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森林づくり推進課

長野県教育委員会告示第３号

　令和４年度長野県立高等学校入学者選抜要綱を次のとおり定めました。

　　令和３年７月12日

	 長野県教育委員会

１　要綱の名称

　　令和４年度長野県立高等学校入学者選抜要綱

２　要綱の内容

　	　要綱の内容は、長野県教育委員会のホームページ（https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/jukense/index.html）に掲

載しました。

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　松本市（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

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び松本市役所に備え置いて

縦覧に供する。）

高校教育課

公告

　長野県伊那西部土地改良区連合の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和３年７月12日

	 長野県上伊那地域振興局長　竹　村　浩一郎　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　坪　木　利　夫　　伊那市西春近91番地１

　　清　水　　　満　　伊那市ますみヶ丘798番地７

　　鈴　木　清　治　　伊那市西箕輪3022番地

　　林　　　智　広　　箕輪町大字中箕輪4761番地１

　　藤　城　栄　文　　南箕輪村9893番地３

　　木　下　尊　英　　南箕輪村956番地１

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　伊　藤　権　司　　伊那市東春近10746番地81

　　有　賀　和　幸　　伊那市西春近1092番地

　　高　畑　國　男　　伊那市西春近5031番地１
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農地整備課

公告

　令和４年度 (2022年度 )長野県立高等学校実習助手採用のための選考を次のとおり行います。

　　令和３年7月12日

	 長野県教育委員会

１　採用予定の実習助手の種別・募集人員

種　　　　別 選考区分 募集人員

農業の実験・実習を主とする実習助手
一般選考

若干名
若年者選考

工業の実験・実習を主とする実習助手
一般選考

若干名
若年者選考

理科の実験・実習を主とする実習助手
一般選考

若干名
若年者選考

２　申込資格

　　次の資格を有する者であることとします。

(1)	一 般 選 考 昭和37年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた者で、高等学校卒業以上の学歴を有する者 ( 令和４年

３月31日までに高等学校を卒業する見込みの者を含む。）

	若年者選考 平成12年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた者で、高等学校卒業以上の学歴を有する者 ( 令和４年

３月31日までに高等学校を卒業する見込みの者を含む。）

　(2)	身体に障がいのある人の受験にあたっては、配慮を行います。

　　	　身体に障がいのある人の受験にあたっては、障がいの種類や程度に応じて、文字・用紙の拡大、手話通訳によるコミュニケー

ション、試験時間の延長、試験会場・座席の配慮等、支障なく受験できるように努めますので、希望する配慮の内容について申

込用紙に記入して下さい。

　(3)	次のいずれかに該当する者は、選考を受けることができません。

　　ア　地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する者

　　イ　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

３　受付期間及び提出先

　(1)	受付期間

　　	　令和３年８月20日（金）から８月27日（金）まで（受付時間は、午前８時30分から午後５時15分まで）とします。ただし、土曜日、

日曜日及び休日は除きます。

　　　なお、郵送による場合は、８月27日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます。

　(2)	手続

　　ア　提出するもの

　　　　４の申込書類

　　イ　提出先

　　　　郵便番号　380－8570				

　　　　長野県教育委員会事務局高校教育課

　　小　林　正　俊　　箕輪町大字中箕輪3730番地1003

　　唐　木　一　直　　南箕輪村4954番地

　　唐　澤　直　幸　　南箕輪村1903番地２

監　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　林　　　明　男　　箕輪町大字中箕輪4773番地

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　唐　澤　和　雄　　箕輪町大字中箕輪12807番地１
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　　　　電話番号		026－235－7430		内線4358

