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告 示

鳥取県告示第34号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第26条の２第１項の規定により､ 次のように保安林の指定を解除する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 解除に係る保安林の所在場所

東伯郡赤碕町大字箆津字東濱146の２

２ 保安林として指定された目的

潮害の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

鳥取県告示第35号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき､ 淀江町長から次

のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ

り告示する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作業種類 公共測量 (公共下水道現況図作成)

２ 作業地域 西伯郡淀江町大字佐陀､ 大字小波､ 大字西原及び大字淀江地内

３ 終了年月日 平成14年１月10日

…………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………

……………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………
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鳥取県告示第36号

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第29条第１項の規定に基づき､ 鳥取市円護寺団地第二土地区画整理

組合の理事の氏名及び住所の変更の届出があったので､ 同条第２項の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

退任した理事の氏名及び住所

坂 口 千代子 鳥取市円護寺239－６

平成13年７月29日退任

就任した理事の氏名及び住所

山 本 � 子 八頭郡河原町大字八日市194

平成13年７月29日就任 任期 平成17年12月２日まで

村 上 晉 佐賀市本庄町大字本庄980－１

平成13年12月18日就任 任期 平成17年12月２日まで

鳥取県告示第37号

港湾法 (昭和25年法律第218号) 第39条の規定により､ 鳥取港臨港地区内の分区を次のとおり指定する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 漁港区

次の①の地点から�の地点までを順次に直線で結んだ線及び�の地点と①の地点を結んだ線により囲まれた
区域

①の地点 鳥取市賀露町字中の瀬地先鳥取港灯台 (北緯35度32分23.09秒東経134度11分11.72秒) から221度

11分22秒801.38メートルの地点

②の地点 ①の地点から88度49分06秒2.71メートルの地点

③の地点 ②の地点から88度52分03秒5.21メートルの地点

④の地点 ③の地点から177度48分05秒0.54メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から88度59分41秒21.20メートルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から177度13分47秒0.06メートルの地点

⑦の地点 ⑥の地点から88度14分42秒0.71メートルの地点

⑧の地点 ⑦の地点から179度02分07秒152.21メートルの地点

⑨の地点 ⑧の地点から179度24分34秒5.91メートルの地点

⑩の地点 ⑨の地点から88度59分45秒35.83メートルの地点

⑪の地点 ⑩の地点から88度59分39秒34.69メートルの地点

⑫の地点 ⑪の地点から11度18分36秒0.01メートルの地点

⑬の地点 ⑫の地点から69度15分19秒9.30メートルの地点

⑭の地点 ⑬の地点から358度53分50秒11.79メートルの地点

⑮の地点 ⑭の地点から249度09分48秒0.14メートルの地点

⑯の地点 ⑮の地点から337度16分33秒0.12メートルの地点

⑰の地点 ⑯の地点から69度11分31秒103.63メートルの地点

⑱の地点 ⑰の地点から159度56分19秒0.81メートルの地点
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⑲の地点 ⑱の地点から70度27分03秒1.39メートルの地点

