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公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和５年１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。）で使用する電気の部分需給

　　　契約電力　1,130kW　予定使用電力量　2,221,000kWh（負荷追従供給部分）

　(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５年６月１日から令和６年５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

　　　長野市大字南長野字幅下692－２　長野県庁

　(5)	入札方法

　　	　入札書には、(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単価に従って計算した負荷追従供給分の電気料金の総額により行いますので、単価と併

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）

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。

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
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　　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５年３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５年３月２日（木）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５年２月16日（木）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５年３月２日（木）正午までに納付してください。ただし、財務規則第

126条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は財務規則第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、財務規則第126条第２項

各号に掲げる担保を提供した場合又は財務規則第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11 の各号のいずれか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	 2,221,000kWh	 to	 be	 consumed	 in	 the	 prefectural	 government	 facilities:	 (Main	 Building,	

Prefectural	Assembly	Building,	Prefectural	Assembly	Annex	and	West	Annex)

　　　Contract	demand:	1,130kW

　(2)	Contract	duration:

　　　From	June	1,	2023	until	May	31,	2024

　(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,	March	3,	2023

　　　Location:	Bidding	Room,	Nagano	Prefectural	Government	West	Annex	1F
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　(6)	Time	limit	and	mailing	address	for	the	tender	by	mail:

　　　Time:	12:00PM,	Thursday,	March	2,	2023

　　　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５年１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2,660kW 及び年間予定使用電力量5,985,000kWh

　(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５年４月１日から令和６年３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年間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）

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。

　(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。
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　(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５年３月３日（金）　午後１時45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５年３月２日（木）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５年２月16日（木）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５年３月２日（木）正午までに納付してください。ただし、財務規則第

126条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は財務規則第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、財務規則第126条第２項

各号に掲げる担保を提供した場合又は財務規則第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11 の各号のいずれか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	 5,985,000kWh	 to	 be	 consumed	 in	 Godochosha	 buildings,	 etc.	 (	 a	 total	 of	 19	 facilities	

including	the	Saku	Godochosha	building)

　　　Contract	demand:	2,660kW

　　　Contract	demand	and	intended	consumption	of	electricity	of	each	facility	can	be	found	on	the	specifications	sheet.

　(2)	Contract	duration:

　　　From	April	1,	2023	until	March	31,	2024

　(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.
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　(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:	1:45PM,	Friday,	March	3,	2023

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

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

　　　Time:	12:00PM,	Thursday,	March	2,	2023

　　　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

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和５年１月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　京王塩尻ｋｅＰｉｏ

　　　塩尻市大字広丘高出字西村1783－１　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　京王重機整備株式会社

　　　東京都渋谷区笹塚一丁目47番地１号

３　変更した事項

　　大規模小売店舗を設置する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の変更

　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

京王重機整備株式会社 越水　陽太郎 東京都渋谷区笹塚一丁目47番地１号

　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

京王重機整備株式会社 寺田　雄一郎 東京都渋谷区笹塚一丁目47番地１号

４　変更した年月日

　　令和４年６月29日

５　届出年月日

　　令和５年１月５日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業政策課又は松本地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和５年１月19日から令和５年５月19日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業政策課又は松本地域振興局商工観光課
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産業政策課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項の規定による変更の届出があったので、同法第６条第３

項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書及び添付書類を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和５年１月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　信濃の里ショッピングタウン

　　　長野市川中島町御厨41番地３　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　株式会社本久

　　　長野市桐原１丁目３番５号

３　変更しようとする事項

　(1)	店舗面積の合計

　　（変更前）5,377平方メートル

　　（変更後）6,290平方メートル

　(2)	駐車場の位置及び収容台数

変更前 変更後

340台 260台

　　（注）位置は届出書添付の図面のとおり

　(3)	荷さばき施設の位置及び面積

変更前 変更後

１ 134平方メートル 22平方メートル

２ 55平方メートル 55平方メートル

合計 189平方メートル 77平方メートル

　　（注）位置は届出書添付の図面のとおり

　(4)	廃棄物等の保管施設の位置及び容量

変更前 変更後

１ 135立方メートル 66立方メートル

２ 117立方メートル 117立方メートル

合計 252立方メートル 183立方メートル

　　（注）位置は届出書添付の図面のとおり

　(5)	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

　　（変更前）

小売業者名 開店時刻 閉店時刻

１ 株式会社ケーヨー 午前９時30分 午後７時

２ 株式会社シューマート 午前10時 午後８時

　　（変更後）

小売業者名 開店時刻 閉店時刻

１ 株式会社ケーヨー 午前９時 午後８時

２ 株式会社シューマート 午前10時 午後８時
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産業政策課

公告

　県営殿城地区土地改良事業の工事は、次のとおり完了しました。

　　令和５年１月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地改良事業の名称

　　県営中山間総合整備事業

２　工事の着手年月日

　　平成23年11月21日

３　工事の完了年月日

　　令和４年12月２日

農地整備課

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和５年１月19日

	 長野県諏訪湖流域下水道事務所長　傳　田　克　己

１　落札に係る役務及び予定数量

　(1)	役務

　　　令和５年度　諏訪湖流域下水道維持管理　汚泥焼却灰処分業務

　(2)	予定数量

　　　下水汚泥焼却灰（ばいじん）　乾灰　700 トン

２　契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地	

　(1)	名　称　長野県諏訪湖流域下水道事務所

　(2)	所在地　諏訪市大字豊田字湖畔1866－１

３　落札者を決定した日

　　令和４年12月１日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　デンカ株式会社

　(2)	所在地　東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

５　落札金額

　　１トン当たりの単価　44,000円

　(6)	来客が駐車場を利用することができる時間帯

変更前 変更後

午前９時から午後８時30分まで 午前８時30分から午後８時30分まで

４　変更する年月日

　　令和５年９月13日

５　届出年月日

　　令和５年１月６日

６　届出書及び添付書類の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業政策課又は長野地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和５年１月19日から令和５年５月19日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業政策課又は長野地域振興局商工観光課
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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４年10月20日

生活排水課
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