
令和２(2020)年
７月21日(火)
第123号

令和２（2020）年７月21日　火曜日（679）

告 示
栃木県告示第420号
　次の軽油引取税免税証は、令和２（2020）年７月９日から無効とした。
　　令和２（2020）年７月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

免税証の
種 類

免税
用途

免 税 証 の
記号及び番号 枚 数 有 効 期 間

免 税 証 に
記 載 さ れ た
販 売 業 者 の
住 所 氏 名

免 税 証 を
交 付 し た
県税事務所名

無効の
事 由

20㍑券

農業

A0470043418
A0470043419 ２枚

R２（2020）.１.１
～

R２（2020）.12.31

足利市
（株）ENEOS
ウィング

栃 木 県
安足県税事務所 紛 失18㍑券

A0370006024
～

A0370006124
A0370006126
A0370006127
A0370006129
A0370006130
A0370006132
A0370006139
A0370006141
A0370006148
A0370006150

～
A0370006172

132枚

10㍑券
A0270016795
A0270016796

２枚

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第421号
　次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規定により告示す
る。
　　令和２（2020）年７月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
那須塩原市関谷字日の出1610-４・1621-２・1621-21（以上の３筆について次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的
風害の防備

３　解除の理由
指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。）
（森林整備課）　

　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公の施設に係る指定管理者の募集
　栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第３条第１項
の規定により、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を次のとおり公募する。
　　令和２（2020）年７月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　公の施設の設置の目的、規模その他該当公の施設の概要に関する事項
⑴　名称
栃木県県民の森

⑵　所在地
矢板市長井2927外

⑶　設置の目的
自然に親しむ環境を県民に提供することにより豊かな情操の涵

かん

養と健康の増進を図る。
⑷　規模等
①　敷地面積　982ha
②　施設　森林学習展示施設（森林展示館、全国育樹祭記念緑地、遊歩道等）、キャンプ施設等

２　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項
⑴　管理の基準
利用期間、利用時間その他の項目について公募要領に記載したとおりとする。

⑵　業務の範囲
①　栃木県県民の森の施設の維持管理に関する業務
②　栃木県県民の森の運営に関する業務
③　上記に附帯する業務

３　指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格に関する事項
　指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体であること、その他公募要領に
記載した資格を満たすものとする。
４　指定管理者として指定する期間に関する事項
令和３（2021）年４月１日から令和８（2026）年３月31日までの５年間とする。（予定）

５　指定管理者の候補者の選定の方法に関する事項
　提出された申請書を基に栃木県県民の森指定管理者選考委員会で選考を行い、その意見を聴いた上で、知
事が指定管理者の候補者を選定する。
６　指定申請の受付期間等
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　令和２（2020）年８月21日（金）から同年９月23日（水）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
の午前８時30分から午後５時15分まで（持参、郵送ともに同月23日午後５時15分担当部局宛て必着とす
る。）
７　担当部局
〒320-8501　宇都宮市塙田１-１-20　栃木県庁本館12階西側
栃木県環境森林部自然環境課自然公園担当
電話 028-623-3211  FAX 028-623-3212　E-mail shizen-kankyou@pref.tochigi.lg.jp

８　その他
公募要領は、担当部局に備え置くとともに、栃木県ホームページからダウンロードできる。
（http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/02kenmori.html）

（自然環境課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、鹿沼市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和２（2020）年７月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量　座標補正（地図情報レベル2,500）
　　　　　数値修正（地図情報レベル2,500）

２　作業地域
鹿沼市都市計画区域内

３　作業期間
令和２（2020）年７月１日から令和３（2021）年３月10日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年７月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入物品等の件名及び数量　排水ポンプ車　１台
⑵　購入物品等の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　令和３（2021）年２月26日（金）
⑷　納入場所　栃木土木事務所　小山詰所（栃木県小山市犬塚３-１-１）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
大分類「機械器具、車両類」、小分類「車両」

⑶　令和２（2020）年９月７日（月）から同月15日（火）までの間において、栃木県競争入札参加資格者指
名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であ
ること。