⑳の地点 ⑲の地点から339度53分15秒0.37メートルの地点�の地点 ⑳の地点から69度12分07秒84.13メートルの地点�の地点 �の地点から158度04分33秒0.25メートルの地点�の地点 �の地点から68度47分18秒1.29メートルの地点�の地点 �の地点から338度30分20秒0.69メートルの地点�の地点 �の地点から69度08分43秒9.99メートルの地点�の地点 �の地点から58度11分01秒75.99メートルの地点�の地点 �の地点から87度14分05秒6.42メートルの地点�の地点 �の地点から144度22分43秒0.71メートルの地点�の地点 �の地点から144度23分22秒7.11メートルの地点�の地点 �の地点から149度23分54秒7.83メートルの地点�の地点 �の地点から154度14分37秒4.40メートルの地点�の地点 �の地点から154度15分05秒2.91メートルの地点�の地点 �の地点から158度48分00秒12.19メートルの地点�の地点 �の地点から192度22分20秒10.51メートルの地点�の地点 �の地点から64度52分46秒34.85メートルの地点�の地点 �の地点から296度34分38秒10.42メートルの地点�の地点 �の地点から334度30分47秒11.69メートルの地点�の地点 �の地点から334度15分42秒5.64メートルの地点�の地点 �の地点から334度14分49秒3.40メートルの地点�の地点 �の地点から329度47分33秒8.18メートルの地点�の地点 �の地点から325度32分49秒8.18メートルの地点�の地点 �の地点から7度53分32秒0.95メートルの地点�の地点 �の地点から7度54分01秒7.08メートルの地点�の地点 �の地点から138度02分21秒2.09メートルの地点�の地点 �の地点から58度14分44秒29.87メートルの地点�の地点 �の地点から58度14分50秒47.48メートルの地点�の地点 �の地点から58度17分09秒9.13メートルの地点�の地点 �の地点から58度17分06秒9.62メートルの地点�の地点 �の地点から58度19分27秒26.34メートルの地点�の地点 �の地点から58度15分19秒28.38メートルの地点�の地点 �の地点から58度14分11秒10.84メートルの地点�の地点 �の地点から358度41分08秒8.50メートルの地点�の地点 �の地点から358度41分39秒3.02メートルの地点�の地点 �の地点から269度09分26秒30.18メートルの地点�の地点 �の地点から178度42分25秒3.10メートルの地点�の地点 �の地点から269度00分58秒4.95メートルの地点�の地点 �の地点から269度01分02秒193.02メートルの地点�の地点 �の地点から269度01分01秒194.54メートルの地点�の地点 �の地点から359度02分06秒202.81メートルの地点�の地点 �の地点から88度50分42秒2.62メートルの地点�の地点 �の地点から359度00分49秒30.67メートルの地点�の地点 �の地点から358度56分21秒9.50メートルの地点
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�の地点 �の地点から261度30分23秒110.00メートルの地点�の地点 �の地点から179度02分18秒127.26メートルの地点�の地点 �の地点から179度02分56秒75.13メートルの地点
２ 修景厚生港区

