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告 示■

◎群馬県告示第１２９号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。

令和４年５月１０日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 指定する区域 邑楽郡明和町大輪２４６３番１の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物

◎群馬県告示第１３０号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、令和４年群馬県告示第１２９号によ

り指定した特定有害物質によって汚染されている区域について、当該指定を次のとおり解除する。

令和４年５月１０日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除する区域 邑楽郡明和町大輪２４６３番１の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物

３ 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去

◎群馬県告示第１３１号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、令和３年群馬県告示第１２７号によ

り指定した特定有害物質によって汚染されている区域の一部について、当該指定を次のとおり解除する。

令和４年５月１０日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除する区域 藤岡市藤岡９４２番１の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物

３ 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により細野原土地改良区の定款の変更を令和４

年４月２２日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和４年５月１０日
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群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により谷田川北部土地改良区の定款の変更を令

和４年４月２２日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和４年５月１０日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第１８条第１７項の規定により次のと

おり土地改良区連合役員の就任の届出があったので、同法第８４条において準用する同法第１８条第１８項の規定

により公告する。

令和４年５月１０日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区連合 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

名 の 別

渡良瀬川下流 理 事 再 任 浅野康彦 館林市西本町１番地２４

同 同 荒川充司 同 当郷町１９３番地

同 同 中里芳一 同 田谷町１１７９番地

同 同 森田重男 同 羽附町１６０１番地

同 同 吉田栄 邑楽郡板倉町大字離１０２２番地

同 同 和田利男 同 同 大字下五箇１７５１番地

同 同 萩野廣 同 同 大字板倉１６３７番地１

同 同 荒山江知郎 同 同 同 １７０９番地１

同 同 栗原実 同 同 大字岩田８８３番地

同 同 延山宗一 同 同 同 ２２７２番地

監 事 同 塩田正 館林市赤生田町１７８４番地

同 同 針ヶ谷恒雄 邑楽郡板倉町大字海老瀬２３４１番地

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年５月１０日（火） 群 馬 県 報 第９９９９号



4

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和４年５月１０日

群馬県総合教育センター所長 黒 澤 英 樹

１ 調達内容

(1) 調達件名 ぐんまスクールネット教育情報ネットワーク回線整備

(2) 調達件名の仕様等 入札説明書等による

(3) 契約期間 契約締結の日から令和１０年８月３１日まで

(4) 履行場所 群馬県総合教育センターが指定した場所

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。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１１０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 次に掲げる要件を満たす者であること。

(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) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和４・５年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和４年５月２０日（金）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年６月３日

（金）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県総合教育センターへその旨連絡すること。

(3) 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）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経

営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

(8) 当該調達物品納入後の保守体制が整備され、点検、修理、物品供給等を長期にわたり円滑に遂行し得ること

を証明した者であること。

(9) 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第９条の規定による電気通信事業の登録を受け、電気通信事業

者登録簿に登録されている事業者又は同法第１６条第１項の規定による電気通信事業の届出をしている事業者

であること。

(10)本件と同種の業務について実績があること。
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なお、同種の業務とは、特定ユーザに対してインターネット回線を５００Ｍｂｐｓ以上かつ帯域保証で提供

しており、ＳＬＡ（Service Level Agreement）を定めたもの。

(11)日本国内において、群馬県総合教育センターが行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先 〒３７２－００３１ 群馬県伊勢崎市今泉町

一丁目２３３番地の２ 群馬県総合教育センター教育情報推進係（担当 髙橋 邦明） 電話０２７０－２６

－９２１５ ファクシミリ０２７０－２６－９２２２

(2) 入札説明書等の交付方法 令和４年５月１０日（火）から同月１３日（金）までの日（群馬県の休日を定め

る条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条に規定する休日を除く。）の午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について群馬県総合教育センターが説明を求めた場合は、速やかにこれに応じな

ければならない。また、入札参加資格確認結果は令和４年６月９日（木）までに競争入札参加資格確認通知書

（以下「確認通知書」という。）で通知する。

ア 提出期限 令和４年５月２６日（木）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定す

る休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

イ 提出方法 郵送又は持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「ぐんまスクールネット教育情報ネットワーク回線整備に係る一般競争入札競争入札参加資格確認申

請書類在中」と朱書きすること。

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和４年６月２０日（月）午前１０時 群馬県総合教育センター１階会議室

（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１７日（金）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県総合教育セン

ター所長宛て親展で必着のこと。また、確認通知書の写しを入札書に同封し、二重封筒の表封筒に「ぐんまス

クールネット教育情報ネットワーク回線整備に係る入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(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) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成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入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: KUROSAWA Hideki, Chief of Gunma

Prefectural Education Center
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(2) Content and Quantity of Service Contract: A piece of apparatus which is concerned with

management of GSN

(3) Term of contract: From the day of commencement to August 31, 2028

(4) Fulfillment place: Server room on the 6th floor of Gunma Prefectural Education Center

: Off-site Internet Data Center

(5) Explanation Handbooks: Bidding explanation handbooks may be obtained from May 10, 2022 through

May 13, 2022, between from 9:00 am to 12:00 am and from 1:00 pm to 5:00 pm, at the location noted

below (7)

(6) Date and time for submission of tenders: June 20, 2022, 10:00 a.m. meeting room on the 1st

floor of Gunma Prefectural Education Center (Postal Submissions must be sent by registered mail

by June 17, 2022, 4:00 p.m.)

