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公 告
　　　○土地改良区役員の就任
　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、次のとおり土地改良区の役員について就
任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成29年４月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

鬼怒川右岸
土地改良区 理 事 田崎　哲夫 宇都宮市東刑部町1203 29.３.11

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成28年９月23日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、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２項の規定により、栃木県教育委員会事務局スポーツ振興課長か
ら、その公共測量が終わった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29年４月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（デジタル撮影、数値図化（同時調整含む）、航空レーザ測量、基準点測量、水準測量）

２　作業地域
栃木県ライフル射撃場周辺

３　作業期間
平成28年８月25日から平成29年３月17日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成28年11月25日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、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２項の規定により、宇都宮地方法務局長から、その公共測量が終
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わった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29年４月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（地図作成）

２　作業地域
宇都宮市

３　作業期間
平成28年11月16日から平成29年２月28日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成29年３月７日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、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２項の規定により、芳賀町長から、その公共測量が終わった旨通知
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29年４月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（MMS計測、数値地形図データ更新）

２　作業地域
芳賀郡芳賀町内町道

３　作業期間
平成29年２月１日から同年３月24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。
　　平成29年４月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　栃木県財務会計システム及び総合庶務事務システム共同利用型基盤移行業務
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　契約締結日から平成30年10月31日まで
⑷　履行場所　県の指定する場所
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、通信、情報処理又はその他のサービ
ス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29年５月26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　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項若しくは第２項の規定に基づく再生手続開始の申立
てがされている者（同法第33条第１項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社
更正法（平成14年法律第154号）第17条第１項若しくは第２項の規定に基づく更生手続開始の申立てがさ
れている者（同法第41条第１項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

⑸　本県の県税に未納がないことを証明できる者であること。
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⑹　プライバシーマークの認定を受けている、又は、これと同等の個人情報保護のマネージメントシステム
を確立していること。
⑺　ＩＳＯ９００１の認証を取得、又は、同等の品質管理体制を確立していること。
⑻　情報セキュリティの徹底を図る観点から、ＩＳＭＳ（情報セキュリティ管理システム）の承認を取得、
又は、適用実績が豊富にあるセキュリティ管理体制を確立していること。
⑼　財務会計システムについては、都道府県の財務会計に関する基幹的な情報システムの設計・開発及び運
用保守の経験を有すること。
⑽　総合庶務事務システムについては、基本情報システムに登録された職員情報を各サブシステムに、服務
システムや給与申請等入力システムに登録された手当情報を給与システムに連携する仕様であることを鑑
み、同様のシステムの設計・開発又は運用保守の経験を有すること。
⑾　本入札に係る入札説明書の交付を受け、入札説明書に記載する事項を履行する者であること。
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総務企画担当
電話:028-623-3008　FAX:028-623-3016　E-mail:zaimusystem_dev@pref.tochigi.lg.jp

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　平成29年４月11日から同年５月９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
　平成29年５月26日午後２時　栃木県庁本庁舎東館３階入札室１に持参又は郵送すること。（ただし、郵
送の場合は、同月25日午後５時必着とし、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
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８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108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
ア　入札に参加する者に必要な資格の確認
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　平成29年４月11日から同年５月15日までの
日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５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⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　平成29年５月19日までに郵送する。
イ　入札説明会の日時及び場所
入札説明会は、平成29年４月20日午後２時から栃木県庁本庁舎東館３階入札室１において開催する。

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
ア　入札保証金　免除
イ　契約保証金　納付。ただし、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第143条第２項の規定に
より担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、同規則第144条第１号に規定
する履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

⑶　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。
⑷　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
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低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって
はその者に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られるとき、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られ
るときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者を
落札者とすることがある。
⑸　契約書の作成の要否　要
⑹　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
　⑴　Subject matter of consignment business:
　　　Replacing Tochigi prefectural finance accounting system and general affairs management system
　⑵　Deadline for bidding documents:
　　　In person: 2:00PM, May 26, 2017
　　　By post: 5:00PM, May 25, 2017
　⑶　Information available at:
　　　Tochigi Prefectural Main Office
　　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　　Accounting Affairs and Planning section
　　　Accounting Management Division,
　　　Accounting Bureau,
　　　Tochigi Prefecture
　　　TEL 028-623-3008

（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。
　　平成29年４月11日

　栃木県立今市特別支援学校長　　津 久 井　　秀　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　栃木県立今市特別支援学校スクールバス運行業務委託
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　平成29年10月１日から平成31年９月30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　履行場所　栃木県立今市特別支援学校通学区域内
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、運送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29年５月23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　道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という｡）第４条第１項に規定する一般旅客自動車運送
事業又は法第43条第１項に規定する特定旅客自動車運送事業の許可又は免許を有する者であること。
⑸　平成29年５月23日において、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業に係る営業年数が５
年以上であること。
⑹　本業務の実施に必要な法第43条第１項の規定に基づく特定旅客自動車運送事業の許可を受けている者又
は履行開始日までに許可を受けることができる者であること。
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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
〒321-1264　栃木県日光市瀬尾1640-22　栃木県立今市特別支援学校　事務室
電話　0288-22-6417

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　平成29年４月11日から同年５月12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
　平成29年５月23日午前11時　栃木県立今市特別支援学校　大会議室へ持参又は郵送すること。（ただ
し、郵送による入札受領期限は、同日午前９時とし、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
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８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108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　入札参加資格申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法
　平成29年４月11日から同年５月12日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午
後５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⑴の場所へ郵送
すること。）
イ　確認結果の通知　平成29年５月16日までに文書で通知する。
ウ　運行する車両の確認
　運行委託する車両の確認を希望する者は、３の⑴の場所に書面又は電話連絡により申し出ること。日
程を調整の上連絡する。
　なお、書面又は電話連絡の受付期間は、平成29年４月11日から同年５月１日までの日（土曜日、日曜
日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。

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６号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑷　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。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって
は、その者に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、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者を落札者
とすることがある。
⑸　契約書の作成の要否　要
⑹　その他
ア　低入札価格調査の有無　有
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
　⑴　Nature and quantity of the services to be required:
　　　Entrust of School bus service for Tochigi Prefectural Imaichi Tokubetsushien Gakkou (school for   

special needs education)
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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3,080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。）

　⑵　Time and Date of bidding:
　　　Deadline for walk-in Bidding documents:
　　　11:00 a.m., May 23, 2017
　　　Deadline for postal Biddinng documents (Documents must arrive no later than):
　　　9:00 a.m., May 23, 2017
　⑶　Information is available at:
　　　Tochigi Prefectural Imaichi Tokubetsushien Gakkou (school for special needs education)
　　　1640-22 Seno, Nikko, Tochigi 321-1264 

TEL 0288-22-6417
（教育委員会事務局施設課）　

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