①の地点と次の�の地点を直線で結んだ線､ 次の�の地点から�の地点までを順次に直線で結んだ線､ �の
地点と�の地点を直線で結んだ線及び�の地点から①の地点までを順次に直線で結んだ線より囲まれた区域並
びに�の地点と次の�の地点を直線で結んだ線､ 次の�の地点から�の地点までを順次に直線で結んだ線､ �
の地点と�の地点を直線で結んだ線及び�の地点から�の地点までを順次に直線で結んだ線により囲まれた区
域�の地点 ①の地点から179度02分08秒190.08メートルの地点�の地点 �の地点から179度51分13秒19.96メートルの地点�の地点 �の地点から159度50分06秒9.50メートルの地点�の地点 �の地点から68度55分40秒212.30メートルの地点�の地点 �の地点から68度55分41秒46.57メートルの地点�の地点 �の地点から68度55分44秒31.48メートルの地点�の地点 �の地点から66度39分16秒26.30メートルの地点�の地点 �の地点から66度39分24秒23.73メートルの地点�の地点 �の地点から68度56分45秒63.29メートルの地点�の地点 �の地点から61度27分15秒1.20メートルの地点�の地点 �の地点から58度59分53秒19.09メートルの地点�の地点 �の地点から54度24分50秒19.09メートルの地点�の地点 �の地点から49度49分42秒19.09メートルの地点�の地点 �の地点から47度18分46秒1.91メートルの地点�の地点 �の地点から48度26分50秒17.72メートルの地点�の地点 �の地点から48度09分23秒20.02メートルの地点�の地点 �の地点から48度10分48秒17.01メートルの地点�の地点 �の地点から45度32分25秒2.99メートルの地点�の地点 �の地点から45度33分35秒4.41メートルの地点�の地点 �の地点から45度33分04秒15.58メートルの地点�の地点 �の地点から45度33分11秒20.00メートルの地点�の地点 �の地点から45度08分17秒1.46メートルの地点�の地点 �の地点から45度15分20秒18.54メートルの地点�の地点 �の地点から45度23分26秒4.15メートルの地点�の地点 �の地点から45度59分11秒5.99メートルの地点�の地点 �の地点から47度40分13秒10.36メートルの地点�の地点 �の地点から50度43分08秒3.91メートルの地点�の地点 �の地点から51度00分35秒6.65メートルの地点�の地点 �の地点から55度05分53秒10.77メートルの地点�の地点 �の地点から60度36分28秒10.88メートルの地点�の地点 �の地点から66度20分05秒10.88メートルの地点�の地点 �の地点から71度23分55秒2.17メートルの地点�の地点 �の地点から72度04分59秒8.71メートルの地点�の地点 �の地点から77度48分31秒10.88メートルの地点�の地点 �の地点から83度33分59秒10.96メートルの地点
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�の地点 �の地点から356度26分30秒2.40メートルの地点�の地点 �の地点から89度03分36秒10.91メートルの地点�の地点 �の地点から92度37分18秒10.73メートルの地点�の地点 �の地点から95度38分19秒10.47メートルの地点�の地点 �の地点から95度55分25秒12.54メートルの地点�の地点 �の地点から98度33分16秒7.67メートルの地点�の地点 �の地点から100度33分14秒10.16メートルの地点�の地点 �の地点から101度52分50秒10.39メートルの地点�の地点 �の地点から102度13分21秒10.62メートルの地点�の地点 �の地点から106度27分48秒10.86メートルの地点�の地点 �の地点から112度16分07秒14.54メートルの地点�の地点 �の地点から116度32分51秒7.26メートルの地点�の地点 �の地点から120度17分51秒10.67メートルの地点�の地点 �の地点から123度08分15秒10.43メートルの地点�の地点 �の地点から125度11分33秒12.12メートルの地点�の地点 �の地点から34度45分43秒8.03メートルの地点�の地点 �の地点から309度49分29秒23.31メートルの地点�の地点 �の地点から311度34分56秒13.45メートルの地点�の地点 �の地点から313度13分29秒20.83メートルの地点�の地点 �の地点から271度09分08秒80.70メートルの地点�の地点 �の地点から359度07分21秒39.11メートルの地点�の地点 �の地点から325度42分25秒100.46メートルの地点�の地点 �の地点から269度10分02秒53.39メートルの地点�の地点 �の地点から268度47分14秒18.66メートルの地点�の地点 �の地点から179度08分21秒63.62メートルの地点�の地点 �の地点から179度04分12秒56.00メートルの地点
調 達 公 告

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｡ 以下 ｢政令｣ という｡) 第167条の６第１

項の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達内容

(１) 件名及び数量

鳥取県庁舎及び鳥取県庁東町分庁舎清掃業務 一式

(２) 調達案件の仕様

入札説明書による｡

(３) 履行場所

鳥取市東町一丁目220及び271 鳥取県庁舎
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鳥取市東町二丁目308 鳥取県庁東町分庁舎

(４) 履行期間

平成14年４月１日から平成17年３月31日まで

(５) 入札方法

契約に当たっては､ 入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額 (１

円未満の端数があるときは､ その端数を切り捨てるものとする｡) をもって契約金額とするので､ 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105分の100に相当す

る金額を入札書に記載すること｡

２ 競争入札参加資格

次に掲げる要件をすべて満たすこと｡

(１) 政令第167条の４の規定に該当しない者であること｡

(２) 平成12年鳥取県告示第486号 (物品等の特定調達契約に係る競争入札参加者の資格審査の申請手続等に

ついて) に基づく競争入札参加資格を有する者であること｡

(３) 平成14年１月25日 (金) から同年３月12日 (火) までの間のいずれの日においても､ 鳥取県指名競争入

札参加資格者指名停止措置要綱 (平成７年７月17日付出第157号) 第３条の規定による指名停止措置を受け

ていない者であること｡

(４) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和45年法律第20号) 第12条の２第１項の規定により､

同項第１号又は第６号の事業の登録を受けている者であること｡

(５) 平成10年度以降に鳥取県が発注した本件庁舎に係る清掃業務又は建物延べ床面積が10,000平方メートル

以上の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること｡

３ 契約担当部局

鳥取県総務部管財課

４ 入札手続等

(１) 契約条項を示す場所及び問合せ先

〒680－8570 鳥取市東町一丁目220

鳥取県総務部管財課管理係

電話 0857－26－7015 (直通)

