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  平成27年12月25日付け県報号外２新潟県警察本部告示第71号中（警察本部広報広聴課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第294号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条の２第１項の規定により、次のとおり県税の収納の事務を委

託した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 委託を受けた者 

(1) 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 

株式会社電算システム 

(2) 東京都中央区日本橋一丁目１番１号 

国分グローサーズチェーン株式会社 

(3) 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

株式会社サークルＫサンクス 

(4) 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番12号 

株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 

(5) 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 

株式会社システムアイシー 

(6) 東京都港区港南一丁目８番27号 

株式会社しんきん情報サービス 

(7) 神奈川県横浜市中区日本大通17番地 

株式会社スリーエフ 

(8) 北海道札幌市中央区南九条西五丁目421番地 

株式会社セイコーマート 

(9) 群馬県前橋市亀里町900番地 

株式会社セーブオン 

(10) 東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

(11) 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 

株式会社ファミリーマート 

(12) 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の１ 

株式会社ポプラ 

(13) 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

ミニストップ株式会社 

(14) 東京都千代田区岩本町三丁目10番１号 

山崎製パン株式会社 

(15) 東京都品川区大崎一丁目11番２号 

株式会社ローソン 

２ 委託に係る県税の税目 

新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）第４条第１項第９号に規定する自動車税 

３ 委託の期間 

平成28年１月15日から平成30年12月31日まで 

 

◎新潟県告示第295号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する次の救急病院から、申出事項を変更す

る旨の届出があった。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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名 称 変更事項 変更年月日 

 

新潟白根総合病院 

名 

称 

 

新 

 

新潟白根総合病院 

 

平成28年２月１日 

 

旧 

 

白根健生病院 

 

◎新潟県告示第296号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項（又は第53条第１項）の規定により、指定居宅サービス事業

者（又は指定介護予防サービス事業者）を次のとおり指定した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

サービスの種類 事業所の名称 所在地 事業者 指定年月日 

短期入所生活介護 

 

介護予防短期入所生

活介護 

ショートステイ守庵良

寛緑町 

新潟県村上市緑町１

丁目２番42号 

新潟福祉サービス

株式会社 

平成28年３月１

日 

 

◎新潟県告示第297号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項（又は第115条の５第２項）の規定により、指定居宅サービ

ス事業者（又は指定介護予防サービス事業者）から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業所の名称 所在地 事業者 サービスの種類 
届出の受理年

月日 
廃止年月日 

ケアサポートはぴ

ねす 

新潟県村上市岩

船上町８番31号

アルカン・スィ

エル107 

合同会社ケアサポ

ートはぴねす 

訪問介護 

 

介護予防訪問介

護 

平成 28年１月

22日 

平成28年２月

29日 

デイサービスセン

ターエンジョイ倶

楽部かきざき 

新潟県上越市柿

崎区馬正面1176

番地１ 

株式会社リボーン 通所介護 

 

介護予防通所介

護 

平成 28年２月

22日 

平成28年２月

29日 

 

◎新潟県告示第298号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者を次のとお

り指定した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

障害児通所支援 

の種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

放課後等デイサー

ビス 

指定障がい児通所支

援事業所 Cサポ・キ

ッズfuture 

長岡市大島本町３丁目

１－40 第８タカスハ

ウス 

特定非営利活動法人Cサポー

ト 

平成28年

３月１日 

放課後等デイサー

ビス 

多機能こどもセンタ

ー銀河 

長岡市宮栄３－17－15 社会福祉法人虹のまち福祉会 平成28年

３月１日 

児童発達支援 多機能こどもセンタ

ー銀河 

長岡市宮栄３－17－15 社会福祉法人虹のまち福祉会 平成28年

３月１日 
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◎新潟県告示第299号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の19第２項の規定により指定障害児通所支援事業者から次のと

おり事業の廃止の届出があった。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

障害児通所支援 

の種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止 

年月日 

児童発達支援 Cサポ・キッズ 長岡市中島５丁目２－10 特定非営利活動法人

Cサポート 

平成28年

２月29日 

 

◎新潟県告示第300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59条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

みなみ調剤薬局 荒町店 三条市荒町２丁目１－22 精神通院医療 平成28年３月１日 

 

◎新潟県告示第301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60条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定を次のとおり更新した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

  種     類  
更新年月日 

ウエルシア薬局長岡宮関店 長岡市宮関３－１－３ 精神通院医療 平成28年３月１日 

 