　　　　所	在	地　長野市大字南長野字幅下692 の２

　　　　（封筒の表に「実習助手採用選考申込書在中」と朱書してください。）

４　申込書類

　(1)	採用選考申込書（長野県教育委員会が交付するもの）

　　（記入上の注意事項）

　　・受験種および受験区分は該当する一つの項目を	　　　　で囲む。

　　・年齢は令和４年４月１日のものを記入する。

　　・身体に障がいのある人のうち、受験上の配慮が必要な人は、具体的な内容を申込書の「３」の項目に記入する。

　(2)	最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書

　(3)	最終学校における学業成績証明書（親展扱いとします。）

　(4)	受験票（長野県教育委員会が交付するもの）

　(5	)	返信用の封筒（長形３号＜縦23.5 センチメートル×横12.0 センチメートルの大きさのもの＞を用い、あて先及び氏名を明記し、

94円切手を貼ったもの）

　(6	)	最終学校における就職者用調査書（令和４年３月31日までに高等学校を卒業する見込みの者に限り提出することとします。この

書類を提出する場合にあっては、(2) 及び (3) の書類の提出は不要です。親展扱いとします。）

５　選考

　　選考は、次の要領で行います。（共通）

選考
順序

期　　日 会　　場 対　象　者
選考内容
及び方法

備　　考

第
１
次
選
考

令和３年
９月18日（土）

長野県庁 志願者全員 書類審査
筆記試験
・一般教養
・小論文
適性検査

試験の時間等は
受付期間終了後
本人に通知しま
す。

第
２
次
選
考

令和３年
10月25日（月）

長野県庁 第１次選考
合格者

面接 詳細は第１次選
考合格者に通知
します。

６　選考結果の通知

　(1)	通知の時期

　　　第１次選考の結果は 10月中旬、第２次選考の結果は 11月下旬に通知します。

　（2）通知等の方法

　　ア　第１次選考結果

　　　(	ｱ	)	合否並びに不合格に係る総合評価、小論文の段階別評価並びに一般教養の得点及び平均点を郵送で通知します。

　　　(	ｲ	)	合格者の受験番号を長野県教育委員会ホームページに掲載します。

　　　(	ｳ	)	第１次選考合格者の結果については、第２次選考結果に合わせて郵送で通知します。

　　イ　第２次選考結果

　　　　合否及び総合評価の段階別評価を郵送にて通知します。

７　その他

　(1	)	採用選考申込書及び受験票の用紙は、長野県教育委員会事務局高校教育課（県庁８階）で交付します。郵便により請求する場合は、

封筒の表に「高校実習助手採用選考申込用紙請求」と朱書し、140円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒角形２号（縦33.2 セン

チメートル×横24.0 センチメートル）を同封してください。

　　なお、長野県教育委員会のホームページからダウンロードすることもできます。

　(2	)	第１次選考結果及び第２次選考結果については、長野県個人情報保護条例（平成３年長野県条例第２号）第11条第１項ただし書

の規定により、口頭により開示を請求することができます。ただし、第１次選考合格者は、第２次選考結果通知後に開示請求がで

きるものとします。

　　ア　開示する期間

　　　　選考結果通知日から１年間

　　イ　開示を行う場所

　　　　長野県教育委員会事務局高校教育課（県庁８階）

　　ウ　必要書類

　　　　運転免許証、学生証等本人であることを証明できるものを持参してください。
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高校教育課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月12日

	 長野県工業技術総合センター所長　宮　嶋　隆　司　

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする物品等及び数量

　　　高速通信モジュール機械特性評価装置　一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	納入期限

　　　令和４年３月23日（水）

　(4)	納入場所

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札方法

　　	　価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、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（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格としま

すので、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 110分の 100 に相当す

る金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により長野県の入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監

理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力

団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時までに

２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html	

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課

　　　電話番号　026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　長野県会計局契約・検査課

　　電話番号　026（235）7079

　　上記の場所のほか、次のアドレスからダウンロードすることができます。

　(3)	提出された書類は、一切返却しません。

　(4)	第１次選考の一般教養の問題用紙は、持ち帰りができます。

　(5)	この選考の実施に際して収集する個人情報は、この選考のために必要な範囲でのみ利用します。
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　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/buppin/yoshiki.html

５　入札手続等

　(1)	契約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	

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年８月25日（水）午前10時

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　　　　　長野県庁　西庁舎１階入札室

　(3)	郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年８月24日（火）午後５時（必着）

　　イ　提出場所　長野市大字南長野字幅下692－２（県庁専用郵便番号　380－8570）

　　　　　　　　　長野県会計局契約・検査課

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札申込書を、令和３年８月23日（月）午後５時までに (3) のイの場所に提出してください。

この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明して

ください。

　　　また、技術資料等を、令和３年８月３日（火）午後５時までに次の場所に提出してください。

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号に

掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者として決定します。

６　その他

　　詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	products	to	be	procured:

　　　Universal	testing	machine	for	high-speed	communication	modules,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　Wednesday,	March	23,	2022

　(3)	Delivery	location:

　　　Nagano	Prefecture	General	Industrial	Technology	Center

　　　Precision,	Electronic	and	Aviation	Technology	Department

　　　1-3-1	Osachikatamacho,	Okaya	City,	Nagano	Prefecture	394-0084	Japan

　　　Tel:	+81-266-23-4000	(Japanese	only)

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	Prefecture	380-8570	Japan

　　　Tel:	+81-26-235-7079

　(5)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Wednesday,	August	25,	2021,	10:00	a.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefectural	Office,	West	Annex,	1st	Floor,	Bidding	Room	

　(6)	Mail-in	submission	(registered	mail	only):