(２) 入札説明書の交付方法

(１)の場所で平成14年１月25日 (金) から同年２月８日 (金) までの日 (日曜日及び土曜日を除く｡) の

午前９時から午後４時までの間交付する｡

(３) 入札説明会の日時及び場所

平成14年２月１日 (金) 午前10時

鳥取県庁第１会議室 (鳥取県庁本庁舎地階)

必要に応じて､ 現場の下見を行う｡

(４) 郵送による入札

可とする｡ ただし､ 書留郵便 (親展扱いとすること｡) に限るものとし､ (１) の場所に郵送すること｡

(５) 入札及び開札の日時及び場所

平成14年３月12日 (火) 午前９時 (郵送による入札書の受領期限は､ 平成14年３月11日 (月) 午後５時)

鳥取県庁第１会議室

５ 入札者に要求される事項

(１) 入札書は､ 件名及び入札者名を記入し､ ｢入札書｣ と明記した封筒に入れ密封して提出しなければなら

ない｡

(２) この一般競争入札に参加を希望する者は､ 入札説明書で示した入札参加資格確認申請書その他必要な書

類を､ ４の(１)の場所に平成14年２月８日 (金) 午後５時までに提出し､ 入札参加資格の確認を受けなけれ

鳥 取 県 公 報平成14年１月25日 金曜日 第7352号�



ばならない｡

(３) 入札者は､ (２)の書類に関して説明を求められた場合は､ それに応じなければならない｡

６ 入札保証金及び契約保証金

免除

７ その他

(１) 契約手続において使用する言語､ 通貨及び時刻

日本語､ 日本国通貨及び日本標準時

(２) 入札の無効

２の競争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並び

に鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号｡ 以下 ｢会計規則｣ という｡)､ この公告及び入札説明書に違

反した入札は､ 無効とする｡

(３) 契約書作成の要否

要

(４) 落札者の決定方法

この公告に示した役務を履行できると判断した入札者であって､ 会計規則第127条の規定に基づいて作成

された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを､ 落札者とする｡

(５) 手続における交渉の有無

無

(６) その他

詳細は､ 入札説明書による｡

８ Summary

(１) Nature and quantity of the services to be reqired：

・Cleaning of buildings of Tottori Prefectural Government

(１－220 and １－271 Higashimachi Tottori－shi), １Set

・Cleaning of buildings of Tottori Prefectural Government

Higashimachi Branch Office (２－308 Higashimachi Tottori－shi), １Set

(２) Deadline for the submission of documents for the qualification confirmation：

5：00 PM 8, Febrary, 2002

(３) Date and time for tender submission：

9：00 AM 12, March, 2002

Deadline for the submission of tenders by registered mail：

5：00 PM 11, March, 2002

(４) Please contact：

Property Management Division

General Affairs Department, Tottori Prefectural Government

１－220 Higashimachi, Tottori－shi, Tottori

680－8570 Japan

TEL 0857－26－7015

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｡ 以下 ｢政令｣ という｡) 第167条の６第１

項の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成14年１月25日
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鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達内容

(１) 件名及び数量

鳥取県東部総合事務所清掃業務 一式

(２) 調達案件の仕様

入札説明書による｡

(３) 履行場所

鳥取市立川町六丁目176 鳥取県東部総合事務所

(４) 履行期間

平成14年４月１日から平成17年３月31日まで

(５) 入札方法

契約に当たっては､ 入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額 (１

円未満の端数があるときは､ その端数を切り捨てるものとする｡) をもって契約金額とするので､ 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105分の100に相当す