◎新潟県告示第302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施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63

条の規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）から次のとおり廃止した旨の届出があった。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
廃止年月日 

大手薬局 塚野目調剤 三条市塚野目４－19－17 精神通院医療 平成27年12月31日 

 

◎新潟県告示第303号 

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例（平成15年新潟県条例第23号）第２条第３項の規定

により、産業立地促進地域を次のとおり指定した。 

なお、関係図面は、産業労働観光部産業立地課において縦覧に供する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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産業立地促進地域の名称 区    域 指 定 年 月 日 

須田第二工業団地(第５

期) 

加茂市大字北潟字五反場の一部 

加茂市大字後須田字新割下の一部 

平成28年３月２日 

 

◎新潟県告示第304号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予定であ

る。 

平成28年３月11日 

新潟県新潟地域振興局長 

１(1) 解除予定保安林の所在場所 

新潟県新潟市北区太夫浜字浜辺１の520から１の524まで・太夫浜９の２・70の２（以上７筆について次の

図に示す部分に限る。） 

(2) 保安林として指定された目的 

飛砂の防備 

(3) 解除の理由 

指定理由の消滅 

（「次の図」は、省略し、その図面を新潟地域振興局農林振興部及び新潟市役所に備え置いて縦覧に供する｡) 

２(1) 解除予定保安林の所在場所 

新潟県新潟市北区太夫浜字浜辺１の520から１の524まで・太夫浜９の２・70の２（以上７筆について次の

図に示す部分に限る。） 

(2) 保安林として指定された目的 

公衆の保健 

(3) 解除の理由 

   指定理由の消滅 

（「次の図」は、省略し、その図面を新潟地域振興局農林振興部及び新潟市役所に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第305号 

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、国土交通省北陸地方

整備局 新潟港湾・空港整備事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の

規定により公示する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（２級水準測量） 

２ 作業期間 平成27年８月１日から平成28年２月25日まで 

３ 作業地域 新潟港（東港地区、西港地区）、新潟空港、新潟西海岸 

 

◎新潟県告示第306号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 基本測量（河川事業に伴う水準測量） 

２ 作業期間 平成27年７月１日から平成28年２月24日まで 

３ 作業地域 新潟市、上越市、阿賀野市 

 

◎新潟県告示第307号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 基本測量（水準測量） 
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２ 作業期間 平成27年７月１日から平成28年２月24日まで 

３ 作業地域 新潟市、長岡市、新発田市、村上市、燕市、阿賀野市、胎内市、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀

町 

 

◎新潟県告示第308号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 基本測量（電子基準点現地調査） 

２ 作業期間 平成27年７月１日から平成28年２月24日まで 

３ 作業地域 長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、

東蒲原郡阿賀町、三島郡出雲崎町、岩船郡粟島浦村 

 

◎新潟県告示第309号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 長岡中之島見附線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

見附市今町六丁目 1940番１から 

 

同市今町三丁目1927番２まで 

 

新 

 

13.0～17.5メートル 

 

59.6メートル 

 

旧 

 

13.0～22.4メートル 

 

59.6メートル 

 

◎新潟県告示第310号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 施行者の名称 

新潟市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画道路事業  

(2) 名称 ３・４・535号新潟鳥屋野線他１線 

３ 事業施行期間 

  平成18年５月23日から平成37年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

   変更なし 

(2) 使用の部分 

   なし 

 

◎新潟県告示第311号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり
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認可した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 施行者の名称 

新潟市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画道路事業  

(2) 名称 ３・３・511号出来島上木戸線 

３ 事業施行期間 

  平成19年12月25日から平成37年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

   変更なし 

(2) 使用の部分 

   なし 

 

◎新潟県告示第312号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 施行者の名称 

新潟市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画道路事業  

(2) 名称 ３・３・573号新潟駅西線 

３ 事業施行期間 

  平成18年５月23日から平成37年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

   変更なし 

(2) 使用の部分 

   なし 

 

◎新潟県告示第313号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 施行者の名称 

 新潟市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画下水道事業 

(2) 名称 新潟市白根公共下水道 

３ 事業施行期間 

 平成９年12月19日から平成31年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

変更なし  

(2) 使用の部分 

なし 
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公   告 

特定非営利活動法人の設立の認証申請について（公告） 

 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第 10 条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の

設立の認証申請があった。 

なお、特定非営利活動促進法第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民生活・環境部県民生活課

及び上越地域振興局において縦覧に供する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 申請のあった年月日 

