
平 成 25 年
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第2447号

平成25年１月22日　火曜日 （35）

告 示
栃木県告示第30号
　平成24年７月17日付け栃木県告示第409号で告示した指定施業要件変更予定保安林について、森林法（昭和
26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により、当該森林に係る権利者にそれぞれ
通知したが、次に掲げる者については、所在不分明との理由により通知が返戻されたので、同法第189条の規
定により、当該通知を関係市役所の掲示場に掲示したので告示する。
　　平成25年１月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

氏 名 住 所 関係市役所

奈良勝五郎 鹿沼市上久我132 鹿沼市役所

神山源吉 同　　同　　137 同

神山要造 同　　同　　135 同

神山中三郎 同　　同　　134 同

神山源太郎 同　　同　　130 同

大貫弥市 同　　同　　129 同

大貫豊造 同　　同　　125 同

根本角弥 同　　同　　126 同

奈良鉄五郎 同　　同　　128 同

神山勇吉 同　　同　　131 同

神山徳三郎 同　　同　　133 同

大貫源三郎 同　　同　　121 同

大貫要松 同　　同　　122 同

大貫貞吉 同　　同　　123 同

大貫善造 同　　同　　124 同
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秋山陽一 愛知県名古屋市天白区元八事三丁目77 鹿沼市役所

戸叶哲雄 鹿沼市上永野2140 同

大川勝藏 同　　同　　1091 同

大塚安造 同　　同　　92 同

大塚國造 同　　同　　92 同

古橋慶次郎 同　　同　　102 同

大島喜八 同　　同　　104 同

古橋梅次 同　　同　　109 同

大島酉蔵 同　　同　　113 同

亀田唯一郎 同　　同　　1424-１ 同

古橋東一郎 同　　同　　118 同

森澤権蔵 同　　同　　125 同

森沢重一郎 同　　同　　125 同

戸叶定利 同　　同　　2000-２ 同

廣瀬政市 同　　西鹿沼町108 同

大森恒雄 同　　上永野1892 同

津布久栄作 東京都墨田区石原町四丁目15-１ 同

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第31号
　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第７条第１項の規定に基づき、農業振興地域の区
域を次のとおり変更したので、同条第２項において準用する同法第６条第５項の規定に基づき公告する。
　なお、関係図面は、栃木県農政部農政課において一般の縦覧に供する。
　　平成25年１月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　日光市の区域のうち次に掲げる区域を農業振興地域から除外する。
　西川のうち字一ツ石の地番383から389まで、391から394まで、396から403まで、405、407、408の区域
　字明神ヶ岳の区域で別図の斜線で表示した①の部分に該当する土地の区域
　字横瀬の区域で別図の斜線で表示した②の部分に該当する土地の区域

（農政課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第32号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第４条第１項の規定により、土地区画整理事業の施行を認可した
ので、同法第９条第３項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成25年１月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の氏名又は名称
　　東京石灰工業株式会社
２　事業施行期間
　　平成25年１月22日から平成29年３月31日まで
３　施行地区
　　佐野市岩崎町字押出、字神ヶ久保、字塚越、字中川原及び中出井の各一部
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４　土地区画整理事業の名称
　　足利佐野都市計画事業　佐野岩崎産業団地土地区画整理事業
５　事務所の所在地
　　佐野市山菅町3518番地
６　施行認可の年月日
　　平成25年１月15日
７　施行者の住所
　　東京都中央区日本橋茅場町２丁目２番１号
８　事業年度
　　毎年４月１日から翌年３月31日まで
９　公告の方法
　　佐野市役所及び東京石灰工業株式会社佐野事業本部内の掲示板に掲示する。

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

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。
　　平成25年１月22日

栃木県下水道管理事務所長　　堀　　江　　　　　満　　
Ⅰ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センターで使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　3,432,300kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センター等（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時　栃木県下水道管理事務所会議室へ持
参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書留郵
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便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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。

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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Electricity to be used in the Kinugawa Joryu Purification Center on the 
　　Kinugawa Upstream River Basin Sewers
　　Estimated amount of electricity consumption   3,432,300kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:00 a.m., March 5, 2013
⑶　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

Ⅱ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　巴波川流域下水道巴波川浄化センターで使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　3,702,000kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　巴波川流域下水道巴波川浄化センター等（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け
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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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時５分　栃木県下水道管理事務所会議室
へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時５分　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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。

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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
　⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Electricity to be used in the Uzumagawa Purification Center on the Uzumagawa River
　　Basin Sewers Estimated amount of electricity consumption   3,702,000kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:05 a.m., March 5, 2013
⑶　Information is available at: 
　　General Affairs Division, 
　　Tochigi Prefectural Sewage and Drainage Management Office
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　　1159 Tako, Kaminokawa, Kawachi, Tochigi 329-0524 
　　TEL 0285-53-5694

Ⅲ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　北那須流域下水道北那須浄化センターで使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　3,017,500kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　北那須流域下水道北那須浄化センター（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時10分　栃木県下水道管理事務所会議室
へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時10分　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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。

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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
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⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Electricity to be used in the Kitanasu Purification Center on the Northern Nasu River Basin Sewers
　　Estimated amount of electricity consumption   3,017,500kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:10 a.m., March 5, 2013
⑶　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

Ⅳ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　鬼怒川上流流域下水道中央浄化センターで使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　7,512,000kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　鬼怒川上流流域下水道中央浄化センター等（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時15分　栃木県下水道管理事務所会議室
へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時15分　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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５に相
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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。

