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特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第

１項の規定に基づき、公告する。

平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

ロータリ除雪車（2.6m、290kW級）27-R1 １台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県鹿角地域振興局建設部 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子

計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県

競争入札参加資格審査申請を行うこと。

３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。
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(３) 入札の無効

秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Rotary Snow Plow (Plow length:2.6m class ； rated output:290kW class) 27-R1 ［1］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740

特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６

第１項の規定に基づき、公告する。

平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

ロータリ除雪車（2.6m、290kW級）27-R2 １台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県北秋田地域振興局建設部 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子

計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県
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競争入札参加資格審査申請を行うこと。

３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。

(３) 入札の無効

秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Rotary Snow Plow (Plow length:2.6m class ； rated output:290kW class) 27-R2 ［1］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740

特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６
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第１項の規定に基づき、公告する。

平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

ロータリ除雪車（2.2m、180kW級）27-R3 １台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県仙北地域振興局建設部 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子

計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県

競争入札参加資格審査申請を行うこと。

３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。

(３) 入札の無効
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秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Rotary Snow Plow (Plow length:2.2m class ； rated output:180kW class) 27-R3 ［1］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740

特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６

第１項の規定に基づき、公告する。

平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

除雪トラック（10t級、6×6）27-T1 １台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県北秋田地域振興局建設部 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子

計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県

競争入札参加資格審査申請を行うこと。
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３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。

(３) 入札の無効

秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Snow Removing Truck (Six wheel drive ; maximum carrying:10t class) 27-T1 ［1］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740

特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６

第１項の規定に基づき、公告する。
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平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

小型ロータリ除雪車（1.5m、60kW級）27-M1 ２台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県北秋田地域振興局建設部 １台

秋田県雄勝地域振興局建設部 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子

計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県

競争入札参加資格審査申請を行うこと。

３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。

(３) 入札の無効
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秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Small Size Rotary Snow Plow (Plow length:1.5m class ; rated output:60kW class) 27-M1 ［2］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740

特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６

第１項の規定に基づき、公告する。

平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

小型ロータリ除雪車（1.3m、60kW級）27-M2 ３台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県由利地域振興局建設部 ２台

秋田県仙北地域振興局建設部 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子

計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県
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競争入札参加資格審査申請を行うこと。

３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。

(３) 入札の無効

秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Small Size Rotary Snow Plow (Plow length:1.3m class ; rated output:60kW class) 27-M2 ［3］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740

特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６
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第１項の規定に基づき、公告する。

平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

凍結防止剤散布車（3t級、4×4）27-MS1 ２台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県山本地域振興局建設部 １台

秋田県秋田地域振興局建設部 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子

計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県

競争入札参加資格審査申請を行うこと。

３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。
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(３) 入札の無効

秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Ice Control Material Spreader (Four wheel drive ； maximum carrying:3t class) 27-MS1 ［2］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740

特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６

第１項の規定に基づき、公告する。

平成27年５月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 入札に付する事項

(１) 購入物品の名称及び数量

凍結防止剤散布車（3t級、4×4）27-MS2 ３台

(２) 購入物品の仕様等

入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。

(３) 納入期限

平成28年２月５日（金）

(４) 納入場所

秋田県仙北地域振興局建設部 １台

秋田県平鹿地域振興局建設部 ２台

２ 入札に参加する者に必要な資格等

(１) 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

イ 秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。

ウ 入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

エ 秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのもの

に限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以

下「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けて

いること。

(２) (１)イの資格に係る申請

(１)イの資格のない者で入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情報処理組織（競

争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が指定する電子
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計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成27年６月12日（金）までに秋田県

競争入札参加資格審査申請を行うこと。

３ 契約条項を示す場所等

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県出納局総務事務センター（電話018－860－2740）

(２) 調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）

により契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。

(３) 入札説明書及び仕様書の交付方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、(１)の場所に日曜日、土曜日及び祝日を除き、

おい 随時交付する。て

(４) 入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法

平成27年５月19日（火）から同年６月29日（月）までの期間、調達システムにより利用することができる。

４ 入札執行の日時及び場所

平成27年７月６日（月）午前10時

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県出納局総務事務センター

５ 入札保証金

秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。

６ 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) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録

に記録すること。

(３) 入札の無効

秋田県財務規則第166条に規定するところによる。

(４) 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する。ただし、落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。

(５) 契約書作成の要否 要

(６) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係

る電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。

(７) その他

詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。

７ 概要

Summary

(１) Nature and quantity of item to be purchased:

Ice Control Material Spreader (Four wheel drive ； maximum carrying:3t class) 27-MS2 ［3］unit

(２) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 6 July, 2015

(３) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, Akita

Prefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL

018-860-2740