平成 28年２月 29 日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

    特定非営利活動法人キッズ スマイル 

３ 代表者の氏名 

関根 直樹 

４ 主たる事務所の所在地 

    上越市春日山町１－25－１ 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、地域の低所得者家庭の子供に対して、学習支援事業を行い、所得格差による学習格差を失くし

地域の活性化に寄与することを目的とする。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

(1) 社会教育の推進を図る活動 

(2) 子供の健全育成を図る活動 

 

特定非営利活動法人の設立の認証申請について（公告） 

 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第 10 条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の

設立の認証申請があった。 

なお、特定非営利活動促進法第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民生活・環境部県民生活課

及び新発田地域振興局において縦覧に供する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 申請のあった年月日 

平成 28年２月 29 日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

    特定非営利活動法人ケアセンターきらら 

３ 代表者の氏名 

渡邉 モトヱ 

４ 主たる事務所の所在地 

    阿賀野市宮下 457番地１ 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、高齢者や障害者等公共交通機関を使用して移動することが困難な人に対して、通院、通所、通

学、レジャー等を目的に有償で行う車両による送迎に関する事業を行い、生活する上で必要不可欠な移動手段

を確保し、彼らの健全な生活の維持に寄与することを目的とする。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

(2) まちづくりの推進を図る活動 

(3) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

(4) 災害救援活動 

(5) 地域安全活動 
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(6) 子供の健全育成を図る活動 

(7) 情報化社会の発展を図る活動 

(8) 経済活動の活性化を図る活動 

(9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

(10) 消費者の保護を図る活動 

(11) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立環境と人間のふれあい館の清掃業務

委託について、次のとおり一般競争入札を行う。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

 (1) 購入等件名及び数量 

    新潟県立環境と人間のふれあい館清掃業務一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

    調達役務に関する入札説明書及び仕様書による。 

 (3) 履行期間 

    平成28年４月１日から平成30年９月30日まで 

 (4) 履行場所 

    新潟県立環境と人間のふれあい館展示スペース・研修室・事務室・駐車場等 

 (5) 入札方法 

  ア 入札金額の記載 

    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ときは、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、 

   見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

    イ 入札回数 

      ２回を限度とする。 

  ウ 最低制限価格 

    最低制限価格を設定するので、最低制限価格未満の入札金額をもって入札をした者は、再度入札に参加 

  できないものとする。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2) 競争入札参加資格を証明する書類を提出した日から入札実施日（平成27年３月27日）までの間において新 

  潟県知事から指名停止措置を受けた（指名停止期間の一部が属する場合を含む。）者でないこと。 

(3) 新潟県庁舎等管理業務入札参加資格者名簿の営業種目の「建築物清掃業務」又は「建築物環境衛生総合管 

 理業務」の登録を受けている者であること。 

(4) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

(5) 新潟県内に事務所又は事業所を有する法人で、本県の「法人県民税」の未納がないことを証明する納税証 

 明書を提出した者であること。 

(6) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。   

 （ただし、更生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及 

 び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。） 

(7) 民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。   

 （ただし、再生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及 

 び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。） 

(8) 当該調達役務に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札参加資格証明書類の提出場所等 

(1) 入札参加資格証明書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
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  郵便番号 950-3324 

    新潟県新潟市北区前新田字新々囲乙364－７ 

  新潟県立環境と人間のふれあい館 

  電話番号 025-387-1450 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から上記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 入札説明書の交付期限 

  平成28年３月18日(金)午後５時 

(4) 競争入札参加資格の証明書類の提出期限 

  平成28年３月24日(木)午後５時 

(5) 入札執行日時及び場所 

  平成28年３月29日(火)午前10時 

  新潟県立環境と人間のふれあい館研修室 

４ その他 

(1) 契約において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則   

 第10号）第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札参加者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告に示した競争参加資格を証明する書類を提出期限までに 

 提出しなければならない。入札参加者は、入札執行日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に 

 関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効である。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した調達役務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、予定価格の制限の範囲内 

 の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込をした者のうち最低の価格をもって申込をした者を落札者と 

 する。 

(8) 調達手続の停止 

  平成28年度新潟県一般会計予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続について停止の措置を行う 

 ことがある。 

(9) その他 

  詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県新星学園給食業務委託について、次の

とおり一般競争入札を行う。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達案件の名称 

      新潟県新星学園給食業務 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

   調達役務に関する入札説明書及び仕様書による。 

(3) 履行期間 

      平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 

(4) 履行場所 
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      新潟県新星学園 

   （952-0114 新潟県佐渡市下新穂90-１） 

(5) 入札方法 

   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ときは、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、見積もった契約金額の108