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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Electricity to be used in the Chuo Purification Center on the Kinugawa Upstream River
　　Basin Sewers Estimated amount of electricity consumption   7,512,000kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:15 a.m., March 5, 2013
⑶　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

Ⅴ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　渡良瀬川下流流域下水道大岩藤浄化センターで使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　2,544,100kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　渡良瀬川下流流域下水道大岩藤浄化センター等（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
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の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時20分　栃木県下水道管理事務所会議室
へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時20分　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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。

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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased :
　　Electricity to be used in the Oiwahuji Purification Center on the Watarase Downstream River
　　Basin Sewers Estimated amount of electricity consumption   2,544,100kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:20 a.m., March 5, 2013
⑶　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

Ⅵ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　渡良瀬川下流流域下水道思川浄化センターで使用する電力
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　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　2,394,500kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　渡良瀬川下流流域下水道思川浄化センター等（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時25分　栃木県下水道管理事務所会議室
へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時25分　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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。

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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　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 :
　　Electricity to be used in the Omoigawa Purification Center on the Watarase Downstream River
　　Basin Sewers Estimated amount of electricity consumption   2,394,500kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:25 a.m., March 5, 2013
⑶　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

Ⅶ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　渡良瀬川上流流域下水道秋山川浄化センターで使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　6,347,700kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　渡良瀬川上流流域下水道秋山川浄化センター等（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時30分　栃木県下水道管理事務所会議室
へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時30分　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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。

４　その他
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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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased :
　　Electricity to be used in the Akiyamagawa Purification Center on the Watarase Upstream
　　River Basin Sewers Estimated amount of electricity consumption   6,347,700kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:30 a.m., March 5, 2013
⑶　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

Ⅷ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　栃木県下水道資源化工場で使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　4,082,828kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで
⑷　納入場所　栃木県下水道資源化工場（詳細は、入札説明書による。）
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「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」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　平成25年３月５日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、納入期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-0524　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　栃木県下水道管理事務所　総務課
　　電話0285-53-5694
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⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成25年１月22日から同年３月４日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年３月５日午前10時35分　栃木県下水道管理事務所会議室
へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月４日午後５時とし、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成25年３月５日午前10時35分　栃木県下水道管理事務所会議室
⑷　入札方法　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。

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、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成25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。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased :
　　Electricity to be used in the Tochigi Prefecture Waste Recycling Plant
　　Estimated amount of electricity consumption   4,082,828kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:35 a.m., March 5, 2013
⑶　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25年１月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項 
⑴　購入等件名及び数量　整氷車２台
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⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　平成25年12月27日
⑷　納入場所　　 
ア　栃木県立日光霧降アイスアリーナ
　　〒321-1421 栃木県日光市所野2854番地
イ　今市青少年スポーツセンター
　　〒321-2342 栃木県日光市根室609-１

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、大分類「機械器具、車両類」小分類
「車両」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　平成25年３月４日から同月８日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平
成22年３月12日付け会計129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　購入物品を期限までに確実に納入できる者であること。
⑸　過去５年間に日本国内のスケート場等において整氷車の納入実績がある者であること。
⑹　購入物品に係る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た者であること。
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
　　栃木県会計局会計課物品担当　電話028-623-2091
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成25年１月22日から同年３月１日までの日（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　入札書の受領期限及び提出場所
　　平成25年３月４日午前11時までに、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
郵便で入札書の受領期限までに必着のこと。
イ　開札の日時及び場所
　　平成25年３月８日午前11時　栃木県会計局会計課入札室（東館３階）
⑷　入札方法　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。

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、封印した入札書とともに会計課で交付する仕様書に基づき作成した１
の⑴の件名の納入物品仕様書を添付して、入札書の受領期限までに３の⑴に提出しなければならない。
⑷　審査
ア　技術審査
　　栃木県教育委員会事務局スポーツ振興課長が、入札者の作成した１の⑴の件名の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１の⑴の件名の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
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　　１の⑴の件名の納入物品仕様書が、会計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たものであること。

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３号から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:
　　2 Ice resurfacers
⑵　Time and Date of bidding:
　　11:00 a.m., March 4, 2013
⑶　Information is available at:
　　Goods and Equipments Section,
　　Accounting Division,
　　Accounting Bureau
　　Tochigi Prefecture
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL 028-623-2091

（会計局会計課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成25年１月22日

栃木県立岡本台病院長　　堀　　　　　　　　彰　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　医療観察法病棟用家電製品　一式
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　平成25年３月28日
⑷　納入場所　栃木県宇都宮市下岡本町2162　栃木県立岡本台病院
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「Ｃ電気器具、カメラ類」小
分類「１電気製品」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　平成25年２月１日において、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。
⑷　栃木県内に本店、支店、営業所又は代理店を有する者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-1104　栃木県宇都宮市下岡本町2162
　　栃木県立岡本台病院総務課　電話　028-673-2211
⑵　入札及び開札の日時及び場所　平成25年２月１日午前10時　栃木県立岡本台病院管理診療棟２階講堂
⑶　その他
ア　入札説明書の交付期間　平成25年１月22日から同月31日までの日（土曜日及び日曜日を除く。）の午
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前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで
イ　入札説明書の交付場所　⑴の場所において交付する。
ウ　入札方法　１の⑴の件名で、総価で入札に付する。
エ　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。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　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。
⑶　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。
⑷　その他　詳細は、入札説明書による。

（医事厚生課）　
　───────────────────────────────────────────────


