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告 示

栃木県告示第702号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成20年12月５日から平成21年１月５日まで一

般の縦覧に供する。

平成20年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

道路の種類　県道

路　線　名　主要地方道　足利千代田線

道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

(メートル)
延　　長
(メートル) 備　考

３８

前
足利市堀込町字原2095-4から
足利市堀込町字原2097-1まで

16.5～26.0 83.5

後
足利市堀込町字原2095-4から
足利市堀込町字原2097-1まで

16.5～27.5 83.5

栃木県告示第703号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成20年12月５日から平成21年１月５日まで一

般の縦覧に供する。

平成20年12月5日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一
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（道路保全課）

整理番号 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 供用開始の期日

４４
主 要 地 方 道
栃 木 二 宮 線

芳賀郡二宮町大字長沼2763から
芳賀郡二宮町大字古山1596-1まで

平成20年12月５日

２０１
一 般 県 道
作 原 田 沼 線

佐野市白岩町字小白岩口176-1から
佐野市白岩町字下高谷25-5まで

平成20年12月５日

栃木県告示第704号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第18条第1項の規定により、都市計画

を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示する。

なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、その関係図書を縦覧に供する。

平成20年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

Ⅰ

１　都市計画の種類及び名称　

宇都宮都市計画道路３・３・１号鹿沼宇都宮線

２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分

宇都宮市西原３丁目、一条４丁目、花房２丁目、新町１丁目及び下栗町の各一部

３　縦覧場所

栃木県県土整備部都市計画課及び宇都宮市都市開発部都市計画課

Ⅱ

１　都市計画の種類及び名称

足利佐野都市計画道路３・５・２１２号奈良渕堀米線

２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分

佐野市堀米町の一部

３　縦覧場所

栃木県県土整備部都市計画課及び佐野市都市建設部都市計画課

（都市計画課）

公 告

○大規模小売店舗の新設の届出

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により大規模小売店舗の新設に関する届

出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。

なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、平成21年４月６日までに知事に意見書を提出す

ることができる。

平成20年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

ケーズデンキ西那須野パワフル館

那須塩原市太夫塚一丁目194番地24外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

有限会社石沢モーターワークス



那須塩原市太夫塚一丁目194番地22

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称

株式会社ケーズホールディングス

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成21年７月22日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

