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令和元(2019)年
11月26日(火)
第58号

告 示
栃木県告示第378号
　令和元（2019）年度における自衛官候補生の募集期間が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和
29年政令第179号）第114条（同令第118条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により
告示する。
　　令和元（2019）年11月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

自衛官候補生
（陸　男子・女子）（空　男子） 令和元（2019）年12月５日（木）～令和２（2020）年１月16日（木）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第379号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称を次のと
おり定めたので告示する。
　　令和元（2019）年11月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 試 験 期 日 試 験 場 の 名 称 試 験 場 の 位 置

自衛官候補生
（陸　男子・女子）
（空　男子）

令和２（2020）年１月25日（土）
陸上自衛隊宇都宮
駐屯地

宇都宮市茂原１丁目５番
45号
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（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第380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、令和元（2019）年11月26日から同年12月25日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和元（2019）年11月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　119号
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

前 宇都宮市上戸祭町3020-４から
宇都宮市長岡町859-３まで 40.8 ～ 41.5 84.5

後 宇都宮市上戸祭町3020-４から
宇都宮市長岡町859-３まで 45.3 ～ 46.0 84.5

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　黒田市塙真岡線
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

80

前

芳賀郡市貝町大字杉山字関根前687-
１から
芳賀郡市貝町大字杉山字関根前689-
11まで

6.3 ～ 6.3 28.8

後

芳賀郡市貝町大字杉山字関根前687-
１から
芳賀郡市貝町大字杉山字関根前689-
11まで

6.3 ～ 8.1 28.8

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　黒田市塙真岡線
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

80

前

芳賀郡市貝町大字杉山字五料929-２
から
芳賀郡市貝町大字杉山字五料929-２
まで

6.5 ～ 7.0 30.1

後

芳賀郡市貝町大字杉山字五料929-２
から
芳賀郡市貝町大字杉山字五料929-２ 7.9 ～ 8.6 30.1
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まで

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第381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、令和元（2019）年11月26日から同年12月25日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和元（2019）年11月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

67 主 要 地 方 道
藤 原 宇 都 宮 線

宇都宮市中里町175-１から
宇都宮市中里町221-２まで

令和元（2019）年
11月26日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○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、大田原市長から
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。
　　令和元（2019）年11月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（空中写真撮影）

２　作業地域
大田原市全域

３　作業期間
令和元（2019）年12月１日から令和２（2020）年３月18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。
　　令和元（2019）年11月26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　栃木県警察本部庁舎で使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　4,305,957kＷh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　令和２（2020）年４月１日（水）から令和３（2021）年３月31日（水）まで
⑷　納入場所　栃木県警察本部庁舎
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。
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⑶　令和２（2020）年１月27日（月）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。

⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者で
あること。
⑸　小売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、供給期間の始期までに一般送配電事業
者が定める託送供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。
⑹　入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、
グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二
酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。

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
〒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施設室管財係
電話　028-623-3809

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　令和元（2019）年11月26日（火）から同年12月25日（水）午後５時までの期間、栃木県警察本部ホーム
ページでのダウンロードで配布する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　　令和２（2020）年１月27日（月）午前10時30分　栃木県警察本部３階会議室（ただし、郵送による入札
書の受領期限については同月24日（金）午後５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　入札参加資格の確認
　　入札に参加しようとする者は、２の参加条件を満たしているか、確認を受けること。
ア　申請書類の提出方法及び期限
　　２の⑷に該当する者であることを証する書面、入札説明書に添付した別紙２、３及び４を令和元
（2019）年11月26日（火）から同年12月27日（金）までの日（栃木県の休日に関する条例（平成元年栃
木県条例第２号）第２条に規定する休日を除く。）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、書留郵便で郵送すること。）
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年１月15日（水）までに郵送する。

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、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　その他
ア　令和２（2020）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
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
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Supply of Electricity to the Tochigi Prefectural Police Headquarters Office 
building Estimated amount of electric power to be used  4, 305, 957kWh

⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
10:30 a.m., January 27, 2020
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
5:00 p.m., January 24, 2020

⑶　Information is available at:
Property Management Section,
Facilities Office,
Accouting Division,
Department of Police Administration,
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi
320-8510
TEL 028-623-3809

