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１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　403号

３　道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

東筑摩郡筑北村西条字上手山2343番の 61地先から
東筑摩郡筑北村乱橋字切田2443番の４地先まで

旧

ｍ
10.5 ～ 27.2

Km
0.2898

12.9 ～ 41.7 0.3700

同　　　　　上 新 12.9 ～ 41.7 0.3700

道路管理課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　入札に付する事項

　(1)	調達産品等の種類及び数量

　　　長野県庁舎（本館、議会棟、議会増築棟及び西庁舎をいう。）で使用する電気

　　　契約電力　1,650kW　予定使用電力量　4,990,000kWh

　(2)	調達産品等の特質等

　　　入札説明書によります。

　(3)	調達期間

　　　令和３年10月１日から令和４年９月30日まで（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）

　(4)	調達場所

　　　長野市大字南長野字幅下692－２　長野県庁舎

　(5)	入札方法

　　	　入札金額は、(1) の契約電力及び予定使用電力量に基づき、入札者が設定した契約電力に対する単一の単価及び使用電力量に対

する単価（同一月においては単一のものとする。）を記載してください。

　　	　落札者の決定は、入札書に記載された入札金額に従って計算した電気料金の総額により行いますので、入札金額と併せて電気料

金の総額を記載してください。

　　	　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)	契約履行に当たり、(1) に掲げる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

　(3	)	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。

　(4	)	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。

　(5	)	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。

　(6)	電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。
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　(7)	長野県グリーン購入推進方針に定める電力調達の判断基準に該当する者であること。

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 (3) に該当しないものは、次のとおり一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格を申請することができます。なお、入札の時までに２の (3) 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/index.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　026（235）7079

４　入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　長野県総務部財産活用課

　　電話　026（235）7045

　　入札説明書等は、次のアドレスからダウンロードすることもできます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/nyusatsu/kokyokoji/keyakujoho/somu/nyusatsu.html

５　入札手続等

　(1)	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

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年９月３日（金）　午後１時30分

　　イ　場所　長野県庁　西庁舎１階　入札室

　(3)	郵送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９月１日（水）正午

　　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）長野県総務部財産活用課

　(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、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和３年８月10日（火）正午までに４

の場所に提出してください。この場合において、開札日の前日までの間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。

　(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、令和３年９月３日（金）正午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申込みをした者を落札者として決定します。

　(10)	契約の締結

　　　この調達に係る契約は、単価契約とします。

６　その他

　(1	)	この入札に係る契約は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約です。この契約を締結した翌年度において、当該契約

に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、長野県は、この契約を変更し、又は解除することができるものとします。

　(2)	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	the	products	to	be	purchased:

　　　	Electricity	 of	 about	 4,990,000kWh	 to	 be	 consumed	 in	 the	 prefectural	 government	 facilities:	 (Main	 Building,	
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Prefectural	Assembly	Building,	Prefectural	Assembly	Annex	and	West	Annex)

　　　Contract	demand:	1,650kW

　(2)	Contract	duration:

　　　From	October	1,	2021	until	September	30,	2022

　(3)	Place	where	the	product	is	procured:

　　　The	prefectural	government	buildings	mentioned	above

　　　Address:	692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City

　(4)	Contact	point	for	the	tender	information;

　　　description/conditions/and	other	inquiries:

　　　Property	Utilization	Division,	General	Affairs	Department,

　　　Nagano	Prefectural	Government

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City

　　　TEL	+81-26-235-7045	(in	Japanese	only)

　(5)	Time	and	location	for	the	tender:

　　　Time:	1:30PM,	Friday,	Septemer	3,	2021

　　　Location:	Bidding	Room,	Nagano	Prefectural	Government	West	Annex	1F

　(6)	Time	limit	and	mailing	address	for	the	tender	by	mail:

　　　Time:	12:00PM,	Wednesday,	September	1,	2021

　　　Mailing	Address:	Property	Utilization	Division,	General	Affairs	Department,

　　　　　　　　　　　	Nagano	Prefectural	Government

　　　　　　　　　　　	692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City

　　　　　　　　　　　	380-8570	(Exclusive	postal	code)	JAPAN

財産活用課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　入札に付する事項

　(1)	調達産品等の種類及び数量

　　　合同庁舎等 (佐久合同庁舎以下19施設 )で使用する電気

　　　予定契約電力2,630kW 及び予定使用電力量5,767,000kWh

　　　各施設の予定契約電力及び予定使用電力量は、仕様書によります。

　(2)	調達産品等の特質等

　　　入札説明書によります。

　(3)	調達期間

　　	　令和３年10月１日から令和４年９月30日まで又は令和３年11月１日から令和４年10月31日まで（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）

　(4)	調達場所

　　　入札説明書によります。

　(5)	入札方法

　　	　入札金額は、(1) の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき、入札者が設定した契約電力に対する単一の単価及び使用電力量

に対する単価（同一月においては単一のものとする。）を記載してください。

　　	　落札者の決定は、入札書に記載された入札金額に従って計算した電気料金の総額により行いますので、入札金額と併せて電気

料金の総額を記載してください。

　　	　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)	契約履行に当たり、(1) に掲げる者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと　
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　(3	)	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。

　(4	)	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22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。

　(5	)	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。

　(6)	電気事業法 (昭和39年法律第170号 ) 第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。

　(7)	長野県グリーン購入推進方針に定める電力調達の判断基準に該当する者であること。

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 (3) に該当しないものは、次のとおり一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格を申請することができます。なお、入札の時までに２の (3) 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/index.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　026（235）7079

４　入札説明書及び仕様書の交付場所、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

　　長野県総務部財産活用課

　　電話　026（235）7045

　　入札説明書等は、次のアドレスからダウンロードすることもできます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/nyusatsu/kokyokoji/keyakujoho/somu/nyusatsu.html

５　入札手続等

　(1)	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

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年９月３日（金）　午後２時

　　イ　場所　長野県庁　西庁舎１階　入札室

　(3)	郵送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９月１日（水）	正午

　　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）長野県総務部財産活用課

　(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、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和３年８月10日（火）正午までに

４の場所に提出してください。この場合において、開札日の前日までの間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。

　(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、令和３年９月３日（金）正午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

　　　入札説明書６の各号の一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申込みをした者を落札者として決定します。

　(10)	契約の締結
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　　　この調達に係る契約は、単価契約とします。

６　その他

　(1	)	この入札に係る契約は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約です。この契約を締結した翌年度において、当該契約

に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、長野県は、この契約を変更し、又は解除することができるものとします。

　(2)	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	the	products	to	be	purchased:

　　　	Electricity	to	be	consumed	in	Godochosha	buildings,	etc.	(	a	total	of	19	facilities	including	the	Saku	Godochosha	

building)

　　　The	planned	contract	demand:	2,630kW	

　　　The	intended	consumption	of	electricity:	5,767,000kWh

　　　	The	 planned	 contract	 demand	 and	 intended	 consumption	 of	 electricity	 of	 each	 facility	 can	 be	 found	 on	 the	

specifications	sheet.

　(2)	Contract	period:

　　　From	October	1,	2021	until	September	30,	2022	or	from	November	1,	2021	until	October	31,	2022.

　(3)	Place	where	the	product	is	procured:

　　　19	prefectural	facilities	including	the	following:

　　　Saku	Godochosha	(Address:	65-1	Atobe,	Saku	City)

　　　The	addresses	for	all	other	facilities	are	listed	in	the	bidding	guidelines.