３　入札の手続等
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⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県会計局会計管理課　物品調達室　電話 028-623-2091　FAX 028-623-2080

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和２（2020）年７月21日（火）から同年８月31日（月）まで栃木県ホームページ上で公開する。
　　なお、来庁による交付の場合は、同期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午まで
及び午後１時から午後４時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限、提出場所及び提出方法
　令和２（2020）年９月７日（月）午後４時までに、⑴の場所に、郵送（書留郵便）により提出するこ
と。郵送が困難な場合は持参も可とする。
イ　開札の日時及び場所
　令和２（2020）年９月15日（火）午前10時
　栃木県会計局会計管理課入札室（栃木県庁東館３階・入札室１）
　当該入札に関係のない職員が立ち会った上で開札することとし、入札参加者の立会いは求めないもの
とする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日までに⑴に連絡し、代理人が立ち会う場合は委
任状を持参することとする。

⑷　入札の方法
１の⑴の件名で、総価で入札に付する。

⑸　入札書の記載方法等
　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10に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。）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、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法
　令和２（2020）年７月21日（火）から同年８月31日（月）午前11時までに⑴の場所に電子メール等に
より提出し、審査を受けなければならない。また、入札参加申請書等の原本を入札書の受領期限までに
⑴の場所に提出すること。
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年９月２日（水）までに通知する。

４　その他
⑴　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
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項
　この入札に参加を希望する者は、封印した入札書に会計管理課が交付する仕様書に基づき作成した納入
物品仕様書を添付し、入札書の受領期限までに３の⑴の場所に、郵送（書留郵便）により提出しなければ
ならない。郵送が困難な場合は持参も可とする。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県県土整備部河川課長が、入札者の作成した納入物品仕様書をイの技術審査基準によ
り審査し、採用し得ると判断した納入物品仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とす
る。
イ　技術審査基準　納入物品仕様書が、会計管理課で交付する仕様書に示す事項を満たしており、使用目
的等に適合すると認められるものであること。

⑸　入札の無効
　入札書の受領期限までに指定された場所に到着しない場合、２の入札参加資格のない者の提出した入札
書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県
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規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入札書は無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:

1 Units of drainage pump car
⑵　Time and Date of bidding:

4:00 p.m., September 7, 2020
⑶　Information is available at:
Contract Administration and Procurement Office,
Management and Accounting Division,
Accounting Bureau,
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
TEL 028-623-2091
FAX 028-623-2080
E-mail kaikei-b@pref.tochigi.lg.jp

　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年７月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入物品等の件名及び数量　電気バス　　１台
　　　　　　　　　　　　　急速充電器　１台

⑵　購入物品等の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　電気バス　　令和３（2021）年３月19日（金）
　　　　　急速充電器　令和３（2021）年２月26日（金）

⑷　納入場所　赤沼車庫（栃木県日光市中宮祠2494）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
大分類「機械器具、車両類」、小分類「車両」

⑶　令和２（2020）年９月７日（月）から同月15日（火）までの間において、栃木県競争入札参加資格者指
名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であ
ること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県会計局会計管理課　物品調達室　電話 028-623-2091　FAX 028-623-2080

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和２（2020）年７月21日（火）から同年８月31日（月）まで栃木県ホームページ上で公開する。
　なお、来庁による交付の場合は、同期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午まで



（684） 栃 木 県 公 報 第123号令和２（2020）年７月21日　火曜日

及び午後１時から午後４時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限、提出場所及び提出方法
　令和２（2020）年９月７日（月）午後４時までに、⑴の場所に、郵送（書留郵便）により提出するこ
と。郵送が困難な場合は持参も可とする。
イ　開札の日時及び場所
令和２（2020）年９月15日（火）午前10時30分
栃木県会計局会計管理課入札室（栃木県庁東館３階・入札室１）
　当該入札に関係のない職員が立ち会った上で開札することとし、入札参加者の立会いは求めないもの
とする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日までに⑴に連絡し、代理人が立ち会う場合は委
任状を持参することとする。

