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告

示

平 成 ２ ７ 年

１０月６日（火）
火・金曜日 発行
1月1,800円郵送料共

４

３

福井県知事

西川

平成２７年１０月６日
一誠
今回縦覧に供する農用地利用配分計画の

号27番地の1

ほ

賃借権の設定等を受ける土地

か23筆

南条郡南越前町清水第1 南条郡南越前町清水25字2番

住所

賃借権の設定等を受ける者
氏名または名称
合同会社ベアラファーム
縦覧期間
平成２７年１０月６日（火）から１０月

意見書の提出先

福井県農林水産部地域農業課

福井市大手３丁目１７番１号

縦覧場所

２０日（火）まで

２

概要

１

事に意見書を提出することができる。

当該農用地利用配分計画について、福井県知

告示の日から当該縦覧期間満了の日までに、

なお、この告示に係る利害関係人は、この

規定により告示する。

計画の認可申請があったので、同条第３項の

次のとおり権利の移転に係る農用地利用配分

規定に基づき、福井県農地中間管理機構から

成２５年法律第１０１号）第１８条第１項の

農地中間管理事業の推進に関する法律（平

福井県告示第５３２号

号
2666
第

福井県農林水産部地域農業課

〒９１０－８５８０

告

福井市大手３丁目１７番１号

公

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第

２０３号）第１８条の規定に基づき、平成２

８年准看護師試験（以下「試験」という。）

を実施するので、保健師助産師看護師法施行

規則（昭和２６年厚生省令第３４号）第１９

試験科目

福井県知事

西川

一誠

第１・２会議室

福井市宝永３丁目１－１

福井県国際交流会館

試験場所

午後１時から午後３時３０分まで

平成２８年２月１５日（月）

試験期日

平成２７年１０月６日

条の規定により、次のとおり告示します。

１

２

３

薬

感染と予防

食生活と栄養

疾病の成り立ち

人体の仕組みと働き

物と看護

成人看護

保健医療福祉の

基礎看護

患者の心理

看護と法律

精神看護

看護と倫理

仕組み

母子看護

受験資格

老年看護

４

試験は、次の⑴から⑺までのいずれかに

該当する者でなければ受けることができま

せん。

文部科学省令・厚生労働省令で定める

基準に適合するものとして、文部科学大

⑴

臣の指定した学校において２年の看護に

関する学科を修めた者（平成２８年３月

文部科学省令・厚生労働省令で定める

までに修業する見込みの者を含む。）

⑵

基準に従い、都道府県知事の指定した准
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看護師養成所を卒業した者（平成２８年