る金額を入札書に記載すること｡

２ 競争入札参加資格

次に掲げる要件をすべて満たすこと｡

(１) 政令第167条の４の規定に該当しない者であること｡

(２) 平成12年鳥取県告示第486号 (物品等の特定調達契約に係る競争入札参加者の資格審査の申請手続等に

ついて) に基づく競争入札参加資格を有する者であること｡

(３) 平成14年１月25日 (金) から同年３月13日 (水) までの間のいずれの日においても､ 鳥取県指名競争入

札参加資格者指名停止措置要綱 (平成７年７月17日付出第157号) 第３条の規定による指名停止措置を受け

ていない者であること｡

(４) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和45年法律第20号) 第12条の２第１項の規定により､

同項第１号又は第６号の事業の登録を受けている者であること｡

(５) 平成10年度以降に鳥取県が発注した本件事務所に係る清掃業務又は建物延べ床面積が3,000平方メート

ル以上の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること｡

３ 契約担当部局

鳥取県東部県税事務所総務課

４ 入札手続等

(１) 契約条項を示す場所及び問合せ先

〒680－0061 鳥取市立川町六丁目176

鳥取県東部県税事務所総務課

電話 0857－20－3505 (直通)

(２) 入札説明書の交付方法

(１)の場所で平成14年１月25日 (金) から同年２月12日 (火) までの日 (日曜日､ 土曜日及び国民の祝日

に関する法律 (昭和23年法律第178号) に規定する休日を除く｡) の午前９時から午後４時までの間交付する｡

(３) 入札説明会の日時及び場所

平成14年２月４日 (月) 午後１時30分

鳥取県東部総合事務所第１会議室 (鳥取県東部総合事務所庁舎１階)

必要に応じて､ 現場の下見を行う｡

(４) 郵送による入札

可とする｡ ただし､ 書留郵便 (親展扱いとすること｡) に限るものとし､ (１) の場所に郵送すること｡
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(５) 入札及び開札の日時及び場所

平成14年３月13日 (水) 午後１時30分 (郵送による入札書の受領期限は､ 平成14年３月12日 (火) 午後５

時)

鳥取県東部総合事務所第１会議室

５ 入札者に要求される事項

(１) 入札書は､ 件名及び入札者名を記入し､ ｢入札書｣ と明記した封筒に入れ密封して提出しなければなら

ない｡

(２) この一般競争入札に参加を希望する者は､ 入札説明書で示した入札参加資格確認申請書その他必要な書

類を､ ４の(１)の場所に平成14年２月12日 (火) 午後５時までに提出し､ 入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない｡

(３) 入札者は､ (２)の書類に関して説明を求められた場合は､ それに応じなければならない｡

６ 入札保証金及び契約保証金

免除

７ その他

(１) 契約手続において使用する言語､ 通貨及び時刻

日本語､ 日本国通貨及び日本標準時

(２) 入札の無効

２の競争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並び

に鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号｡ 以下 ｢会計規則｣ という｡)､ この公告及び入札説明書に違

反した入札は､ 無効とする｡

(３) 契約書作成の要否

要

(４) 落札者の決定方法

この公告に示した役務を履行できると判断した入札者であって､ 会計規則第127条の規定に基づいて作成

された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを､ 落札者とする｡

(５) 手続における交渉の有無

無

(６) その他

詳細は､ 入札説明書による｡

８ Summary

(１) Nature and quantity of the services to be required：

Cleaning of buildings of Eastern Tottori General Office

(６－176 Tachikawacho Tottori－shi), １Set

(２) Deadline for the submission of documents for the qualification confirmation：

5：00 PM 12, Febrary, 2002

(３) Date and time for tender submission：

１：30 PM 13, March, 2002

Deadline for the submission of tenders by registered mail

5：00 PM 12, March, 2002

(４) Please contact：

General Affairs Division, Eastern Tottori Prefectural Tax Office

６－176 Tachikawacho, Tottori－shi, Tottori

680－0061 Japan

TEL：0857－20－3505
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公募型指名競争入札を行うので､ 次のとおり公告する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達内容

(１) 件名及び数量

鳥取県八頭総合事務所清掃業務 一式

(２) 調達案件の仕様

鳥取県八頭総合事務所清掃業務仕様書 (以下 ｢仕様書｣ という｡) による｡

(３) 履行場所

八頭郡郡家町大字郡家100 鳥取県八頭総合事務所

(４) 履行期間

平成14年４月１日から平成17年３月31日まで

２ 入札参加申込書類の提出ができる者

入札参加申込書類 (以下 ｢申込書類｣ という｡) の提出ができる者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者と