⑷　入札の方法
１の⑴の件名で、総価で入札に付する。

⑸　入札書の記載方法等
　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10に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。）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、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法
　令和２（2020）年７月21日（火）から同年８月31日（月）午前11時までに⑴の場所に電子メール等に
より提出し、審査を受けなければならない。また、入札参加申請書等の原本を入札書の受領期限までに
⑴の場所に提出すること。
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年９月２日（水）までに通知する。

４　その他
⑴　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
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項
　この入札に参加を希望する者は、封印した入札書に会計管理課が交付する仕様書に基づき作成した納入
物品仕様書を添付し、入札書の受領期限までに３の⑴の場所に、郵送（書留郵便）により提出しなければ
ならない。郵送が困難な場合は持参も可とする。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県環境森林部自然環境課長が、入札者の作成した納入物品仕様書をイの技術審査基準
により審査し、採用し得ると判断した納入物品仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象
とする。
イ　技術審査基準　納入物品仕様書が、会計管理課で交付する仕様書に示す事項を満たしており、使用目
的等に適合すると認められるものであること。

⑸　入札の無効
　入札書の受領期限までに指定された場所に到着しない場合、２の入札参加資格のない者の提出した入札
書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県
規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入札書は無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
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５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:

1 Units of electrical bus
1 Units of quick charger

⑵　Time and Date of bidding:
4:00 p.m., September 7, 2020

⑶　Information is available at:
Contract Administration and Procurement Office,
Management and Accounting Division,
Accounting Bureau,
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
TEL 028-623-2091
FAX 028-623-2080
E-mail kaikei-b@pref.tochigi.lg.jp

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年７月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　基盤サーバ機器　一式
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　令和３（2021）年２月１日（月）から令和10（2028）年１月31日（月）まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除された
ときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県警察本部及び各警察署等
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類Ｎ通信、情報処理２情報関連
サービス又は大分類Ｐその他のサービス２リース、レンタルの入札参加資格を有するものと決定された者
であること。
⑶　令和２（2020）年９月１日（火）から同月２日（水）までの間において、栃木県競争入札参加資格者指
名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であ
ること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県警察本部警務部会計課出納係　電話 028-621-0110（内線2258）

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和２（2020）年７月21日（火）から同年８月31日（月）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）の午前９時から午後５時まで３の⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限及び提出場所　令和２（2020）年９月１日（火）午後５時までに３の⑴の場所に持
参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で３の⑴の場所へ郵送すること。）
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

イ　開札の日時及び場所　令和２（2020）年９月２日（水）午前10時　栃木県警察本部庁舎２階入札室
⑷　入札方法　１の⑴の件名の月額リース料で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　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10に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）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、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　令和２（2020）年７月21日（火）から同年８
月28日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までに３の⑴の場所に
持参又は郵送すると。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で３の⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年８月31日（月）までに通知する。

４　その他
⑴　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
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、警察本部警務部会計課で交付する基盤サー
バ機器仕様書に基づき作成した書類を３の⑹のアの提出期限までに栃木県警察本部警務部情報管理課企画
係に提出しなければならない。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県警察本部警務部情報管理課長が、入札者の作成した４の⑶の書類を４の⑷イの技術
審査基準により審査し、採用し得ると判断した４の⑶の書類を提出した入札者の入札書のみを落札決定
の対象とする。
イ　技術審査基準　入札者の作成した４の⑶の書類が、警察本部警務部会計課で交付する基盤サーバ機器
仕様書に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであること。
ウ　技術審査結果の通知　令和２（2020）年８月31日（月）までに通知する。
⑸　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑹　落札者の決定方法　４の⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃
木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
⑼　契約形態　ファイナンスリースとする。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:

1 set of Foundation server equipment
⑵　Time and Date of bidding:

5:00 p.m., September 1, 2020
⑶　Information is available at:
Treasurer Section,
Accounting Division,
Department of Police Administration,
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8510 TEL. 028-621-0110(extension2258)

（警察本部警務部会計課）　
　───────────────────────────────────────────────