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

    入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

  (1) 新潟県内に契約締結権限を有する事業所（本社、本店、支店又は営業所等）を置く者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11

年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基

づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、

更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 

 (4) 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成16年

法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

 (6) 新潟県の県税の納税義務を有するものにあっては、当該県税の未納がない者であること。 

 (7) 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

 (8) 社団法人日本メディカル給食協会の会員である者又は受託業務の遂行が困難になった場合の代行保証が確

認できる者であること。 

  (9) 新潟県内の障害者関係施設、児童関係施設又は高齢者関係施設において、平成22年４月１日から平成27年  

  ３月31日までに給食業務を継続して12ヶ月以上にわたり元請けとして完了した実績が２契約以上ある者であ   

  ること。ただし、契約期間が異なるが履行場所が同一の契約は、１契約と見なす。 

３ 入札参加資格証明書類の提出場所等 

(1) 入札参加資格証明書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

郵便番号 950-8570 

新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

   新潟県福祉保健部障害福祉課施設管理係 

     電話番号 025－280－5210 

(2) 入札説明書の交付方法 

   本公告の日から上記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 入札説明書の交付期限 

   平成28年３月22日（火） 午後５時 

(4) 入札執行日時及び場所 

   平成28年３月28日（月） 午前11時 

   新潟県職員会館会議室 

４ その他 

(1) 契約において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      免除する。 

(3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第 

  10号）第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札参加者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告に示した競争参加資格を証明する書類を提出期限までに 

  提出しなければならない。入札参加者は、入札執行日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に 

  関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 
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(5) 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

   要 

(7) 最低制限価格 

最低制限価格を設定する。 

(8) 落札者の決定方法 

本公告に示した調達役務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、予定価格以下最低制限価 

  格以上の範囲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。 

(9) その他 

  詳細は入札説明書による。 

 

大規模小売店舗の新設について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 リップス旭岡25街区 

所在地 長岡市上条高畑土地区画整理事業地内25街区 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

(1) 大規模小売店舗を設置する者 

・氏名又は名称 高野不動産株式会社 

法人代表者氏名 代表取締役 平澤 清二 

住所 長岡市柏町１丁目４番33号 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

・氏名又は名称 株式会社原信 

法人代表者氏名 代表取締役 原 和彦 

住所 長岡市中興野18番地２ 

  ・ほか３者 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

平成28年11月２日 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

計5,975平方メートル 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計340台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計140台 

(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・面積 計150平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・容量 計45立方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
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(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

    ・株式会社原信 

午前７時から午後12時 

 ・株式会社星光堂薬局 

  午前９時から午後12時 

 ・アキラ産業株式会社 

  午前９時から午後９時 

 ・未定１者 

  午前９時から午後10時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

午前６時30分から翌午前０時30分 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・出入口の数 ４箇所 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

・荷さばき施設１、２、３、４ 

午前６時から午後９時 

・荷さばき施設５ 

 午前４時から午前６時 

７ 届出年月日 

平成28年３月１日 

８ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

（なお、長岡市商工部商業振興課でも閲覧ができます｡) 

９ 縦覧期間 

平成28年３月11日から平成28年７月11日まで 

10 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の新設について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 リップス旭岡26街区 

所在地 長岡市上条高畑土地区画整理事業地内26街区 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

(1) 大規模小売店舗を設置する者 

・氏名又は名称 高野不動産株式会社 

法人代表者氏名 代表取締役 平澤 清二 

住所 長岡市柏町１丁目４番33号 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

・氏名又は名称 株式会社ユニクロ 

法人代表者氏名 代表取締役 柳井 正 

住所 山口県山口市佐山717番地１ 
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  ・ほか３者 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

平成28年11月２日 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

計3,643平方メートル 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計180台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計80台 

(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・面積 計96平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・容量 計19立方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

    ・株式会社ユニクロ 

午前６時から午後９時 

 ・株式会社ＡＯＫＩ及び未定１者 

  午前10時から午後８時 

 ・株式会社中越クルツール 

  午前８時から午後12時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

午前５時30分から翌午前０時30分 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・出入口の数 ２箇所 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