する｡

(１) 地方自治法施行令 (昭和22年制令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者であること｡

(２) 平成12年鳥取県告示第486号 (物品等の特定調達契約に係る競争入札参加者の資格審査の申請手続等に

ついて) に基づく競争入札参加資格を有する者であること｡

(３) 平成14年１月25日 (金) から同年２月７日 (木) までの間のいずれの日においても､ 鳥取県指名競争入

札参加資格者指名停止措置要綱 (平成７年７月17日付出第157号) 第３条の規定による指名停止措置を受け

ていない者であること｡

(４) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和45年法律第20号) 第12条の２第１項の規定により､

同項第１号又は第６号の事業の鳥取県知事登録を受けている者であること｡

(５) 平成10年度以降に鳥取県が発注した本件事務所に係る清掃業務又は建物延べ床面積が1,000平方メート

ル以上の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること｡

３ 仕様書の交付

仕様書は､ 次により希望者に直接交付するものとする｡

(１) 交付期間及び時間

平成14年１月25日 (金) から同年２月７日 (木) までの日 (日曜日及び土曜日を除く｡) の午前９時から

午後４時まで

(２) 交付場所

八頭郡郡家町大字郡家100 鳥取県八頭郡地方農林振興局総務課会計係

４ 申込書類の提出

本件入札に参加を希望する者は､ 仕様書と同時に交付する入札参加申込書類作成要領に基づき作成した申込

書類を次により提出するものとする｡

(１) 提出期間及び時間

３の(１)に同じ｡

(２) 提出場所

３の(２)に同じ｡

(３) 提出方法

持参すること｡
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５ 競争入札参加者の指名

提出された申込書類を審査の上､ 競争入札参加者を指名するものとする｡

６ その他

(１) 関連情報を入手するための紹介窓口は､ 鳥取県八頭地方農林振興局総務課会計係 (電話番号0858－72－

3813) とする｡

(２) 申込書類の提出は､ 入札参加の意向を確認するものであって､ 申込書類の提出があっても指名されると

は限らない｡

(３) 提出された申込書類は､ 返却しない｡

(４) 業務内容に関する説明会は､ 行わない｡

(５) 提出された申込書類は､ 提出した者に無断で本件入札以外の用途には使用しない｡

(６) 本件業務の落札者は､ 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者とする｡

公募型指名競争入札を行うので､ 次のとおり公告する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達内容

(１) 件名及び数量

鳥取県中部総合事務所清掃業務 一式

(２) 調達案件の仕様

鳥取県中部総合事務所清掃業務仕様書 (以下 ｢仕様書｣ という｡) による｡

(３) 履行場所

倉吉市東巌城町２ 鳥取県中部総合事務所

(４) 履行期間

平成14年４月１日から平成17年３月31日まで

２ 入札参加申込書類の提出ができる者

入札参加申込書類 (以下 ｢申込書類｣ という｡) の提出ができる者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者と

する｡

(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) 平成12年鳥取県告示第486号 (物品等の特定調達契約に係る競争入札参加者の資格審査の申請手続等に

ついて) に基づく競争入札参加資格を有する者であること｡

(３) 平成14年１月25日 (金) から同年２月７日 (木) までの間のいずれの日においても､ 鳥取県指名競争入

札参加資格者指名停止措置要綱 (平成７年７月17日付出第157号) 第３条の規定による指名停止措置を受け

ていない者であること｡

(４) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和45年法律第20号) 第12条の２第１項の規定により､

同項第１号又は第６号の事業の鳥取県知事登録を受けている者であること｡

(５) 平成10年度以降に鳥取県が発注した本件事務所に係る清掃業務又は建物延べ床面積が2,000平方メート

ル以上の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること｡

３ 仕様書の交付

仕様書は､ 次により希望者に直接交付するものとする｡

(１) 交付期間及び時間

平成14年１月25日 (金) から同年２月７日 (木) までの日 (日曜日及び土曜日を除く｡) の午前９時から
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午後４時まで