(7) Contact point for the notice: TAKAHASHI Kuniaki, The Career and Information Unit, Gunma

Prefectural Education Center, 1-233-2 Imaizumi-cho, Isesaki-shi, Gunma-ken, Japan 372-0031,

TEL 0270-26-9215 (Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和４年５月１０日

群馬県総合教育センター所長 黒 澤 英 樹

１ 調達内容

(1) 調達件名 ぐんまスクールネット運営に係る物件の賃貸借及び保守委託 一式

(2) 調達内容 導入機器等仕様書のとおり

(3) 賃貸借期間 令和４年９月１日から令和１０年８月３１日まで

(4) 納入場所 群馬県総合教育センター６階サーバ室ほか

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。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ときは、その端数を切り

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、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(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) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和４・５年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により

令和４年５月２０日（金）までに、群馬県会計局会計管理課に入札参加資格審査申請を行い、同年６月３日

（金）午後４時までに、資格者名簿の登載を確認し、群馬県総合教育センターへその旨連絡すること。

(3) 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）に基づき、更生手
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続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経

営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

(8) 当該調達物品納入後の保守体制が整備され、点検、修理、物品供給等を長期にわたり円滑に遂行し得ること

を証明した者であること。

(9) 当該調達物品について、相当期間の販売実績を有することを証明した者であること。

(10)日本国内において、群馬県総合教育センターが行う立会検査に応じられる者であること。

(11)ハードウェア及びソフトウェアの障害が発生した場合に、その障害の原因を特定できる技術者を２時間以内

に派遣できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先 〒３７２－００３１ 群馬県伊勢崎市今泉町

一丁目２３３番地の２ 群馬県総合教育センター教育情報推進係（担当 髙橋 邦明） 電話０２７０－２６

－９２１５ ファクシミリ０２７０－２６－９２２２

(2) 入札説明書の交付方法 令和４年５月１０日（火）から同月１３日（金）までの日（群馬県の休日を定める

条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）の

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札参加資格の確認 この一般競争入札に参加を希望する者は、申請書、製作仕様書その他入札に規定する

書類（以下「申請書等」という。）を提出しなければならない。

なお、提出された製作仕様書は、契約担当者において審査するものとし、入札説明書に示す導入機器等仕様

書に照らし採用し得ると判断した製作仕様書を添付した者のみを落札決定の対象とする。また、製作仕様書を

提出した者は、入札日の前日までに製作仕様書を契約担当者に説明し、契約担当者との協議に応じる義務を負

うものとし、必要な場合は提出した製作仕様書の内容の変更に応ずるべきものとする。説明及び協議の義務を

履行しない者並びに製作仕様書の変更に応じない者は、落札決定の対象としない。また、入札参加資格の確認

結果は、令和４年６月９日（木）までに競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）により

通知する。

ア 申請書等の提出期限 令和４年５月２６日（木）午後５時まで（書類提出受付は、休日条例第１条第１項

に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限

までに上記(1)の場所に必着のこと。また、封筒に「ぐんまスクールネット運営に係る物件の賃貸借及び保

守契約に係る一般競争入札競争入札参加資格確認申請書兼誓約書在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和４年６月２０日（月）午前１１時 群馬県総合教育センター１階会議室
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（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１７日（金）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県教育センター

所長宛て親展で必着のこと。また、確認通知書の写しを入札書に同封し、二重封筒の表封筒に「ぐんまスクー

ルネット運営に係る物件の賃貸借及び保守委託に係る入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(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) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 この公告に示した物品を提供できると群馬県総合教育センター所長が判断した入札者で

あって、規則第１６９条の規定により作成された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

行ったものを落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: KUROSAWA Hideki, Chief of Gunma

Prefectural Education Center

(2) Content and Quantity of Service Contract: A piece of apparatus which is concerned with

management of GSN

(3) Period of Contract: From the day of commencement to August 31, 2028

(4) Fulfillment place: Server room on the 6th floor of Gunma Prefectural Education Center

: Off-site Internet Data Center

(5) Explanation Handbooks: Bidding explanation handbooks may be obtained from May 10, 2022 through

May 13, 2022, between from 9:00 am to 12:00 am and from 1:00 pm to 5:00 pm, at the location noted

below (7)

(6) Date and time for submission of tenders: June 20, 2022, 11:00 a.m. meeting room on the 1st

floor of Gunma Prefectural Education Center (Postal Submissions must be sent by registered mail

by June 17, 2022, 4:00 p.m.)

