
令和４(2022)年
２月４日(金)
第276号

令和４（2022）年２月４日　金曜日 （63）

告 示
栃木県告示第40号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規
定する指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年２月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称

主たる事務所
の 所 在 地

0910200948 プラザ・サン 足利市福居町
1244-２

一般社団法人Ｎ
ＥＸＴ-ＳＰＲ
ＩＮＧ足利

足利市福居町
1244-２

令 和 ４
（2022）年
１月１日

短期入所

0911100220 多機能型事業所
さらさ

矢板市玉田
121-１

一般社団法人さ
らさ

矢板市玉田
121-１

令 和 ４
（2022）年
１月１日

生活介護
就労継続支
援Ｂ型

0910200559 ライフ 足利市八幡町
643-６

一般社団法人ま
なび

足利市中川町
3545-１-201

令 和 ４
（2022）年
１月１日

就労継続支
援Ａ型

0910400555 デイサービスセ
ンター春日和佐
野堀米

佐野市堀米町
3339-１

株式会社ワール
ドステイ

足利市堀込町
2462-１

令 和 ４
（2022）年
１月１日

生活介護

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第41号
　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により次のとおり特定計量器の定期検査を行うので、同
法第21条第２項の規定により公示する。
　　令和４（2022）年２月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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１　計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査（２の⑴の定
期検査を除く。）

区 域
期 日

場 所
年 月 日 時 間

鹿 沼 市

令和４（2022）年５月19日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 鹿沼市口粟野1780

鹿沼市粟野コミュニティセン
ター令和４（2022）年５月20日

（金）
午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和４（2022）年５月23日
（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 鹿沼市樅山町162-２

鹿沼市北押原コミュニティセン
ター令和４（2022）年５月24日

（火）
午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和４（2022）年５月25日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

鹿沼市上石川1465-４
鹿沼市職業訓練センター

令和４（2022）年５月26日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

鹿沼市御成橋町２-2197-１
鹿沼市菊沢コミュニティセン
ター

令和４（2022）年５月27日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和４（2022）年５月30日
（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

日 光 市

令和４（2022）年５月31日
（火）

午前10時30分から正午まで及び
午後１時から午後２時30分まで

日光市足尾町通洞９-２
日光市銅ふれあい館

令和４（2022）年６月２日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 日光市御幸町４-１

日光市役所日光庁舎令和４（2022）年６月３日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和４（2022）年６月６日
（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

日光市今市本町１
日光市役所本庁舎車両棟

令和４（2022）年６月７日
（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和４（2022）年６月８日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和４（2022）年６月９日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和４（2022）年６月10日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

日光市鬼怒川温泉大原1406-２
日光市役所藤原庁舎

令和４（2022）年６月13日
（月）

午後１時から午後３時まで
日光市黒部54-１
日光市役所栗山庁舎

塩 谷 町
令和４（2022）年６月14日
（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

塩谷町玉生681
玉生コミュニティセンター

令和４（2022）年６月15日
（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで さくら市氏家2730
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さくら市
令和４（2022）年６月16日
（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

さくら市氏家体育館

令和４（2022）年６月17日
（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

さくら市喜連川4397-１
さくら市喜連川公民館

高根沢町
令和４（2022）年６月20日
（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

高根沢町石末2053
高根沢町役場

鹿 沼 市
日 光 市
塩 谷 町
さくら市
高根沢町

各区域の期日の初日から
令和４（2022）年12月22日
（木）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する
法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除
く。）

午前９時から正午まで及び
午後１時から午後４時まで

宇都宮市ゆいの杜１-５-64
栃木県計量検定所

２　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項の規定により特定計量器の所在の
場所で行う定期検査
⑴　計量法施行令第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査

区 域 期 日

鹿沼市
　令和４（2022）年６月14日（火）から同年12月22日（木）まで（土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

日光市、塩谷町
　令和４（2022）年６月28日（火）から同年12月22日（木）まで（土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