受験手続

合格発表日から１か月間

開示場所

福井市大手３丁目１７－１

④

書留郵便で行い、平成２８年１月７日（木

福井県健康福祉部地域医療課（福井

ただし、受験願書を郵送する場合は必ず

５時１５分まで

）までの消印のあるものに限り受け付けま

試験を受けようとする者は、受験願書に
次に掲げる書類等を添えて、県内に住所を
す。

５

有する者または県内の学校もしくは養成所

３月までに卒業する見込みの者を含む。

に在学する者は当該住所または学校もしく

受験願書を受理したときは、受験番号を

開示請求に当たっては、受験票または

口頭による開示請求の手続

４の⑴から⑸までのいずれかに該当する

庁１階掲示板に掲示するとともに福井県健

（木）午前１０時にその受験番号を福井県

合格者の発表は、平成２８年３月１０日

合格者の発表

課へお越しください。ただし、土曜日、

不可）が直接福井県健康福祉部地域医療

分まで）の間に、請求者本人（代理人は

格発表日は午前１０時から午後５時１５

８時３０分から午後５時１５分まで（合

）

は養成所を所管する健康福祉センターに、

県庁３階）

基準に適合するものとして、文部科学大

⑶ 文部科学省令・厚生労働省令で定める

これら以外の者は福井県健康福祉部地域医

者は学校の修業証明書もしくは修業見込

康福祉部地域医療課のホームページで公開

本人が確認できるものを持参の上、午前

証明書または准看護師養成所もしくは看

記載した受験票を交付します。

⑷ 文部科学省令・厚生労働省令で定める
護師養成所の卒業証明書もしくは卒業見

日曜日および祝日は受付しておりません

９

⑵

臣の指定した学校教育法に基づく大学（
療課に提出してください。

受験票の交付

短期大学を除く。）において看護師にな
⑴

８

るのに必要な学科を修めて卒業した者（

基準に適合するものとして、文部科学大

します。電話等による問い合わせには応じ

者を含む。）

臣の指定した学校において３年以上看護

込証明書、４の⑹または⑺に該当する者

療課において交付します。

受験願書は、福井県健康福祉部地域医

その他

師になるために必要な学科を修めた者（

受験資格を有する旨を証明する書類（

平成２８年３月までに修業する見込みの

12

。
合格証書の交付

ません。

試験の合格者には、合格証書を交付しま

10

す。ただし、学校、准看護師養成所または

１通

はこれらに該当する旨を証明する書類）
なお、修業見込証明書または卒業見込

⑴

平成２８年３月までに修業する見込みの

証明書を提出した者については、卒業後

者を含む。）
基準に適合するものとして、厚生労働大

⑸ 文部科学省令・厚生労働省令で定める

受験手続その他試験に関する問い合わ

せは、福井県健康福祉部地域医療課（福

井市大手３丁目１７－１

⑵

－２０－０３４５）または各健康福祉セ

看護師養成所を平成２８年３月までに卒業

明書に代えて修業見込証明書または卒業見

する見込みの者で修業証明書または卒業証

込証明書を提出した者については、同年３

ンターあてに行ってください。

速やかに修業証明書または卒業証明書を

月３１日（木）午後５時までに修業証明書

提出してください。
身像を正面から撮影した写真で、大きさ

または卒業証明書を提出した場合に限り、

契約に係る一般競争入札を実施するので、特

臣の指定した看護師養成所を卒業した者

が縦６センチメートルおよび横４センチ

定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関

（平成２８年３月までに卒業する見込み

⑺

西川

一誠

政府調達に関する協定の適用を受ける調達

福井県知事

平成２７年１０月６日

調達（購入）をする物品および役務の

一般競争入札に付する事項

名称（以下「調達物品等」という。）お

⑴

１

よび数量

務委託

一式

人工透析システムの購入および保守業

平成２８年准看護師試験受験者本人

開示期間

個人の総合得点

開示内容

口頭で開示を請求できる者

電話０７７６

メートルのものとし、その裏面には撮影

合格証書を交付します。

する規則（平成７年福井県規則第８２号）第

写真（出願前６か月以内に脱帽の上半

国において看護師免許を得た者で、厚生

年月日および氏名を記載してください。

この試験の結果については、福井県個人

試験結果の開示

４条の規定により、次のとおり公告する。

⑵

労働大臣が⑶から⑸に掲げる者と同等以

）１葉を写真台紙（受験願書）に貼り付

情報保護条例の規定に基づき、書面で開示

の者を含む。）

上の知識および技能を有すると認めた者

け、撮影年月日、氏名および卒業養成所

（本開示）を請求することができるほか、

⑹ 外国の看護師学校を卒業し、または外

外国の看護師学校を卒業し、または外

名を記載してください。

11

国において看護師免許を得た者のうち、

試験手数料
６

請求することもできます。

次の手続により口頭で開示（簡易開示）を
（消印しないこと）を受験願書に貼り付け

③

②

①

開示の内容等

⑴

受験願書の提出期間
平成２８年１月４日（月）から同年１月
７日（木）までの午前８時３０分から午後

７

の返還はしません。

なお、出願書類の提出後は、試験手数料

てください。

試験手数料６，９００円分の福井県証紙

⑹に該当しない者で、厚生労働大臣の定
める基準に従い、都道府県知事が適当と
この場合において、福井県准看護師試

認めた者
験受験資格認定の手続および審査方法に
ついては、別に定めるところによる。
の養成所を卒業または卒業見込みの者、

※県外居住者の受験については、福井県内
もしくは資格取得後速やかに福井県内に
就職する者のみとします。
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⑵ 調達物品等の仕様等
入札説明書および仕様書（以下「入札
説明書等」という。）による。
⑶ 機器納入期限

