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告 示
栃木県告示第59号
　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　平成28年２月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　解除予定保安林の所在場所
　　鹿沼市入粟野字横根1508（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
　　水源の涵

かん

養
３　解除の理由
　　道路用地とするため
（ ｢次の図｣ は、省略し、その図面を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅱ
１　解除予定保安林の所在場所
　　鹿沼市入粟野字横根1508（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
　　水源の涵養
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鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第60号
　次の事業の土地改良事業計画を定めたので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第５項の規定によ
り公告する。
　なお、同法第87条第５項の規定により、土地改良事業計画書の写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供
する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第87条第６項の規定により、所轄農業振興事務所を経由
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して、栃木県知事に申し立てることができる。
　　平成28年２月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 立 期 限 所轄農業振興事務所

県営上石那田地区土地改良（区画整
理）事業

平成28年２月10日から
同年３月９日まで

平成28年３月24日 河内農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　平成28年２月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家畜の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分

頭羽群数 発生の場所
又 は 区 域 発 生 年 月 日 経過及び

転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 矢板市 平成28年１月28日 法令殺

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

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28年２月９日

栃木県立栃木特別支援学校長　　鈴　　木　　利　　生　　
１　入札に付する事項 
⑴　借入件名及び数量　栃木県立栃木特別支援学校スクールバス　２台 
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　平成28年10月１日から平成34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　借入場所　栃木県立栃木特別支援学校
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、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　平成28年３月29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。

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
　　〒328-0067　栃木県栃木市皆川城内町1053　栃木県立栃木特別支援学校事務室
　　電話0282-24-7575
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
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　　平成28年２月９日から同年３月22日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前10時から午後
３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28年３月29日午後３時30分　栃木県立栃木特別支援学校図書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28年２月９日から同年３月22日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前10時から午
後３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28年３月25日までに文書で通知する。

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のほか、入札書を入れる封筒に積算内訳書を同封しない入札書、入札書に記載さ
れた金額と同封された積算内訳書の記載金額が異なる入札書は、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　契約書の作成の要否　要
⑹　その他
ア　入札の変更等　平成28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　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 leased:
　　School bus for Tochigi Prefectural Tochigi Tokubetsushien Gakkou（school for special needs education)
　　2 buses
⑵　Time and Date of bidding:
　　3:30 p.m., March 29, 2016
⑶　Information is available at:
　　Tochigi Prefectural Tochigi Tokubetsushien Gakkou（school for special needs education）
　　1053 Minagawajonaimachi, Tochigi, Tochigi 328-0067
　　TEL. 0282-24-7575
　───────────────────────────────────────────────
　　　○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28年２月９日

栃木県立足利中央特別支援学校長　　長 谷 部　　　　　明　　
Ⅰ
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１　入札に付する事項 
⑴　借入件名及び数量　栃木県立足利中央特別支援学校スクールバス　２台 
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　平成28年10月１日から平成34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　借入場所　栃木県立足利中央特別支援学校
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、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　平成28年３月28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。

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
　　〒326-0005　栃木県足利市大月町871番３　栃木県立足利中央特別支援学校事務室
　　電話0284-41-1185
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成28年２月９日から同年３月22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
　　平成28年３月28日午後３時　栃木県立足利中央特別支援学校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、同日午後２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28年２月９日から同年３月22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４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28年３月25日までに文書で通知する。

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のほか、入札書を入れる封筒に積算内訳書を同封しない入札書、入札書に
記載された金額と同封された積算内訳書の記載金額が異なる入札書は、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　契約書の作成の要否　要
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⑹　その他
ア　入札の変更等　平成28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
変更を行うことがある。
イ　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 leased:
　　School bus for Tochigi Prefectural Ashikagachuo Tokubetsushien Gakkou （school for special needs 
　　education) 2 buses
⑵　Time and Date of bidding:
　　3:00 p.m., March 28, 2016
⑶　Information is available at:
　　Tochigi Prefectural Ashikagachuo Tokubetsushien Gakkou （school for special needs education）
　　871-3 Ohtsukicho, Ashikaga, Tochigi 326-0005 
　　TEL. 0284-41-1185

Ⅱ
１　入札に付する事項 
⑴　委託業務件名　栃木県立足利中央特別支援学校スクールバスⅡ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28年10月１日から平成30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　栃木県立足利中央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28年３月28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28年３月28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。

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
　　〒326-0005　栃木県足利市大月町871番３　栃木県立足利中央特別支援学校事務室
　　電話0284-41-1185
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成28年２月９日から同年３月22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
　　平成28年３月28日午後２時　栃木県立足利中央特別支援学校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、同日午後１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
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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28年２月９日から同年３月22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４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28年３月25日までに文書で通知する。

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のほか、入札書を入れる封筒に積算内訳書を同封しない入札書、入札書に
記載された金額と同封された積算内訳書の記載金額が異なる入札書は、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　入札の変更等　平成28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。
ウ　その他　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 Ashikagachuo Tokubetsushien Gakkou （school for 
　　special needs education）
⑵　Time and Date of bidding:
　　2:00 p.m., March 28, 2016
⑶　Information is available at:
　　Tochigi Prefectural Ashikagachuo Tokubetsushien Gakkou（school for special needs education）
　　871-3 Ohtsukicho, Ashikaga, Tochigi 326-0005 
　　TEL. 0284-41-1185

（教育委員会事務局施設課）　
　───────────────────────────────────────────────