さくら市、高根沢町
　令和４（2022）年７月５日（火）から同年12月22日（木）まで（土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

⑵　計量法施行令第10条第１項第２号に掲げる特定計量器の定期検査

区 域 期 日

栃木県の区域（宇都宮
市の区域を除く。）

　令和４（2022）年５月19日（木）から同年12月22日（木）まで（土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

（産業政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

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４（2022）年２月４日

栃木県真岡県税事務所長　　黒　　川　　昌　　慈　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名及び数量　栃木県芳賀庁舎清掃業務及び公仕業務委託　一式
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　令和４（2022）年４月１日（金）～令和７（2025）年３月31日（月）
⑷　履行場所　栃木県真岡市荒町116-１　栃木県芳賀庁舎
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「M施設管理」、小分類「２清
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掃、施設の保守」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４（2022）年３月17日（木）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。

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
〒321-4398　栃木県真岡市荒町116-１　栃木県真岡県税事務所管理課　電話0285-83-3798

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和４（2022）年２月４日（金）から同月17日（木）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
　令和４（2022）年３月17日（木）午後２時　栃木県芳賀庁舎３階中会議室３-１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。）
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　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　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　令和４（2022）年２月４日（金）から同月17
日（木）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の場所へ同月17
日（木）午後４時までに郵送すること。）
イ　確認結果の通知　令和４（2022）年３月３日（木）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４（2022）年度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 services to be required:
Contract for cleaning and public services of Tochigi Prefectural Haga Government building, 1set

⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
2:00 p.m., 17 March, 2022
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
2:00 p.m., 17 March, 2022

⑶　Information is available at:
Management Division of Moka prefectural tax office,
Tochigi Prefecture
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116-1 Aramachi, Moka-shi, Tochigi 321-4398
TEL. 0285-83-3798

（管財課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
　　令和４（2022）年２月４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　県政広報紙「とちぎ県民だより」新聞折込業務委託　一式
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　令和４（2022）年４月１日（金）から令和５（2023）年３月31日（金）まで
⑷　履行場所　県の指定する場所
２　競争入札に参加する者（以下「入札参加希望者」という。）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、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
　大分類「企画、広告、イベント」、小分類「広告」
⑶　令和４（2022）年３月17日（木）から同月18日（金）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（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。

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
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県県民生活部広報課（栃木県庁本館３階）　電話028-623-2192　FAX028-623-2160

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和４（2022）年２月４日（金）から同年３月７日（月）まで入札情報システム上で公開する。
　なお、来庁による交付の場合は、同期間（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　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　令和４（2022）年３月17日（木）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、同日午後５時までに⑴の
場所に、郵送（書留郵便）により提出すること。郵送が困難な場合は持参も認めるものとする。
イ　開札の日時及び場所
　令和４（2022）年３月18日（金）　午後２時
　栃木県県民生活部広報課（栃木県庁本館３階）
　入札参加者の立会いは求めないものとする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日までに⑴
に連絡し、代理人が立ち合う場合は委任状を持参すること。

⑷　入札の方法
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をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の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。）をもって契約金額とするので、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。
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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
ア　この入札の入札参加希望者は、入札参加申請書を令和４（2022）年２月４日（金）から同年３月７日
（月）までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。ただし、紙入札者にあっ
ては、同期間に電子メール等により提出する。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。なお、提出された書類等につ
いては、返却しない。

⑷　審査
ア　入札参加希望者が提出した入札参加申請書について審査し、その結果は電子入札システムにより、令
和４（2022）年３月11日（金）までに入札参加希望者に伝えるものとする。
イ　入札参加資格の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とす
る。

⑸　質疑及びその回答について
ア　仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和４（2022）年２月28日（月）午後５
時までに電子入札システムにより提出すること。
イ　質問の内容及びその回答は、令和４（2022）年３月４日（金）までに電子入札システム上で公開す
る。