日

行われている者でないこと。
福井県のすべての県税に滞納がない者
次のアからオまでのいずれにも該当し

であること。

⑷
⑸

た電子計算処理組織（以下「電子入札シス

なお、やむを得ない事由により、電子入

テム」という。）を使用して行う。

札システムを使用して入札参加資格の確認

⑴

申請書等の提出期間

平成２７年１０月６日（火）から平成

２７年１０月２０日（火）まで（休日を

除く。）の９時から１６時まで

なお、資料の提出を有効に行うために

。

電子入札システムを使用して送信する

ない者は、入札手続に支障がない場合に限

申請書等の提出方法

り、契約担当者の承認を得て、紙による入

⑵

役員等（個人である場合にはその者

札参加資格確認申請書または入札書の提出

は、申請書の情報が、提出期間中に、契

申請または入札書の提出を行うことができ

を、法人である場合にはその役員また

約担当者が本件入札に使用する電子計算

ない者であること。

はその支店もしくは常時契約を締結す

入札説明書等の交付

を行うことができる。

機に備え付けられたファイルに記録され
わせ先

、電子署名及び認証業務に関する法律（

なければならない。
〒９１０－８５２６

示す場所およびこの入札に関する問い合

⑴

定する暴力団員をいう。以下同じ。）

入札説明書等の交付期間

代表者の名義で取得し、そのＩＣカード

等競争入札参加資格者名簿に登録された

う者が発行したもので、かつ福井県物品

務大臣の認定を受けた特定認証業務を行

申請書の提出に使用するＩＣカードは

である者。
暴力団（暴力団員による不当な行為

利用環境サ

平成１２年法律第１０２号）に基づき主

イ

経営管理課

福井県福井市四ツ井２丁目８－１

ア

る事務所を代表する者をいう。以下同

平成２８年１月２９日（金）

じ。）が暴力団員（暴力団員による不

⑷ 保守期間

この場合に、福井県において翌年度以
当な行為の防止等に関する法律（平成

納入日の翌日から平成３４年１月３１

降の歳入歳出予算の当該金額について、

３年法律第７７号）第２条第６号に規

４

減額または削除があった場合には、この

福井県福井市四ツ井２丁目８－１

⑸ 納入場所
福井県立病院

ービス室

福井県立病院

規定する暴力団をいう。以下同じ。）

電話

の防止等に関する法律第２条第２項に

この入札に参加することができる者は、

または暴力団員が経営に実質的に関与

０７７６－５７－２９４４

している者。
の不正の利益を図る目的または第三者

例第２号）第１条に規定する県の休日（

の休日を定める条例（平成元年福井県条

２７年１０月２０日（火）まで（福井県

子入札システムを使用して送信できない

ただし、申請書の添付書類について電

⑵

特定調達契約（政府調達に関する協定の適

情報を福井県の電子入札システムに利用
に損害を加える目的をもって、暴力団

者登録したものとする。

平成２７年１０月６日（火）から平成

または暴力団員の利用等をしている者

場合は、⑶に定める場所に郵送（民間事

役員等が自己、自社もしくは第三者

り認定を受けた者（この公告の日から開札

業者を含む。）または持参して提出する

ウ

までに資格審査の申請を行い、この入札に

以下「休日」という。）を除く。）の９

うほか、福井県物品等入札情報サービス

便を利用すること。

紙入札者に係る申請書等の提出先およ

び提出方法

⑶

ア

システムで公開する。

こと。郵送による場合には、簡易書留郵

時から１６時まで
に対して資金等を供給し、または便宜

役員等が、暴力団もしくは暴力団員
を供与するなど直接的もしくは積極的

入札説明書等の交付は上記の場所で行

。

条件をすべて満たす者とする。

エ

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第

に暴力団の維持運営に協力し、または

認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる

１６号）第１６７条の４に規定する者で

資格の確認に関する事項

書（電子入札システムによる様式。なお、

福井県立病院

福井県福井市四ツ井２丁目８－１

〒９１０－８５２６

提出先

この入札に参加しようとする者は、申請

契約担当者の承認を得て、紙による申請書

利用環境サービス室

５
社会的に非難されるべき関係を有して

または入札書の提出を行う者（以下「紙入

役員等が、暴力団または暴力団員と

関与している者。

いる者。

札者」という。）にあっては、別紙様式１

オ

ないこと。

電子入札の実施

）を次のとおり提出し、この入札に係る業

⑵ 入札の日において現に福井県の指名停

入札に係る入札参加資格の確認申請およ

務に関し資格の確認を受けなければならな

、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）の規定による再生手続開始の申立て

⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５

び入札書の提出は、契約担当者の使用に係

る場合は簡易書留郵便とする。）

持参または郵送すること。（郵送す

経営管理課

る電子計算機と入札に参加する者の使用に

止措置を受けている者でないこと。

⑶

係る特定調達契約の締結の日までに資格の

いう。）について別に知事が行う審査によ

に係る競争入札参加資格（以下「資格」と

用を受ける調達契約をいう。以下同じ。）

２ 入札に参加する者に必要な資格

入札説明書等の交付場所、契約条項を

契約を解除する。

３

号）の規定による更正手続開始の申立て

い。

提出方法
または破産法（平成１６年法律第７５号

係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

イ
）の規定による破産手続開始の申立てが

4
福 井 県 報 第 2666 号
平成27年10月６日
（火）

受注者は、福井県暴力団排除条例（

⑶

Deadline for delivery:

910－8526 Japan.