　(4)	Contact	point	for	the	tender	information;

　　　description/conditions/and	other	inquiries:

　　　Property	Utilization	Division,	General	Affairs	Department,

　　　Nagano	Prefectural	Government

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City

　　　TEL	+81-26-235-7045	(in	Japanese	only)

　(5)	Time	and	location	for	the	tender:

　　　Time:	2:00PM,	Friday,	September	3,	2021

　　　Location:	Bidding	Room,	Nagano	Prefectural	Government	West	Annex	

　(6)	Time	limit	and	mailing	address	for	the	tender	by	mail:

　　　Time:	12:00PM,	Wednesday,	September	1,	2021

　　　Mailing	Address:	Property	Utilization	Division,	General	Affairs	Department,	

　　　　　　　　　　　	Nagano	Prefectural	Government

　　　　　　　　　　　	692-2　Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City

　　　　　　　　　　　	380-8570	(Exclusive	postal	code)	JAPAN

財産活用課

公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次の成果を認証しました。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

調査を行った者の
名　　　　　　称

調査を行った
時　　　　期

成	果	の	名	称	 調	査	を	行	っ	た	地	域 認	証	年	月	日

須坂市
平成24年から
平成29年まで

地籍簿及び地籍図 須坂市大字日滝の一部 令和３年７月12日

須坂市
平成26年から
令和元年まで

地籍簿及び地籍図 須坂市大字日滝の一部 令和３年７月12日

伊那市
平成27年から
平成28年まで

地籍簿及び地籍図 伊那市坂下、山寺の各一部 令和３年７月12日

上伊那郡中川村
平成27年から
平成30年まで

地籍簿及び地籍図 中川村片桐の一部 令和３年７月12日

下伊那郡阿南町
平成30年から
令和元年まで

地籍簿及び地籍図 阿南町和合の一部 令和３年７月12日
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公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和３年７月19日

	 長野県諏訪建設事務所長　木　村　智　行　

１　許可番号

　　令和３年１月14日　長野県諏訪建設事務所指令２諏建第152－４号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　	　岡谷市南宮１－9752－１、9752－16、9752－17、9752－18、9754・9755－イ合併、9755－ロ、9756－２の内、9756－イ、9756－ロ、

9758－２の内、9758－３、9758－４、9758－５、9759－１、9759－２、9760－７、9761、9762－４、9808－３の内、9761先

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　諏訪郡下諏訪町西赤砂4342－５

　　　株式会社東洋開発　代表取締役　高　山　　　巖

都市・まちづくり課

公告

　長野県望月少年自然の家の管理を指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）に行わせますので、その候補者を次のとおり募集します。

　　令和３年７月19日

	 長野県教育委員会教育長　原　山　隆　一

１　施設の概要等

　(1)	名　称

　　　長野県望月少年自然の家

　(2)	所在地

　　　長野県佐久市協和3489番67号

　(3)	設置目的

　　	　少年を自然に親しませ、団体宿泊訓練を行い、情操や社会性を豊かにするとともに、心身を鍛錬し、もって少年の健全な育成を

図ることを目的としています。

　(4)	施設の概要

建設年月 昭和52年４月

構　　造 鉄筋コンクリート造平屋建

敷地面積 330,000㎡

延床面積 2,339.36㎡

主な施設 宿泊棟（定員200名）等（長野県望月少年自然の家管理業務仕様書（以下
「仕様書」という。）に記載のとおり）

２　指定期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年間

農地整備課

木曽郡木曽町
平成25年から
平成26年まで

地籍簿及び地籍図 木曽町福島の一部 令和３年７月12日

木曽郡木祖村
平成20年から
令和２年まで

地籍簿及び地籍図 木祖村大字薮原の一部 令和３年７月12日

上高井郡高山村
令和元年から
令和２年まで

地籍簿及び地籍図 高山村大字奥山田の一部 令和３年７月12日

上水内郡信濃町
平成29年から
平成30年まで

地籍簿及び地籍図 信濃町大字富濃の一部 令和３年７月12日

下水内郡栄村
平成25年から
平成27年まで

地籍簿及び地籍図 栄村大字堺の一部 令和３年７月12日
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３　指定管理者が行う業務の範囲

