、地方公共団体又は都道府県警察本部に当該賃貸物品と同様若しくは同等の物品等を一

括納入した実績があることを証明できること。

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　山形県警察本部警務部情報管理課　電話番号023(626)0110

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　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及び３の(5)に係る証明書、納入

仕様書その他必要な書類を平成21年３月10日（火）午後２時までに山形県警察本部警務部情報管理課に提出す

ること。

　(2) (1)により提出された納入仕様書については、調達する物品及び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) 当該調達に係る予算が成立しない場合には、この公告は効力を有しない。

　(6) 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、保管場所標章印字機の賃貸借及び保守の調達

について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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　山形県警察本部101会議室（１階）

　(2) 日　時　平成21年３月23日（月）　午後３時30分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品及び役務の名称並びに数量　保管場所標章印字機の賃貸借及び保守　一式

　(2) 調達をする物品及び役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 契約期間　平成21年４月１日から平成26年３月31日まで

　(4) 履行場所　入札説明書による。

　(5) 入札方法　(3)の契約期間に掲げる期間に相当する賃貸額の総価のうち、12か月分の賃借額に相当する金額

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

た契約期間に相当する賃借額の総価のうち、12か月分に相当する賃借額の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



山　　形　　県　　公　　報 第2022号平成21年２月27日（金曜日）

155

　　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) 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。

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　山形県警察本部警務部情報管理課　電話番号023(626)0110

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　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及び納入仕様書その他必要な書類

を平成21年３月10日（火）午後２時までに山形県警察本部警務部情報管理課に提出すること。

　(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。

　(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) 当該調達に係る予算が成立しない場合には、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、電子計算機等の賃貸借及び保守の調達につい

て、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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　山形県警察本部101会議室（１階）

　(2) 日時　平成21年３月23日（月）　午前11時　

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品及び役務の名称並びに数量　電子計算機等の賃貸借及び保守　一式

　(2) 調達をする物品及び役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 契約期間　平成21年４月１日から平成25年３月31日まで

　(4) 履行場所　入札説明書による。

　(5) 入札方法　(3)の契約期間に掲げる期間に相当する賃貸額の総価のうち、12か月分の賃貸額に相当する金額

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

た契約期間に相当する賃借額の総額のうち、12か月分に相当する賃借額の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) 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。
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　(5) 過去５か年の間に国、地方公共団体又は都道府県警察本部に当該賃貸物品と同様若しくは同等の物品等を一

括納入した実績があることを証明できること。

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等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　山形県警察本部生活安全部生活環境課　電話番号023(626)0110

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　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及び３の(5)に係る証明書、納入仕

様書その他必要な書類を平成21年３月10日（火）午後２時までに山形県警察本部生活安全部生活環境課に提出

すること。

　(2) (1)により提出された納入仕様書については、調達する物品及び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) 当該調達に係る予算が成立しない場合には、この公告は効力を有しない。

　(6) 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、山形県総合交通安全センター庁舎清掃業務の

調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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　山形県警察本部101会議室（１階）

　(2) 日時　平成21年３月24日（火）　午前11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　山形県総合交通安全センター庁舎清掃業務　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　平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

　(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

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) 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) 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。

　(6) ２の(1)の役務を履行する本店又は営業所等に関し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和

45年法律第20号）第12条の２第１項第１号に規定する事業の山形県知事の登録を受けていること。
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　(7) 5,000 ㎡ 以上の建築物において、過去５年以内に２の(1)の役務と同種の役務を履行した実績があることを

証明できること。この場合において、現に２の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務

に係る契約期間が平成21年３月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。

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

　　天童市大字高擶1,300番（山形県総合交通安全センター）　山形県警察本部交通部運転免許課

　　電話番号023(655)2150

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　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を平成21年３月11日（水）午

後３時までに山形県警察本部交通部運転免許課に提出すること。

　(2) この入札は、山形県低入札価格調査制度実施要綱の規定による低入札価格調査制度を適用する。

　(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並びに再委託の禁止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) 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。

　(6) 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、山形県総合交通安全センター機械設備保守点

検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21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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　山形県警察本部101会議室（１階）

　(2) 日時　平成21年３月25日（水）　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　山形県総合交通安全センター機械設備保守点検業務　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　平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

　(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

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) 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) 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。

　(6) 5,000 ㎡以上の建築物において、過去５年以内に２の(1)の役務と同種の役務を履行した実績があることを

証明できること。この場合において、現に２の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務

に係る契約期間が平成21年３月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。

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
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　　天童市大字高擶1,300番（山形県総合交通安全センター）　山形県警察本部交通部運転免許課

　　電話番号023(655)2150

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　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を平成21年３月11日（水）午

後３時までに山形県警察本部交通部運転免許課に提出すること。

　(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並びに再委託の禁止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、山形県総合交通安全センター設備運転管理業

務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成21年２月27日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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　山形県警察本部101会議室（１階）

　(2) 日時　平成21年３月25日（水）　午後４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　山形県総合交通安全センター設備運転管理業務　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　平成21年４月１日から平成24年３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12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、見積もった契約期間に

相当する料金の総額のうち12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) 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。

　(6) 5,000 ㎡以上の建築物において、過去５年以内に２の(1)の役務と同種の役務を履行した実績があることを

証明できること。この場合において、現に２の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務

に係る契約期間が平成21年３月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。

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

　　天童市大字高擶1,300番（山形県総合交通安全センター）　山形県警察本部交通部運転免許課

　　電話番号023(655)2150

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金  免除する。
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　(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　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を平成21年３月11日（水）午

後３時までに山形県警察本部交通部運転免許課に提出すること。

　(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。

　(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、村山警察署庁舎清掃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21年２月27日

山形県村山警察署長　　荒　　　生　　　光　　　男

１　入札の場所及び日時

　(1) 場所　村山市中央一丁目２番５号　　村山警察署　３階会議室

　(2) 日時　平成21年３月24日（火）　午前10時00分

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする役務の名称及び数量　村山警察署庁舎清掃業務　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　契約締結の日から平成22年３月31日まで

　(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

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) 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) 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。

　(6) ２の(1)の役務の履行に係る施設と同種の施設において、過去５年以内に当該役務と同種の役務を履行した

実績があることを証明できること。この場合において、現に２の(1)の役務と同種の役務を履行している場合

であって当該役務に係る契約期間が平成21年３月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績がある

ものとみなす。

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

　　村山市中央一丁目２番５号　山形県村山警察署会計課　電話番号0237－52－0110

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
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２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　その他

　(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を平成21年３月13日（金）午

前11時までに山形県村山警察署会計課に提出すること。

　(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及び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、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。

電話　 山形(631)2057   (631)2056
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