(7) Contact point for the notice: TAKAHASHI Kuniaki, The Career and Information Unit, Gunma

Prefectural Education Center, 1-233-2 Imaizumi-cho, Isesaki-shi, Gunma-ken, Japan 372-0031, TEL

0270-26-9215 (Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和４年５月１０日
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群馬県立心臓血管センター院長 内藤 滋人

１ 調達内容

(1) 調達件名 群馬県立心臓血管センター人工心肺装置 一式

(2) 調達件名の仕様等 仕様書による。

(3) 納入期限 令和４年１１月３０日（水）

(4) 履行場所 群馬県立心臓血管センター

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。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１１０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 次に掲げる要件を満たす者であること。

(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) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和４・５年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和４年５月２４日（火）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年６月１３

日（月）午後５時までに、資格者名簿の登載を確認し、群馬県立心臓血管センター事務局経営課へその旨連絡

すること。

(3) 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）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規程第

５号。以下「規程」という。）第１３９条第１項又は第３項の規定による入札参加制限を受けていない者であ

ること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

(8) 当該調達物品納入後のメンテナンス体制が整備され、点検、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に遂行し

得ることを証明した者であること。

(9) 当該調達物品について納入実績があること。

(10)日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒３７１－０００４ 群馬県前橋市亀泉町甲３－１２
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群馬県立心臓血管センター事務局経営課 高野裕基

電話０２７－２６９－７４５５

電子メール shinzouse@pref.gunma.lg.jp

(2) 入札説明書の交付方法 令和４年５月１０日（火）から同年６月３日（金）までの日（群馬県の休日を定め

る条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間、電子メールにより交付する。交付を希望する者

は、電子メールに請求者氏名（法人の場合は法人名及び担当者名）、住所及び電話番号を記載し、上記(1)の

メールアドレスあて送信すること。また、電子メールの到達を電話で確認すること。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、令和４年６月２０日（月）までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書等の提出期限 令和４年６月１３日（月）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１

項に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「人工心肺装置入札参加資格確認申請書等在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和４年６月２４日（金）午前９時 群馬県立心臓血管センター大会議

室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月２３日（木）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県立心臓血管

センター院長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「人工心肺装置入札書在中」と朱書きするこ

と。）

４ その他

(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) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規程第１４２条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規程第１１６条の規定に基づいて作成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入札者を落札者とする。

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: NAITO Shigeto, Director of the

Gunma Prefectural Cardiovascular Center

(2) Nature and quantity of the services to be required:Heart-lung machine: 1 set

(3) Delivery period: by November 30, 2022

(4) Delivery place: Gunma Prefectural Cardiovascular Center

(5) Dates of issue for tender documents: Bidding explanation handbooks may be obtained from Tuesday,

May 10, 2022 through Friday, June 3, 2022, from 9:00 a.m. to 12:00 a.m. and from 1:00

p.m. to 5:00 p.m., by e-mail noted below (8)
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(6) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: Monday, June 13, 2022 at 5:00 p.m.

(7) Time-limit for tender: Friday, June 24, 2022 at 9:00 a.m.(bidding by registered mail must be

received by Thursday, June 23, 2022 at 5:00 p.m.)

(8) Contact point for the notice: TAKANO Yuki, Management Office of Gunma Prefectural

Cardiovascular Center, 3-12 Kou, Kameizumi-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-0004, Japan, TEL

027-269-7455(Japanese language only) ,e-mail shinzouse@pref.gunma.lg.jp

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年５月１０日

群馬県下水道総合事務所長 小 島 康 弘

１ 落札に係る物品等の名称、数量、落札者の名称、落札者の所在地及び落札金額

番号 物品等の名称 年間予定調達数量 落札者の名称 落札者の所在地 落札金額

① 県央水質浄化センターで ２００ｔ 赤尾商事株式会社 群馬県高崎市上 ３２８円／ｋｇ
使用する投入型消臭剤 佐野町２８２番
（その１） 地１

② 県央水質浄化センターで １００ｔ 太陽コンクリート工業 群馬県高崎市下 ４６２円／ｋｇ
使用する投入型消臭剤 株式会社 豊岡町５１９番
（その２） 地２

③ 県央水質浄化センターで １００ｔ 和光化学株式会社 群馬県高崎市問 ３３５円／ｋｇ
使用する散布型消臭剤 屋町三丁目２番

地の３

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１

３ 落札者を決定した日 令和４年３月１０日

４ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

５ 入札公告をした日 令和４年１月２５日

６ 契約方法 単価契約

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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