　	　指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりです（詳細は、長野県望月少年自然の家指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）

及び仕様書によります。）。

　(1)	施設及び設備の維持管理に関する業務

　(2)	長野県望月少年自然の家の利用の許可に関する業務

　(3)	長野県望月少年自然の家の利用に係る料金に関する業務

　(4)	少年の健全な育成に資する事業の企画及び実施に関する業務

　(5)	(1) から (4) までに掲げる業務に附帯する業務

４　応募資格

　　応募をする者は、次の全ての要件を満たす法人その他の団体（以下「法人等」という。）であることが必要です。

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

　(2	)	長野県会計局長又は長野県建設部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）又は長野県建設工事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18日付け 22建政技第337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。

　(3	)	地方自治法第244条の２第11項の規定により、本県又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日

から２年を経過しない者でないこと。

　(4)	県税その他の租税の滞納がない法人等であること。

　(5	)	会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生手続開始の決定又は再生手続の開

始の決定があった法人等でないこと。

　(6)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。

　(7)	法人等の役員に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。

　　ア　破産者で復権を得ない者

　　イ　禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

５　応募の手続

　(1)	募集要項及び仕様書の交付

　　	　募集要項及び仕様書は、長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課（郵便番号380－8570（長野県庁専用郵便番号）、所在地：

長野県長野市大字南長野字幅下692－２）で交付します。

　　　なお、長野県公式ホームページからダウンロードできます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/bunsho/bunka/kanren/shitekanri.html

　(2)	応募方法

　　　申請書に、次の書類を添付して、長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課へ提出してください。

　　ア　定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

　　イ	　申請の日の属する事業年度の前３年の各事業年度における申請者の事業の状況を記載した書類、貸借対照表及び損益計算書

若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの

　　ウ　申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における申請者の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類

　　エ　役員の名簿及び履歴書

　　オ　法人税、消費税、地方消費税及び長野県税に係る納税証明書

　　カ　その他募集要項に定める書類

　(3)	受付期間

　　　令和３年７月19日（月）から９月10日（金）正午まで

６　現地説明会の開催

　　長野県望月少年自然の家の施設について説明するため、次のとおり現地説明会を開催します。

　(1)	日時

　　　令和３年８月24日（火）午後１時30分から午後４時まで

　(2)	場所

　　　長野県望月少年自然の家

　(3)	その他

　　	　現地説明会に参加しようとする者は、令和３年８月12日（木）午後５時までに、募集要項に定める現地説明会参加申込書に記

入の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課へ申し込んでください。

７　指定管理者の指定の手続等

　	　指定管理者は、応募者の中から長野県少年自然の家指定管理者選定会議（以下「選定会議」という。）の採点等を経て県がその候

補者を選定し、議会の議決を経て指定します。

　	　なお、応募者が多数あった場合は、選定会議による採点の前に予備審査を行い、選定会議の採点対象とする者をあらかじめ絞る

場合があります。
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８　その他

　(1)	その他詳細については、募集要項及び仕様書によります。

　(2)	この募集について不明な事項は、長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課（電話　026（235）7437）に問い合わせてください。

　(3)	この募集に際して収集する個人情報は、指定管理者の候補者の選定に必要な範囲でのみ利用します。

文化財・生涯学習課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月19日

	 長野県警察本部長　安　田　浩　己

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする役務

　　　長野県警察情報通信ネットワーク整備事業業務委託

　(2)	役務の特質

　　　仕様書によります。

　(3)	履行期間

　　　令和４年７月１日から令和９年６月30日まで

　(4)	履行場所

　　　仕様書によります。

　(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金額）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 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「その他の契約」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。