3,811㎡

６　駐車場及び駐輪場の収容台数

駐車場　157台

駐輪場 86台

７　荷さばき施設の面積

107㎡

８　廃棄物等の保管施設の容量

48ｍ3

９　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

開店時刻　午前10時

閉店時刻　午後９時

10 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時30分から午後９時30分まで

11 駐車場の自動車の出入口の数

３か所

12 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後９時まで

13 届出年月日

平成20年11月21日

14 縦覧場所

栃木県産業労働観光部経営支援課

○大規模小売店舗の新設の届出に係る県の意見の概要

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小

売店舗の新設に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成21年

１月５日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。

平成20年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

アクロスプラザ西那須野

那須塩原市太夫塚六丁目232番地8外

２　法第８条第４項の規定による意見の概要

意見なし

（経営支援課）

○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、壬生町長から

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。

平成20年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

平成20年12月５日　金曜日 第2028号（951）栃　木　県　公　報



１　作業種類

公共測量（固定資産税航空写真撮影）

２　作業地域

下都賀郡壬生町全域

３　作業期間

平成20年10月23日から平成21年3月10日まで

（監理課）

○土地区画整理組合理事の退任

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、次のとおり土地区画整理組合の理事

について退任した旨の届出があったので、同条第２項の規定により公告する。

平成20年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　

土地区画整理
組 合 名

真 岡 市 長 田
土地区画整理組合

氏　　　名

大　手　正　雄

住　　　　　　　　　　　所

真岡市台町4170番地8

届出年月日

平成20年11月14日

(都市計画課）

収 用 委 員 会

○公示送達

土地収用法第６６条第３項の規定に基づき下記の者に送達すべき書類は、当収用委員会事務局（栃木県県土

整備部用地課）において保管してあるので、出頭のうえその交付を受けてください。

記

１　送達を受けるべき者

住所　不明

ただし、登記記録上の住所　東京都新宿区西新宿三丁目９番３号

氏名　協栄開発株式会社

代表者　不明

２　公示送達に係る土地の所在及び地番

栃木県那須塩原市鹿野崎字戸屋前34番82

３　送達すべき書類の名称

平成20年11月26日付け栃収平成20年第１号による権利取得及び明渡裁決書

（注意）上記書類を受領しないときは、平成20年12月25日の終了をもってその書類の送達があったものとみ

なされます。

平成20年12月５日

栃木県収用委員会

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。

平成20年12月5日

栃木県下水道管理事務所長　　郷　　間　　忠　　夫

（952）平成20年12月５日　金曜日 第2028号栃　木　県　公　報



Ⅰ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センター運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県日光市町谷1818 鬼怒川上流浄化センター　外

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場等の運転操作業務を平成18年度から２か年元請けとして履

行した実績（共同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であるこ

と。

ア 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設又は同等以上の処理方法を用いる

水処理施設

イ　汚泥消化設備を有する汚泥処理施設

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前10時

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

平成20年12月５日　金曜日 第2028号（953）栃　木　県　公　報



(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３

日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月17日（水） 午前10時から

栃木県日光市町谷1818 鬼怒川上流浄化センター 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。
イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の
変更等を行うことがある。
ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
(1) Nature and quantity of the products to be purchased:

Operations Consignment by the Kinugawa Joryu Purification Center for work on the
Kinugawa Upstream River Basin Sewers

(2) Time and Date of Bidding:
Monday, 10:00 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:
General Affairs Division,
Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office
1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 
TEL. 0285-53-5694

（954）平成20年12月５日　金曜日 第2028号栃　木　県　公　報



Ⅱ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

巴波川流域下水道巴波川浄化センター運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県栃木市城内町2-57-62 巴波川浄化センター　外

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場等の運転操作業務を平成18年度から２か年元請けとして履

行した実績（共同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であるこ

と。

ア 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設又は同等以上の処理方法を用いる

水処理施設

イ　汚泥消化設備を有する汚泥処理施設

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前10時15分

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
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(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３

日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月18日（木） 午後２時から

栃木県栃木市城内町2-57-62 巴波川浄化センター 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。

イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の

変更等を行うことがある。

ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:

Operations Consignment by the Uzumagawa Purification Center for work on the

Uzumagawa River Basin Sewers

(2) Time and Date of Bidding:

Monday, 10:15 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:

General Affairs Division,

Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office

1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 

TEL. 0285-53-5694
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Ⅲ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

北那須流域下水道北那須浄化センター運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県大田原市宇田川1790-1 北那須浄化センター　外

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場等の運転操作業務を平成18年度から２か年元請けとして履

行した実績（共同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であるこ

と。

ア 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設又は同等以上の処理方法を用いる

水処理施設

イ　汚泥消化設備を有する汚泥処理施設

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前10時30分

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
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(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３

日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月17日（水） 午後２時から

栃木県大田原市宇田川1790-1 北那須浄化センター 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。

イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の

変更等を行うことがある。

ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:

Operations Consignment by the Kita Nasu Purification Center for work on the

Northern Nasu River Basin Sewers

(2) Time and Date of Bidding:

Monday, 10:30 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:

General Affairs Division,

Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office

1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 

TEL. 0285-53-5694

（958）平成20年12月５日　金曜日 第2028号栃　木　県　公　報



Ⅳ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

鬼怒川上流流域下水道中央浄化センター運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県河内郡上三川町多功1159 中央浄化センター　外

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場等の運転操作業務を平成18年度から２か年元請けとして履

行した実績（共同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であるこ

と。

ア 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設又は同等以上の処理方法を用いる

水処理施設

イ　汚泥消化設備を有する汚泥処理施設

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前10時45分

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

平成20年12月５日　金曜日 第2028号（959）栃　木　県　公　報



(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３

日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月16日（火） 午後２時から

栃木県河内郡上三川町多功1159 中央浄化センター 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。

イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の

変更等を行うことがある。

ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:

Operations Consignment by the Chuo Purification Center for work on the

Kinugawa Upstream River Basin Sewers

(2) Time and Date of Bidding:

Monday, 10:45 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:

General Affairs Division,

Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office

1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 

TEL. 0285-53-5694

（960）平成20年12月５日　金曜日 第2028号栃　木　県　公　報



Ⅴ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

渡良瀬川下流流域下水道大岩藤浄化センター運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県下都賀郡藤岡町藤岡4018 大岩藤浄化センター　外

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場等の運転操作業務を平成18年度から２か年元請けとして履

行した実績（共同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であるこ

と。

ア 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設又は同等以上の処理方法を用いる

水処理施設

イ　汚泥消化設備を有する汚泥処理施設

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前11時

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

平成20年12月５日　金曜日 第2028号（961）栃　木　県　公　報



(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３

日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月19日（金） 午前10時から

栃木県下都賀郡藤岡町藤岡4018 大岩藤浄化センター 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。

イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の

変更等を行うことがある。

ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:

Operations Consignment by the Oiwafuji Purification Center for work on the

Watarase Downstream River Basin Sewers

(2) Time and Date of Bidding:

Monday, 11:00 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:

General Affairs Division,

Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office

1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 

TEL. 0285-53-5694

（962）平成20年12月５日　金曜日 第2028号栃　木　県　公　報



Ⅵ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

渡良瀬川下流流域下水道思川浄化センター運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県下都賀郡野木町野木2252-2 思川浄化センター　外

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場等の運転操作業務を平成18年度から２か年元請けとして履

行した実績（共同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であるこ

と。

ア 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設又は同等以上の処理方法を用いる

水処理施設

イ　汚泥消化設備を有する汚泥処理施設

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前11時15分

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

平成20年12月５日　金曜日 第2028号（963）栃　木　県　公　報



(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３

日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月19日（金） 午後２時から

栃木県下都賀郡野木町野木2252-2 思川浄化センター 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。

イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の

変更等を行うことがある。

ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:

Operations Consignment by the Omoigawa Purification Center for work on the

Watarase Downstream River Basin Sewers

(2) Time and Date of Bidding:

Monday, 11:15 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:

General Affairs Division,

Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office

1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 

TEL. 0285-53-5694

（964）平成20年12月５日　金曜日 第2028号栃　木　県　公　報



Ⅶ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

渡良瀬川上流流域下水道秋山川浄化センター運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県佐野市植下町3300 秋山川浄化センター　外

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場等の運転操作業務を平成18年度から２か年元請けとして履

行した実績（共同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であるこ

と。

ア 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設又は同等以上の処理方法を用いる

水処理施設

イ　汚泥消化設備を有する汚泥処理施設

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前11時30分

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

平成20年12月５日　金曜日 第2028号（965）栃　木　県　公　報



(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３

日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月18日（木） 午前10時から

栃木県佐野市植下町3300 秋山川浄化センター 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。

イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の

変更等を行うことがある。

ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:

Operations Consignment by the Akiyamagawa Purification Center for work on the

Watarase Upstream River Basin Sewers

(2) Time and Date of Bidding:

Monday, 11:30 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:

General Affairs Division,

Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office

1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 

TEL. 0285-53-5694
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Ⅷ

１　入札に付する事項

(1) 委託業務件名

栃木県下水道資源化工場運転操作業務委託

(2) 委託業務内容　

入札説明書による。

(3) 履行期間　

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

(4) 履行場所

栃木県宇都宮市茂原町768 下水道資源化工場

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、施設管理の入札参加資格を有する

と決定された者であること。

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止

措置要綱（平成９年10月１日付け出会第26号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示第1348号）に基づく登録者であること。

(5) 地方公共団体の溶融炉施設の運転操作業務を、平成18年度から２か年元請けとして履行した実績（共

同企業体の構成員として総括責任者を配した業務の実績を含む。）を有する者であること。

(6) 次に掲げる者を履行場所に配置できる者であること。

ア　総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有し、下水道終末処理場等の運転操作業務において２年以上総括

責任者又は副総括責任者として従事した経験を有する者

イ　副総括責任者

下水道処理施設管理技士の資格を有する者

(7) 業務を実施するために必要な体制計画が作成できること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒329ｰ0524 栃木県河内郡上三川町多功1159