　　　Deadline:	Must	be	received	by	Tuesday,	August	24,	2021,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　　　　　　　　　	380-8570	(Exclusive	postal	code	for	the	Nagano	Prefectural	Office)	Japan
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産業技術課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月12日

	 長野県工業技術総合センター所長　宮　嶋　隆　司　

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする物品等及び数量

　　　高速通信モジュール試作装置　一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	納入期限

　　　令和４年３月30日（水）

　(4)	納入場所

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札方法

　　	　価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、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（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とし

ますので、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 110分の 100 に相当

する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により長野県の入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成

30年長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html	

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課

　　　電話番号　026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　長野県会計局契約・検査課

　　電話番号　026（235）7079

　　上記の場所のほか、次のアドレスからダウンロードすることができます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/buppin/yoshiki.html

５　入札手続等
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　(1)	契約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	

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年８月25日（水）午前10時20分

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　　　　　長野県庁　西庁舎１階入札室

　(3)	郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年８月24日（火）午後５時（必着）

　　イ　提出場所　長野市大字南長野字幅下692－２（県庁専用郵便番号　380－8570）

　　　　　　　　　長野県会計局契約・検査課

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札申込書を、令和３年８月23日（月）午後５時までに (3) のイの場所に提出してください。

この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明し

てください。

　　　また、技術資料等を、令和３年８月４日（水）午後５時までに次の場所に提出してください。

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者として決定します。

６　その他

　　詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	products	to	be	procured:

　　　Lathe	for	trial	manufacture	of	high-speed	communication	modules,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　Wednesday,	March	30,	2022

　(3)	Delivery	location:

　　　Nagano	Prefecture	General	Industrial	Technology	Center

　　　Precision,	Electronic	and	Aviation	Technology	Department

						1-3-1	Osachikatamacho,	Okaya	City,	Nagano	Prefecture	394-0084	Japan

						Tel:	+81-266-23-4000	(Japanese	only)

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	Prefecture	380-8570	Japan

　　　Tel:	+81-26-235-7079

　(5)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Wednesday,	August	25,	2021,	10:20	a.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefectural	Office,	West	Annex,	1st	Floor,	Bidding	Room	

　(6)	Mail-in	submission	(registered	mail	only):

　　　Deadline:	Must	be	received	by	Tuesday,	August	24,	2021,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　　　　　　　　　	380-8570	(Exclusive	postal	code	for	the	Nagano	Prefectural	Office)	Japan
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公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月12日

	 長野県工業技術総合センター所長　宮　嶋　隆　司　

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする物品等及び数量

　　　機能性コーティング材料調整システム　一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	納入期限

　　　令和４年１月31日（月）

　(4)	納入場所

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札方法

　　	　価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、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（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とし

ますので、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 110分の 100 に相当

する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により長野県の入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成

30年長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html	

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課

　　　電話番号　026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　長野県会計局契約・検査課

　　電話番号　026（235）7079

　　上記の場所のほか、次のアドレスからダウンロードすることができます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/buppin/yoshiki.html

５　入札手続等

産業技術課
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　(1)	契約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	

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年８月25日（水）午前10時40分

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　　　　　長野県庁　西庁舎１階入札室

　(3)	郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年８月24日（火）午後５時（必着）

　　イ　提出場所　長野市大字南長野字幅下692－２（県庁専用郵便番号　380－8570）

　　　　　　　　　長野県会計局契約・検査課

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札申込書を、令和３年８月23日（月）午後５時までに (3) のイの場所に提出してください。

この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明し

てください。

　　　また、技術資料等を、令和３年８月４日（水）午後５時までに次の場所に提出してください。

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者として決定します。

６　その他

　　詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	products	to	be	procured:

　　　Functional	coating	material	adjustment	system,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　	Monday,	January	31,	2022

　(3)	Delivery	location:

　　　Nagano	Prefecture	General	Industrial	Technology	Center

　　　Precision,	Electronic	and	Aviation	Technology	Department

　　　1-3-1	Osachikatamacho,	Okaya	City,	Nagano	Prefecture	394-0084	Japan

　　　Tel:	+81-266-23-4000	(Japanese	only)

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	Prefecture	380-8570	Japan

　　　Tel:	+81-26-235-7079

　(5)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Wednesday,	August	25,	2021,	10:40	a.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefectural	Office,	West	Annex,	1st	Floor,	Bidding	Room	

　(6)	Mail-in	submission	(registered	mail	only):

　　　Deadline:	Must	be	received	by	Tuesday,	August	24,	2021,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　　　　　　　　　	380-8570	(Exclusive	postal	code	for	the	Nagano	Prefectural	Office)	Japan
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公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月12日