　(5)	長野県警察情報通信ネットワーク整備事業業務に関する保守及び管理業務を迅速に行う体制が整備されている者であること。

　(6	)	過去５年以内に国又は地方公共団体の委託を受けて、長野県警察情報通信ネットワーク整備事業業務と同種の業務を誠実に履行

した成績を有すること。

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) に該当しない者は、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) の場所で入手することができます。

　　　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番地２

　　　長野県会計局契約・検査課用品調達係

　　　電話　026（235）7079

４　入札説明書等の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先
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　　長野市大字南長野字幅下692番地２

　　長野県警察本部警務部情報管理課

　　電話　026（233）0110　内線2421

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９月３日（金）午後４時

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下692番地２

　　　　　　　長野県庁　西庁舎１階　入札室

　(3)	郵送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９月２日（木）午後５時

　　イ　提出場所　警察本部専用郵便番号　380－8510

　　　　　　　　　長野県警察本部警務部情報管理課

　(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、入札説明書等に定める書類等を令和３年８月２日（月）午後５時までに上記４の場所に提出

してください。この場合において、入札日の前日までに必要な書類等の内容に関する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。

　(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あって、最低の価格をもって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	of	the	service	to	be	procured:

　　　Comprehensive	service	for	high-speed	information	and	communications	network

　(2)	Contract	Duration:

　　　From	July	1,	2022	until	June	30,	2027

　(3)	Procurement	location:

　　　As	mentioned	in	the	tender	specification

　(4)	Contact	place	for	information	about	the	tender;	Description/conditions/and	other	inquiries:

　　　Information	Management	Division,	Police	Administration	Department,	Nagano	Prefectural	Police	Headquarters,

　　　692-2	Habashita,	Minami-Nagano,	Nagano	City,	Nagano	Prefecture

　　　Tel:	+81-26-233-0110	Ext.	2421	(Japanese	only)

　(5)	Time	and	place	for	the	tender	and	bid	opening:

　　　Time:	4:00	p.m.,	September	3,	2021

　　　Place:	Bidding	room,	Nagano	Prefectural	Government	West	annex	1F

　(6)	Time	limit	for	the	tender	by	mail	and	the	delivery	location:

　　　Time:	5:00	p.m.,	September	2,	2021

　　　Place:	Information	Management	Division,	Police	Administration	Department,	Nagano	Prefectural	Police	Headquarters

　　　　　　	380-8510	(Exclusive	postal	code	for	Nagano	Prefectural	Police	Headquarters)

情報管理課
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公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年７月19日

	 長野県警察本部長　安　田　浩　己　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　通信指令システム機器一式

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県警察本部地域部通信指令課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　落札者を決定した日

　　令和３年６月29日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　三菱ＨＣキャピタル株式会社

　(2)	所在地　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

５　落札金額

　　１月当たりの賃借額　19,303,900円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年５月17日

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年７月19日

	 長野県警察本部長　安　田　浩　己　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　通信指令システム大型表示装置及び周辺機器一式

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県警察本部地域部通信指令課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　落札者を決定した日

　　令和３年６月30日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　株式会社ＪＥＣＣ

　(2)	所在地　東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

５　落札金額

　　１月当たりの賃借額　1,047,750円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年５月17日

通信指令課

通信指令課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月19日

	 長野県工業技術総合センター所長　宮　嶋　隆　司　
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１　入札に付する事項

　(1)	調達をする物品等及び数量

　　　光学特性測定装置　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22日（火）

　(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

　　　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９月１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31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）
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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19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

　　　　　　　　　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30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24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:

　　　Optical	characteristics	measuring	equipment,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　Tuesday,	March	22,	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,	September	1,	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	31,	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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　　　多機能型Ｘ線回折装置　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10日（木）

　(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

　　　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９月１日（水）午前10時30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31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



18 令和３年（2021年）７月19日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第222号長　 野　 県　 報

産業技術課
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　　	　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30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24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:

　　　Multifunctional	X-ray	diffractometer,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　Thursday,	March	10,	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,	September	1,	2021,	10:30	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	31,	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