・荷さばき施設１、２ 

午前８時から午後８時 

・荷さばき施設３ 

 午前６時から午前８時 

・荷さばき施設４ 

 午前６時から午後９時 

７ 届出年月日 

平成28年３月１日 

８ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

（なお、長岡市商工部商業振興課でも閲覧ができます｡) 

９ 縦覧期間 

平成28年３月11日から平成28年７月11日まで 

10 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 新村上ショッピングプラザ 

所在地 村上市仲間町197番 外 

設置者 イオンリテール株式会社ほか１者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗において小売業を行う者の

変更）に関する届出 

公告日 平成27年10月30日 

３ 意見の概要 

(1) 村上市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

５ 縦覧期間 

平成28年３月11日から平成28年４月11日まで 

 

技能検定の合格者の発表について（公告） 

職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条第１項、第46条第２項及び職業能力開発促進法施行令（昭

和44年政令第258号）第３条の規定により実施した平成27年度後期技能検定の合格者は、次のとおりである。 

平成28年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

等級  検定職種（作業名） 

     受検番号 

１級 

さく井 

（パーカッション式さく井工事作業） 

A甲0001  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0010  A甲0011  A甲0012 

A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016  A甲0023  A甲0024  A甲0026  A甲0027 

C0002  C0003  C0006  C0010  C0012  C0013 

（ロータリー式さく井工事作業） 

A甲0002  A甲0004  A甲0008  A甲0014  A甲0015  A甲0016  A甲0017  A甲0018 

A甲0019  A甲0020  A甲0021  A甲0027  A甲0030  A甲0031  B0001  B0002 

C0001  C0002  C0004  C0005  C0007 

鍛造 

（プレス型鍛造作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003 

金型製作 

（プレス金型製作作業） 

C0001 

工場板金 

（数値制御タレットパンチプレス板金作業） 

B0001  C0001 

機械検査 

（機械検査作業） 

A甲0003  C0001  C0002  C0004 
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電気機器組立て 

（シーケンス制御作業） 

C0003 

半導体製品製造 

（集積回路組立て作業） 

C0002 

プリント配線板製造 

（プリント配線板製造作業） 

A甲0004  A甲0005 

自動販売機調整 

（自動販売機調整作業） 

A甲0002 

空気圧装置組立て 

（空気圧装置組立て作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  A甲0009 

農業機械整備 

（農業機械整備作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0006  A甲0008  A甲0010  A甲0011  A甲0013 

A甲0014  A甲0015  A甲0016  A甲0017  A甲0018  A甲0019  B0001  B0005 

B0006  C0001 

冷凍空気調和機器施工 

（冷凍空気調和機器施工作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0010 

A甲0011  A甲0012  A甲0014  A甲0016  A甲0018  A甲0019  A甲0020  A甲0021 

A甲0022  A甲0023  A甲0025  A甲0026  A甲0027  A甲0028  B0002  B0003 

婦人子供服製造 

（婦人子供既製服縫製作業） 

A甲0001  A甲0003 

和裁 

（和服製作作業） 

D0001  D0002 

プラスチック成形 

（射出成形作業） 

D0001 

強化プラスチック成形 

（エポキシ樹脂積層防食作業） 

B0001  B0002 

パン製造 

（パン製造作業） 

B0001 

菓子製造 

（洋菓子製造作業） 

A甲0001  A甲0002  C0001 

 （和菓子製造作業） 

A甲0001 

酒造 

（清酒製造作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008 

A甲0009  A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016  C0001 

建築大工 

（大工工事作業） 
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A甲0001  A甲0002  A甲0005  A甲0016  B0001  B0003  C0001  C0003  C0005 

C0007  C0008  C0009 

かわらぶき 

（かわらぶき作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007 

配管 

（建築配管作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0006  A甲0010  A甲0011  A甲0016  A甲0019 

A甲0020  A甲0021  A甲0023  A甲0027  A甲0029  A甲0033  B0001  B0002 

B0003  C0002  C0004  C0009  C0010  C0011  C0012  C0014  C0015  C0018 

厨房設備施工 

（厨房設備施工作業） 

B0001 

型枠施工 

（型枠工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0004  A甲0005  A甲0007  A甲0008  A甲0010  A甲0012 

A甲0015  A甲0016  B0001  B0002  C0001  C0003 

鉄筋施工 

（鉄筋組立て作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009 

A甲0010  A甲0011  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016  A甲0017  B0001  B0002 