栃木県下水道管理事務所　総務課

℡0285ｰ53ｰ5694

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成20年12月５日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を

除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。無料で交付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

平成21年３月２日（月） 午前11時45分

栃木県下水道管理事務所会議室に持参又は郵送すること。（但し、郵送による入札受領期限は、開札

日の前日の午後３時とし、書留郵便で(1)へ郵送すること。）

(4) 入札方法

１の(1)の件名で総価で入札に付する。

(5) 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５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105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) その他

ア 一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料の提出期間、提出場所及び提

出方法

平成20年12月24日から平成21年１月13日までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３
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日を除く日。午前９時30分から午後４時30分まで。(1)に同じ。持参すること。

イ　現地説明会の日時及び場所（自由参加）

平成20年12月16日（火） 午前10時から

栃木県宇都宮市茂原町768 下水道資源化工場 会議室

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 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、３の(6)のアの一般競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参

加資格確認資料を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

(4) 入札の無効　

２の入札に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。

(5) 落札者の決定方法　

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

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、業務履行の確実性や入札価格の積算根拠等につ

いて調査を行うことがある。

(6) 契約書の作成の要否

要

(7) その他

ア　配置予定総括責任者等の確認

落札者決定後、総括責任者及び副総括責任者の配置予定について不適切な事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認め

られない。

イ 平成21年度栃木県流域下水道事業特別会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の

変更等を行うことがある。

ウ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased:                 

Operations Consignment by the Tochigi Prefecture Waste Recycling Plant 

(2) Time and Date of Bidding:

Monday, 11:45 a.m., March 2, 2009

(3) Information is available at:

General Affairs Division,

Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office

1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 

TEL. 0285-53-5694

（都市整備課）

○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。

平成20年12月５日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一

１　入札に付する事項

(1) 業務件名

複写サービス業務

県央地区 111台

県南地区　 93台

県北地区　 64台

（見込み枚数は、入札説明書による。）

(2) 業務内容　入札説明書による。

(3) 履行期間　平成21年４月１日から平成26年３月31日まで

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、契約にあたっては、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。

(4) 履行場所　

県央地区の県立学校33校

県南地区の県立学校27校

県北地区の県立学校18校　　　　

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 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。

(2) 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、入札参加資格を有するものと決定さ

れた者であること。

(3) 平成2１年１月19日から同月20日までの間において、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱

（平成９年10月１日付け出会第26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

(1) 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

栃木県教育委員会事務局施設課財務担当

電話 028-623-3374

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所　

平成20年12月５日から平成21年１月９日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。また、平成20年

12月29日から平成21年１月３日までの期間を除く。）の午前９時から午後５時まで(1)の場所において交

付する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所

次の日時及び場所に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は平成21年１月19日午後３時とし、

書留郵便で(1)の場所へ郵送すること。

県央地区 111台　平成20年１月20日午前10時　栃木県庁南庁舎３号館Ａ棟201会議室　　

県南地区　 93台　平成20年１月20日午前10時15分　栃木県庁南庁舎３号館Ａ棟201会議室　　

県央地区　 64台　平成20年１月20日午前10時30分　栃木県庁南庁舎３号館Ａ棟201会議室

(4) 入札方法　１の(1)の件名で、地区別に１枚当たりの単価で入札に付する。

(5) 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５に相当

する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、契約を希望する見積金額の105分の100に相当する金額を入札書

に記載すること。

４　その他

(1) 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

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 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。
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(4) 落札者の決定方法　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。

(5) 契約書の作成の要否　要

(6) その他

ア 入札の変更等　平成21年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変

更等を行うことがある。

イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary

(1) Nature and quantity of the service to be required:

Contract of Copying service

Prefectural schools in Central Area in Tochigi 111 units

Prefectural schools in Southern Area in Tochigi 93 units

Prefectural schools in Northern Area in Tochigi  64 units

(2) Time and Date of bidding:

10:00 a.m., January 20, 2009

(3) Information is available at:

Financial Affairs and Facilities Division

Tochigi Prefectural Board of Education

1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501 

TEL. 028-623-3374

（教育委員会事務局施設課）
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