－Prefecture,

Property Management Division,

point for the notice:

The place for delivery and contact

29th January 2016

「条例」という。）第５条第２項の規

参加しようとする者

平成２２年福井県条例第３１号。以下

額に１円未満の端数金額があるときは、そ

定の趣旨にのっとり、暴力団または暴

Fukui Prefectural Hospital,

ア

の端数金額を切り捨てた金額）をもって落

力団員と密接な関係を有する者による

2－8－1 Yotsui,Fukui－City,Fukui

に相当する額を加算した金額（加算後の金

日時
札金額とするので、入札参加者は、消費税

不当介入を受けたときは、速やかに所

６ 入札書の提出方法、提出期間および開札

および地方消費税に係る課税事業者である

轄の警察署に届出を行うとともに、捜

５⑵と同様とする。
イ 紙入札によりこの入札に参加しよう

アにより、警察署に届け出たときは

⑷

⑴ 入札書の提出方法

か免税事業者であるかを問わず、見積もっ

ア 電子入札システムによりこの入札に

た契約希望金額の１０８分の１００に相当

査上必要な協力を行うこと。

、その旨を速やかに発注者に報告する

イ

こと。なお、上記アの届出を怠ったと

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

落札者の決定に関する事項
この入札に係る調達物品の予定価格の制

第２０条第１項の規定により、美浜町長から

都市計画の決定に係る図書の写しの送付を受

TEL 0776－57－2944

限の範囲内で最低の価格をもって有効な入

きは、物品購入等の契約に基づく、指

契約に関する事務を担当する部局の名称

名停止等の措置を講じることがある。

９

札を行った者を落札者とする。

８

する金額を入札書に記載すること。

下記 から の要領で作成し、持参

とする者

外封筒および内封筒の二重封筒

すること。

別紙様式３の入札書を、当該調

とすること。

この公告に掲げるもののほか、この入

けたので、同法第２０条第２項の規定により

⑹

次のとおり公衆の縦覧に供する。

および所在地

札に関し必要な事項は、入札説明書等に

達役務の名称、開札日時、入札参

よる。

種類

福井県知事

西川

都市計画の種類および名称

⑴

都市施設（汚物処理場）

名称

美浜都市計画汚物処理場

縦覧場所

⑵

２

福井市大手３丁目１７番１号

福

福井県土木部都市計画課

㈱竹下印刷所 ☎㉔二二二一番

県

福井県福井市大手三丁目十七番一号

井

福井県福井市手寄一丁目十五 二十七

一誠

〒９１０－８５２６

〒九一〇

八五八〇
〇八五八
-

平成２７年１０月６日

福井県福井市四ツ井２丁目８－１

福井県の休日を定める条例（平成元

申請者の受付時期

入札参加資格審査を申請する時期と場
所

⑺

加者名、担当者名および連絡先（

利用環境サ

入羽（にゅうば）

経営管理課

電話番号、ファックス番号）を記
担当

福井県立病院
ービス室

ア

Date,Time of Bidding:

発行人

〒九一〇

9:00 AM 18th November 2015

印刷人

１

載し、「入札書在中」と朱書した
内封筒に封入すること。

０７７６－５７－２９４４

その他

電話
１０

により作成した内封筒を、入
札書の提出先、当該調達役務名称

年福井県条例第２号）第１条第１項各

らびに申請に関する問い合わせ先

申請書の交付場所および提出場所な

号に掲げる日を除き、随時申請を受け

この入札に係る一連の手続および契約

イ

に関する手続において使用する言語およ

⑴

入札保証金および契約保証金

日本語および日本国通貨とする。

付ける。

⑵

〒９１０－８５８０

福井県福井市大手３丁目１７－１

福井県病院事業財務規則（昭和３９年
福井県規則第１３号）第７５条において

福井県会計局会計課

０７７６－２０－０２５３

総務事務第３グループ

⑵

Maintenance Commission

Dialysis system 1Set and System

to be purchased:

⑴ Nature and quantity of the products

Summary

電話

準用する福井県財務規則（昭和３９年福
入札の無効
福井県病院事業財務規則第７５条にお

契約書作成の要否
要
暴力団員等による不当介入を受けた場
合の措置

⑸

⑷

の規定による。

いて準用する福井県財務規則第１５１条

⑶

井県規則第１１号）の規定による。
１１

び通貨

、開札日時、入札参加者名、担当
者名および連絡先（電話番号、フ
ァックス番号）を記載し「入札書
在中」と朱書した外封筒に封入す
ること。
提出場所
５⑶アに同じ。
平成２７年１１月１６日（月）９時０

⑵ 入札書の提出期間
０分から平成２７年１１月１７日（火）
１６時まで
平成２７年１１月１８日（水）９時０

⑶ 開札日時
０分
７ 入札方法
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８

平成二十七年十月六日印 刷
平成二十七年十月六日発 行