───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
　　令和元（2019）年11月26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　栃木県警察本部庁舎で使用するガス
　　　　　　　　　　　　予定使用ガス量　485,760㎥
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　令和２（2020）年４月１日（水）から令和３（2021）年３月31日（水）まで
⑷　納入場所　栃木県警察本部庁舎
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「Ｇ燃料、ガス類」、小分類
「２高圧ガス」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　令和２（2020）年１月28日（火）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。

⑷　ガス事業法（昭和29年法律第51号）第３条の規定に基づきガス小売事業者として登録を受けている者又
は同法第35条の規定に基づき一般ガス導管事業者としての許可を受けている者であること。

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
〒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施設室管財係
電話　028-623-3809

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　令和元（2019）年11月26日（火）から同年12月25日（水）午後５時までの期間、栃木県警察本部ホーム
ページでのダウンロードで配布する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　令和２（2020）年１月28日（火）午前10時　栃木県警察本部３会議室（ただし、郵送による入札書の受
領期限については、同月27日（月）午後５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
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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　入札に参加しようとする者は、２の⑷に該当する者であることを証する書面を入札説明書記載の期日ま
でに提出し、資格の確認を受けること。

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。
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。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　その他
ア　令和２（2020）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
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
Gas to be used in the Tochigi Prefectural Police Headquarters Office building
Estimated amount of gas consumption 485, 760㎥

⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
10:00 a.m., January 28, 2020
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
5:00 p.m., January 27, 2020

⑶　Information is available at:
Property Management Section,
Facilities Office,
Accouting Division,
Department of Police Administration,
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi
320-8510
TEL 028-623-3809

───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
　　令和元（2019）年11月26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　栃木県警察県南機動センター外25施設で使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量7,320,345kＷh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　令和２（2020）年４月検針日（計量日）から令和３（2021）年４月検針日（計量日）の前日
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
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たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　納入場所　栃木県警察県南機動センター外25施設（26施設）

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　令和２（2020）年１月27日（月）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。

⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者で
あること。
⑸　小売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、供給期間の始期までに一般送配電事業
者が定める託送供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。
⑹　入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、
グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二
酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。

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
〒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施設室管財係
電話　028-623-3809

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和元（2019）年11月26日（火）から同年12月25日（水）午後５時までの期間、栃木県警察本部ホーム
ページでのダウンロードで配布する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　令和２（2020）年１月27日（月）午前11時　栃木県警察本部３階会議室（ただし、郵送による入札書の
受領期限については同月24日（金）午後５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　入札参加資格の確認
　　入札に参加しようとする者は、２の参加条件を満たしているか、確認を受けること。
ア　申請書類の提出方法及び期限
　　２の⑷に該当する者であることを証する書面、入札説明書に添付した別紙２、３及び５を令和元
（2019）年11月26日（火）から同年12月27日（金）までの日（栃木県の休日に関する条例（平成元年栃
木県条例第２号）第２条に規定する休日を除く。）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、書留郵便で郵送すること。）
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年１月15日（水）までに郵送する。

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、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書作成の要否　要
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⑹　その他
ア　令和２（2020）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
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
Electric power for the Tochigi Prefecture south Police Mobile Unit Center and 　　　  　   
other 24 establishments
Estimated amount of electric power to be used 7, 320, 345kWh

⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
11:00 a.m., January 27, 2020
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
5:00 p.m., January 24, 2020

⑶　Information is available at:
Property Management Section,
Facilities Office,
Accouting Division,
Department of Police Administration,
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi
320-8510
TEL 028-623-3809

───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
　　令和元（2019）年11月26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　栃木県警察交番・駐在所等243施設で使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　1,318,990kＷh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　令和２（2020）年４月の検針日（計量日）から令和３（2021）年４月の検針日（計量日）の
前日まで
　　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　納入場所　栃木県警察交番・駐在所等243施設
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　令和２（2020）年１月27日（月）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。

⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者で
あること。
⑸　小売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、供給期間の始期までに一般送配電事業
者が定める託送供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。
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⑹　入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、
グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二
酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。

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
〒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施設室管財係
電話　028-623-3809