(２) 交付場所

倉吉市東巌城町２ 鳥取県中部県民局県民課企画広聴担当

４ 申込書類の提出

本件入札に参加を希望する者は､ 仕様書と同時に交付する入札参加申込書類作成要領に基づき作成した申込

書類を次により提出するものとする｡

(１) 提出期間及び時間

３の(１)に同じ｡

(２) 提出場所

３の(２)に同じ｡

(３) 提出方法

持参すること｡

５ 競争入札参加者の指名

提出された申込書類を審査の上､ 競争入札参加者を指名するものとする｡

６ その他

(１) 関連情報を入手するための照会窓口は､ 鳥取県中部県民局県民課企画広聴担当 (電話番号0858－23－

3988) とする｡

(２) 申込書類の提出は､ 入札参加の意向を確認するものであって､ 申込書類の提出があっても指名されると

は限らない｡

(３) 提出された申込書類は､ 返却しない｡

(４) 業務内容に関する説明会は､ 行わない｡

(５) 提出された申込書類は､ 提出した者に無断で本件入札以外の用途には使用しない｡

(６) 本件業務の落札者は､ 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者とする｡

公募型指名競争入札を行うので､ 次のとおり公告する｡

平成14年１月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達内容

(１) 件名及び数量

鳥取県西部総合事務所清掃業務 一式

(２) 調達案件の仕様

鳥取県西部総合事務所清掃業務仕様書 (以下 ｢仕様書｣ という｡) による｡

(３) 履行場所

米子市糀町一丁目160 鳥取県西部総合事務所

(４) 履行期間

平成14年４月１日から平成17年３月31日まで

２ 入札参加申込書類の提出ができる者

入札参加申込書類 (以下 ｢申込書類｣ という｡) の提出ができる者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者と

する｡

(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) 平成12年鳥取県告示第486号 (物品等の特定調達契約に係る競争入札参加者の資格審査の申請手続等に
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ついて) に基づく競争入札参加資格を有する者であること｡

(３) 平成14年１月25日 (金) から同年２月７日 (木) までの間のいずれの日においても､ 鳥取県指名競争入

札参加資格者指名停止措置要綱 (平成７年７月17日付出第157号) 第３条の規定による指名停止措置を受け

ていない者であること｡

(４) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和45年法律第20号) 第12条の２第１項の規定により､

同項第１号又は第６号の事業の鳥取県知事登録を受けている者であること｡

(５) 平成10年度以降に鳥取県が発注した本件事務所に係る清掃業務又は建物延べ床面積が2,000平方メート

ル以上の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること｡

３ 仕様書の交付

仕様書は､ 次により希望者に直接交付するものとする｡

(１) 交付期間及び時間

平成14年１月25日 (金) から同年２月７日 (木) までの日 (日曜日及び土曜日を除く｡) の午前９時から

午後４時まで

(２) 交付場所

米子市糀町一丁目160 鳥取県西部県民局県民課企画公聴担当

４ 申込書類の提出

本件入札に参加を希望する者は､ 仕様書と同時に交付する入札参加申込書類作成要領に基づき作成した申込

書類を次により提出するものとする｡

(１) 提出期間及び時間

３の(１)に同じ｡

(２) 提出場所

３の(２)に同じ｡

(３) 提出方法

持参すること｡

５ 競争入札参加者の指名

提出された申込書類を審査の上､ 競争入札参加者を指名するものとする｡

６ その他

(１) 関連情報を入手するための照会窓口は､ 鳥取県西部県民局県民課企画公聴担当 (電話番号0859－31－

9633) とする｡

(２) 申込書類の提出は､ 入札参加の意向を確認するものであって､ 申込書類の提出があっても指名されると

は限らない｡

(３) 提出された申込書類は､ 返却しない｡

(４) 業務内容に関する説明会は､ 行わない｡

(５) 提出された申込書類は､ 提出した者に無断で本件入札以外の用途には使用しない｡

(６) 本件業務の落札者は､ 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者とする｡
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