⑹　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　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
ウ　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
エ　栃木県物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年４月１日施行）第19条第１項から第４項までに掲
げる入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
⑺　落札者の決定方法
ア　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。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するも
のとする。
ウ　落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取
り消すものとする。

⑻　契約書作成の要否　要
⑼　紙による入札参加承諾の基準等
　栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準（令和３（2021）年４月１日施行）
の定めによる。
⑽　その他
ア　最低制限価格の有無　無
イ　入札の変更等
　令和４（2022）年度栃木県一般会計予算が原案どおりに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、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要領及び
栃木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

５　Summary
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⑴　Nature and the quantity of the service to be required :
Work of inserting the “TOCHIGI KENMIN DAYORI” (prefectural bulletin)
into newspapers (for the fiscal year of 2022) 1set

⑵　Time and Date of bidding: 5:00 p.m., March 17, 2022
⑶　Information is available at:
Public Relations Division, 
Department Of Community Affairs, 
Tochigi Prefecture
1-1-20　Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501 Japan
TEL 028-623-2192
FAX 028-623-2160
E-mail kouhou@pref.tochigi.lg.jp

　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和４（2022）年２月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　媒体の名称　県政広報紙「とちぎ県民だより」への広告掲載
⑵　媒体の仕様　入札説明書による。
⑶　広告掲載条件　入札説明書による。
２　競争入札に参加する者（以下「入札参加希望者」という。）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、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
　大分類「企画、広告、イベント」、小分類「広告」
⑶　令和４（2022）年２月17日（木）から同月18日（金）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（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。

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
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県県民生活部広報課（栃木県庁本館３階）　電話028-623-2192　FAX028-623-2160

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和４（2022）年２月４日（金）から同月14日（月）まで入札情報システム上で公開する。
　なお、来庁による交付の場合は、同期間（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　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　令和４（2022）年２月17日（木）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、同日午後５時までに⑴の
場所に、郵送（書留郵便）により提出すること。郵送が困難な場合は持参も認めるものとする。
イ　開札の日時及び場所
　令和４（2022）年２月18日（金）　午後２時
　栃木県県民生活部広報課（栃木県庁本館３階）
　入札参加者の立会いは求めないものとする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日までに⑴
に連絡し、代理人が立ち合う場合は委任状を持参すること。
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⑷　入札の方法
　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をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の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。）をもって契約金額とするので、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　入札保証金及び契約保証金　免除
⑵　入札者に要求される事項
ア　この入札の入札参加希望者は、入札参加申請書を令和４（2022）年２月４日（金）から同月14日
（月）までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。ただし、紙入札者にあっ
ては、同期間に電子メール等により提出する。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。なお、提出された書類等につ
いては、返却しない。

⑶　審査
ア　入札参加希望者が提出した入札参加申請書について審査し、その結果は電子入札システムにより、令
和４（2022）年２月15日（火）までに入札参加希望者に伝えるものとする。
イ　入札参加資格の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とす
る。

⑷　質疑及びその回答について
ア　仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和４（2022）年２月10日（木）午後５
時までに電子入札システムにより提出すること。
イ　質問の内容及びその回答は、令和４（2022）年２月14日（月）までに電子入札システム上で公開す
る。

⑸　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　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
ウ　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
エ　栃木県物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年４月１日施行）第19条第１項から第４項までに掲
げる入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
⑹　落札者の決定方法
ア　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を超えた最高価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するも
のとする。
ウ　落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取
り消すものとする。

⑺　契約書作成の要否　要
⑻　紙による入札参加承諾の基準等
　栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準（令和３（2021）年４月１日施行）
の定めによる。
⑼　その他
ア　入札の変更等



（71）栃 木 県 公 報 第276号令和４（2022）年２月４日　金曜日

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。）

　令和４（2022）年度栃木県一般会計予算が原案どおりに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、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要領及び
栃木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

（広報課）　
　───────────────────────────────────────────────