B0003  B0004  B0005  B0006  B0007 

コンクリート圧送施工 

（コンクリート圧送工事作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0011 

防水施工 

（アスファルト防水工事作業） 

A甲0001 

（塩化ビニル系シート防水工事作業） 

A甲0001  A甲0002  C0001  C0002  C0003  C0004  C0005 

（改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業） 

C0001  C0002  C0003 

カーテンウォール施工 

（金属製カーテンウォール工事作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  B0001  C0001 

ガラス施工 

（ガラス工事作業） 

A甲0001  C0001  C0003 

電気製図 

（配電盤・制御盤製図作業） 

C0001 

金属材料試験 

（組織試験作業） 

C0001 

塗装 

（鋼橋塗装作業） 

C0001  C0002  C0003  D0001  D0002 

２級 

さく井 

（パーカッション式さく井工事作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009 
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A甲0010  A甲0012  B0001  C0002 

（ロータリー式さく井工事作業） 

A甲0001  A甲0004  A甲0005  A甲0007  A甲0010  A甲0013  A甲0014  A甲0017 

B0002  B0003  C0001  C0002  C0003 

鍛造 

（プレス型鍛造作業） 

B0001 

工場板金 

（機械板金作業） 

A甲0001  B0001  B0002   C0001  C0003 

（数値制御タレットパンチプレス板金作業） 

A甲0001 

機械検査 

（機械検査作業） 

A甲0003  A甲0010  A甲0012  A甲0013  A甲0016  A甲0018  A甲0019  A甲0021 

A甲0025  A甲0028  A甲0029  A甲0030  A甲0032  A甲0033  A甲0034  A甲0036 

A甲0046  A甲0048  A甲0051  A甲0052  A甲0053  C0001   C0004  C0005  C0007 

C0010  C0012  C0015 

電気機器組立て 

（シーケンス制御作業） 

A甲0008  C0001  C0007 

半導体製品製造 

（集積回路組立て作業） 

C0001 

空気圧装置組立て 

（空気圧装置組立て作業） 

A甲0004  A甲0005  A甲0008  A甲0009  A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0014 

A甲0015  A甲0016  A甲0017  A甲0020  A甲0021 

農業機械整備 

（農業機械整備作業） 

A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0009  A甲0011  A甲0012  A甲0013 

A甲0015  A甲0017  A甲0018  A甲0019  A甲0020  A甲0021  A甲0022  A甲0023 

A甲0024  A甲0025  A甲0026  A甲0027  A甲0028  A甲0029  A甲0030  A甲0031 

A甲0032  A甲0033  A甲0034  A甲0036  A甲0037  A甲0038  A甲0039  A甲0042 

A甲0043  A甲0044  A甲0046  A甲0047  B0002  C0001  C0002 

冷凍空気調和機器施工 

（冷凍空気調和機器施工作業） 

A甲0007  A甲0008  A甲0014  A甲0016  A甲0017  A甲0020  A甲0021  A甲0023 

A甲0024  A甲0026  A甲0027  A甲0030  A甲0033  A甲0035  C0001 

婦人子供服製造 

（婦人子供既製服縫製作業） 

A甲0001  A甲0002 

和裁 

（和服製作作業） 

A甲0001 

パン製造 

（パン製造作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0004 

菓子製造 

（洋菓子製造作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0004 
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（和菓子製造作業） 

A甲0001 

水産練り製品製造 

（かまぼこ製品製造作業） 

A甲0002  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0008  A甲0009  A甲0010 

酒造 

（清酒製造作業） 

A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0010 

A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0015  A甲0016  A甲0017  A甲0018  A甲0019 

A甲0020  C0002  C0003 

建築大工 

（大工工事作業） 

A甲0025  A甲0026  A甲0033  A甲0035  A甲0036  A甲0044  A甲0049  A甲0052 

A甲0054  A甲0055  A甲0061  A甲0063  A甲0064  A甲0066  A甲0067  A甲0068 

A甲0069  A甲0070  A甲0071  B0001  B0002  C0004  C0005  C0006  C0009 

C0010  C0011  C0014  C0016  C0018  C0019  D0001  D0002  D0003 

かわらぶき 

（かわらぶき作業） 

A甲0001  A甲0002 

配管 

（建築配管作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0008  A甲0011  A甲0014  A甲0019  A甲0021  A甲0022 