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和元（2019）年11月26日（火）から同年12月25日（水）午後５時までの期間、栃木県警察本部ホーム
ページでのダウンロードで配布する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　令和２（2020）年１月27日（月）午前11時30分　栃木県警察本部３階会議室（ただし、郵送による入札
書の受領期限については同月24日（金）午後５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　入札参加資格の確認
　入札に参加しようとする者は、２の参加条件を満たしているか、確認を受けること。
ア　申請書類の提出方法及び期限
　　２の⑷に該当する者であることを証する書面、入札説明書に添付した別紙２、３及び４を令和元
（2019）年11月26日（火）から同年12月27日（金）までの日（栃木県の休日に関する条例（平成元年栃
木県条例第２号）第２条に規定する休日を除く。）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、書留郵便で郵送すること。）
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年１月15日（水）までに郵送する。

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、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　その他
ア　令和２（2020）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
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
Electric power for the Tochigi Police Police box･Police substation, etc 243
establishments
Estimated amount of electric power to be used  1, 318, 990kWh

⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
11:30 a.m., January 27, 2020
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
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5:00 p.m., January 24, 2020
⑶　Information is available at:
Property Management Section,
Facilities Office,
Accouting Division,
Department of Police Administration,
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi
320-8510
TEL 028-623-3809

───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
　　令和元（2019）年11月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　件名及び数量　ＢＫ117Ｃ－１型ヘリコプター（ＪＡ6810）6600時間点検整備
　　　　　　　　　１機（付属品一式を含む。）
⑵　点検内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　令和２（2020）年１月７日（火）から同年３月27日（金）まで
⑷　履行場所　受託会社側整備工場
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「Ｄ機械器具、車両類」、小分
類「５船舶、航空機」の入札参加資格を有する者と決定された者であること。
⑶　令和２（2020）年１月７日（火）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。

⑷　川崎重工株式会社から「川崎式ＢＫ117Ｃ－１型」メンテナンスセンターとして認定を受けている整備
会社であり、かつ、航空法（昭和27年法律第231号）第20条第１項第３号に基づく航空機整備検査認定に
おける型式限定、航空機製造事業法（昭和27年法律第237号）第２条の２に基づく航空機修理事業許可及
び同法第９条第１項の規定による航空機修理方法の許可を取得していること。

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施設室管財係
電話　028-623-3809

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　令和元（2019）年11月26日（火）から令和２（2020）年１月６日（月）までの日（土曜日、日曜日、祝
日、令和元（2019）年12月30日（月）、同月31日（火）、令和２（2020）年１月２日（木）及び同月３日
（金）を除く。）の午前９時から午後５時までに⑴の場所において交付する。また、入札説明書を受領す
る際に、２の⑷の許可証の写しを提出すること。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　令和２（2020）年１月７日（火）午後２時　栃木県警察本部２階入札室（ただし、郵送による入札書の
受領期限については、同月６日（月）午後５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
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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。

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、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　最低制限価格の有無　無
⑺　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Bids to be tendered
BK117C-1 type hericopter (JA6810) 6, 600 hours check maintenance 
1 set (I include one set of accessory.)

⑵　Names, quantities, functions, and business contents of equipment to be inspection and
maintenance
As shown by the bids briefing and specification document

⑶　Deadline for walk-in Bidding Documents:
2:00 p.m., January 7, 2020
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
5:00 p.m., January 6, 2020

⑷　Information is available at:
Property Management Section,
Facilities Office,
Accouting Division,
Department of Police Administration,
Tochigi Prefectual Police Headquarters
1-1-20, Hanawada, Utsunomiya, Tochigi
320-8510
TEL 028-623-3809

（警察本部会計課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和元（2019）年11月26日

栃木県畜産酪農研究センター所長　　本　　澤　　延　　介　　
１　入札に付する事項
⑴　購入物品等の件名及び数量
粗粉砕機　一式

⑵　購入物品等の特質等
⑶　納入期限　　　　　　　入札説明書による。
⑷　納入場所
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。
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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。）

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、精密機械類の入札参加資格を有する
者と決定された者であること。
⑶　令和元（2019）年12月11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（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。

⑷　栃木県内に本店、支店又は営業所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
〒329-2747　栃木県那須塩原市千本松298
栃木県畜産酪農研究センター　総務課　電話0287-36-0230

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和元（2019）年11月26日から同年12月４日までの日（土曜日及び日曜日を除く。）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
令和元（2019）年12月11日　午前10時
栃木県畜産酪農研究センター第１会議室（本館１階）

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効
　入札当日指定された場所、時刻に到着しない場合、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。
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
ア　最低制限価格の有無　無
イ　その他　詳細は、入札説明書による。

（畜産振興課）　
───────────────────────────────────────────────