	 長野県工業技術総合センター所長　宮　嶋　隆　司　

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする物品等及び数量

　　　高速デジタル信号品質評価装置　一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	納入期限

　　　令和４年３月30日（水）

　(4)	納入場所

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札方法

　　	　価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、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（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とし

ますので、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 110分の 100 に相当

する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により長野県の入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成

30年長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html	

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課

　　　電話番号　026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　長野県会計局契約・検査課

　　電話番号　026（235）7079

　　上記の場所のほか、次のアドレスからダウンロードすることができます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/buppin/yoshiki.html

５　入札手続等

産業技術課
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　(1)	契約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	

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年８月25日（水）午前11時

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　　　　　長野県庁　西庁舎１階入札室

　(3)	郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年８月24日（火）午後５時（必着）

　　イ　提出場所　長野市大字南長野字幅下692－２（県庁専用郵便番号　380－8570）

　　　　　　　　　長野県会計局契約・検査課

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札申込書を、令和３年８月23日（月）午後５時までに (3) のイの場所に提出してください。

この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明して

ください。

　　　また、技術資料等を、令和３年８月３日（火）午後５時までに次の場所に提出してください。

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号に

掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者として決定します。

６　その他

　　詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	products	to	be	procured:

　　　High-speed	digital	signal	analysis	system,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　Wednesday,	March	30,	2022

　(3)	Delivery	location:

　　　Nagano	Prefecture	General	Industrial	Technology	Center

　　　Precision,	Electronic	and	Aviation	Technology	Department

　　　1-3-1	Osachikatamacho,	Okaya	City,	Nagano	Prefecture	394-0084	Japan

　　　Tel:	+81-266-23-4000	(Japanese	only)

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	Prefecture	380-8570	Japan

　　　Tel:	+81-26-235-7079

　(5)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Wednesday,	August	25,	2021,	11:00	a.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefectural	Office,	West	Annex,	1st	Floor,	Bidding	Room	

　(6)	Mail-in	submission	(registered	mail	only):

　　　Deadline:	Must	be	received	by	Tuesday,	August	24,	2021,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　　　　　　　　　	380-8570	(Exclusive	postal	code	for	the	Nagano	Prefectural	Office)	Japan
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公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月12日

	 長野県工業技術総合センター所長　宮　嶋　隆　司　

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする物品等及び数量

　　　高周波モジュール評価装置　一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	納入期限

　　　令和４年３月30日（水）

　(4)	納入場所

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札方法

　　	　価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、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（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格としま

すので、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 110分の 100 に相当す

る金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により長野県の入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監

理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力

団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時までに

２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html	

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課

　　　電話番号　026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　長野県会計局契約・検査課

　　電話番号　026（235）7079

　　上記の場所のほか、次のアドレスからダウンロードすることができます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/buppin/yoshiki.html

５　入札手続等

　(1)	契約手続において使用する言語及び通貨

産業技術課
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　　　日本語及び日本国通貨	

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年８月25日（水）午前11時20分

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　　　　　長野県庁　西庁舎１階入札室

　(3)	郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年８月24日（火）午後５時（必着）

　　イ　提出場所　長野市大字南長野字幅下692－２（県庁専用郵便番号　380－8570）

　　　　　　　　　長野県会計局契約・検査課

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札申込書を、令和３年８月23日（月）午後５時までに (3) のイの場所に提出してください。

この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明し

てください。

　　　また、技術資料等を、令和３年８月３日（火）午後５時までに次の場所に提出してください。

　　　岡谷市長地片間町１－３－１

　　　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者として決定します。

６　その他

　　詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	products	to	be	procured:

　　　High-frequency	module	analysis	system,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　Wednesday,	March	30,	2022

　(3)	Delivery	location:

　　　Nagano	Prefecture	General	Industrial	Technology	Center

　　　Precision,	Electronic	and	Aviation	Technology	Department

　　　1-3-1	Osachikatamacho,	Okaya	City,	Nagano	Prefecture	394-0084	Japan

　　　Tel:	+81-266-23-4000	(Japanese	only)

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	Prefecture	380-8570	Japan

　　　Tel:	+81-26-235-7079

　(5)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Wednesday,	August	25,	2021,	11:20	a.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefectural	Office,	West	Annex,	1st	Floor,	Bidding	Room	

　(6)	Mail-in	submission	(registered	mail	only):

　　　Deadline:	Must	be	received	by	Tuesday,	August	24,	2021,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefectural	Government,	Accounting	Bureau,	Contract	and	Audit	Division	

　　　　　　　　　　　	380-8570	(Exclusive	postal	code	for	the	Nagano	Prefectural	Office)	Japan
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