A甲0026  A甲0027  A甲0030  A甲0031  A甲0032  A甲0033  A甲0035  B0001 

B0003  B0004  C0006  C0007  C0009  C0011 

厨房設備施工 

（厨房設備施工作業） 

C0001 

型枠施工 

（型枠工事作業） 

A甲0002 

鉄筋施工 

（鉄筋組立て作業） 

A甲0002  A甲0003 

コンクリート圧送施工 

（コンクリート圧送工事作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009 

ガラス施工 

（ガラス工事作業） 

A甲0003  A甲0004  A甲0005  C0002  C0003 

機械・プラント製図 

（機械製図手書き作業） 

A甲0001 

（機械製図CAD作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0005  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0012  A甲0013 

A甲0014 

電気製図 

（配電盤・制御盤製図作業） 

A甲0002  B0002  C0001  C0002 

金属材料試験 

（組織試験作業） 

A甲0001  A甲0002  C0002  C0003 
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塗装 

（鋼橋塗装作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0010  A甲0011  C0001 

C0003 

義肢・装具製作 

（装具製作作業） 

A甲0001 

３級 

機械加工 

（普通旋盤作業） 

B0001  B0002 

機械検査 

（機械検査作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008 

A甲0009  A甲0010  A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016 

A甲0017  A甲0018  A甲0019  A甲0020  A甲0021  A甲0022  A甲0023  A甲0024 

A甲0025  A甲0026  A甲0027  A甲0028  A甲0029  A甲0030  A甲0032  A甲0033 

A甲0034  A甲0037  A甲0038  A甲0039  A甲0040  A甲0041  A甲0042  A甲0043 

A甲0044  A甲0045  A甲0046  A甲0047  A甲0048  A甲0049  A甲0050  A甲0051 

A甲0052  A甲0053  A甲0054  A甲0055  A甲0056  A甲0057  A甲0058  A甲0059 

A甲0060  A甲0062  A甲0063  A甲0064  A甲0065  A甲0066  A甲0067  A甲0068 

A甲0069  A甲0070  A甲0071  A甲0072  A甲0073  A甲0074  A甲0076  A甲0077 

A甲0078  A甲0079  A甲0080  A甲0081  A甲0083  A甲0084  A甲0085  A甲0086 

A甲0087  A甲0088  A甲0089  A甲0091  A甲0092  A甲0093  A甲0094  A甲0096 

A甲0097  A甲0098  A甲0099  A甲0100  A甲0101  A甲0102  A甲0103  A甲0104 

A甲0105  A甲0106  A甲0107  A甲0108  A甲0109  A甲0110  A甲0111  A甲0114 

A甲0115  A甲0116  A甲0117  A甲0118  A甲0119  A甲0120  A甲0121  A甲0122 

A甲0124  A甲0129  A甲0131  A甲0132  A甲0134  A甲0135  A甲0136  A甲0139 

A甲0142  A甲0146  A甲0147  A甲0148  A甲0150  A甲0151  A甲0152  A甲0153 

A甲0155  A甲0156  B0001  B0002  B0003  B0006  B0007  C0001  C0002 

C0003  C0004 

電気機器組立て 

（シーケンス制御作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009 

A甲0010  A甲0011  A甲0012 

冷凍空気調和機器施工 

（冷凍空気調和機器施工作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0007  A甲0008  A甲0011 

A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016  B0001  B0003  B0004   B0005 

和裁 

（和服製作作業） 

A甲0001 

建築大工 

（大工工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0010  A甲0011 

A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016  A甲0018  A甲0019  A甲0020 

A甲0021  A甲0022  A甲0023  A甲0024  A甲0025  A甲0026  A甲0027  A甲0028 

A甲0029  A甲0030  A甲0032  A甲0033  A甲0034  A甲0035  A甲0036  A甲0037 

A甲0038  A甲0039  A甲0041  A甲0042  A甲0043  A甲0044  A甲0045  A甲0046 

A甲0047  A甲0048  A甲0049  A甲0050  A甲0051  A甲0052  A甲0053  A甲0054 

A甲0055  A甲0056  A甲0058  A甲0059  A甲0060  A甲0061  A甲0062  A甲0063 
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A甲0064  A甲0065  A甲0066  A甲0067  A甲0068  A甲0069  A甲0070  A甲0071 

A甲0072  A甲0073  A甲0074  A甲0075  A甲0076  A甲0077  A甲0078  A甲0079 

A甲0080  A甲0081  A甲0082  A甲0083  A甲0084  A甲0085  A甲0086  A甲0087 

A甲0088  A甲0089  A甲0090  A甲0091  A甲0092  A甲0093  A甲0094  A甲0096 

A甲0097  A甲0098  A甲0099  A甲0100  A甲0101 

配管 

（建築配管作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0008  A甲0011  A甲0014  A甲0015 

A甲0016  A甲0017  A甲0019  A甲0021  A甲0023  A甲0024  A甲0026  A甲0028 

A甲0029  A甲0033  A甲0034  B0001  B0002  B0004  C0001  C0002  C0003 

C0004  C0005  C0006 

テクニカルイラストレーション 

（テクニカルイラストレーションCAD作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006 

機械・プラント製図 

（機械製図CAD作業） 

A甲0003  A甲0006  A甲0007  A甲0011  A甲0012  A甲0013 

貴金属装身具製作 

（貴金属装身具製作作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008 

A甲0009 

単一等級 

樹脂接着剤注入施工 

（樹脂接着剤注入工事作業） 

A甲0001  C0001   C0002  C0003  C0005 

バルコニー施工 

（金属製バルコニー工事作業） 

A甲0001  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0010 

A甲0011  A甲0012 

路面標示施工 

（加熱ペイントマシンマーカー工事作業） 

D0001  D0002 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立新発田病院・新潟県立リウマチセン

ターの医療情報総合システム管理運営業務委託について、次のとおり一般競争入札を行う。 

平成28年３月11日 

新潟県立新発田病院長 堂前 洋一郎 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  新潟県立新発田病院・新潟県立リウマチセンター医療情報総合システム管理運営業務委託 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期間 

  平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県立新発田病院及び新潟県立リウマチセンター 

(5) 入札方法 
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  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ときは、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、見積もった 

 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。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立がなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

(5) 障害発生時に迅速な対応ができる者であること。 

(6) 医療情報総合システムの委託を過去５年以内に受託したことがあること。 

(7) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(8) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 957－8588 

  新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

  新潟県立新発田病院経営課 

  電話番号 0254－22－3121 内線2518 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札に係る参加申請書の提出 

(1) 入札希望者は平成28年３月22日（火）午後５時15分までに、入札説明書に定める入札参加確認申請書を持

参又は郵送しなければならない。ただし、郵送の場合は平成28年３月22日（火）に必着させるとともに、簡

易書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加確認申請書の提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加確認申請書の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

 平成28年３月25日（金）午前11時30分 

 新潟県立新発田病院 ５階大会議室 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の金額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という。）第196

条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  前記２に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197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 
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 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、什器（事務机・椅子等）について、次のとお

り一般競争入札を行う。 

平成28年３月11日 

新潟県立十日町病院長 塚田 芳久 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  什器（事務机・椅子等）  一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成28年４月28日（木） 

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  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ときは、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、見積もった 

 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。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「家具類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0055 

  新潟県十日町市高山32番地９ 

  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線506 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成28年３月16日（水）午前12時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 平成28年３月17日（木）午前10時00分 

 新潟県立十日町病院 ３階 講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 
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  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197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。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、什器（診察室什器）について、次のとおり一

般競争入札を行う。 

平成28年３月11日 

新潟県立十日町病院長 塚田 芳久 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  什器（診察室什器）  一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成28年４月28日（木） 

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  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ときは、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、見積もった 

 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。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「家具類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 
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  郵便番号 948－0055 

  新潟県十日町市高山32番地９ 

  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線506 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成28年３月16日（水）午前12時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 平成28年３月17日（木）午前10時15分 

 新潟県立十日町病院 ３階 講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197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。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、什器（待合椅子等）について、次のとおり一

般競争入札を行う。 

平成28年３月11日 

新潟県立十日町病院長 塚田 芳久 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  什器（待合椅子等）  一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成28年４月28日（木） 

(4) 納入場所 
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  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  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ときは、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、見積もった 

 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。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「家具類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0055 

  新潟県十日町市高山32番地９ 

  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線506 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成28年３月16日（水）午前12時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 平成28年３月17日（木）午前10時30分 

 新潟県立十日町病院 ３階 講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197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。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 
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 イ 詳細は入札説明書による。 

 

正   誤 

平成27年12月25日付け新潟県警察本部告示第71号（新潟県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規程

の一部を改正する告示） 

115ページの 

「 （保有個人情報の開示の実施等） 

第９条 （略） 

（保有個人情報の開示の実施等） 

第９条 （略） 

   

」 

は、 

「 （保有個人情報の開示の実施等） 

第９条 （略） 

（保有個人情報の開示の事項等） 

第９条 （略） 

 

」 

の誤り。 
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