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告　　　　示

○愛媛県告示第126号

　愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年愛媛県条例第53号）第12条第１項の規定により、次のとおり同条例第11条第１項の規定

による指定が効力を失った。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　指定が失効する知事指定薬物の名称

　⑴　エチル＝２－［１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキサミド］－３，３－ジメチルブタノアート及び

その塩類

　⑵　メチル＝［１－（４－フルオロベンジル）－１Ｈ－インドール－３－カルボキサミド］－３－メチルブタノアート及びその塩類

　⑶　（８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－９，10－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキサ

ミド及びその塩類

　⑷　メチル＝３－メチル－２－［１－（ペント－４－エン－１－イル）－１Ｈ－インドール－３－カルボキサミド］ブタノアート及びそ

の塩類

　⑸　前各号に掲げる物を含有する物

２　失効の理由 

　　当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第15項に規定する指定薬物に至ったた

め。

３　失効の日

　　令和３年２月１日

○愛媛県告示第127号

　令和３年１月27日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間管理

事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定に基づき認可した。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　



97

愛 媛 県 報令和３年２月９日 第179号

１　農用地利用配分計画の概要　

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住　　　所 所在及び地番 面積（㎡）

二宮　謙一 愛媛県大洲市 愛媛県大洲市東大洲937番１ほか４筆 8,557

西村　豊 愛媛県大洲市 愛媛県大洲市菅田町菅田乙309番ほか８筆 8,653

２　認可年月日

　　令和３年２月１日

○愛媛県告示第128号

　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登録は、失効した。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

失効年月日 登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量（％） 生産業者の氏名又は名称及び住所　　　

令和２年12月10日 愛媛県第1177号 米ぬか油かす及

びその粉末

米ぬか油かす粉末 窒素全量  2.0

りん酸全量  4.0

加里全量  1.0

カネミ倉庫株式会社

福岡県北九州市小倉北区東港一丁目６番１号

○愛媛県告示第129号

　港湾法（昭和25年法律第218号）第34条において準用する同法第12条第５項の規定に基づき、松山港港湾施設の概要を次のとおり公示す

る。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

種　　　　類 位　　　　置 数　量　及　び　能　力

移動式荷役機械（コンテナ用リフト） 松山市大可賀三丁目1464番及び1472番
数量　１台

能力　最大荷重45トン

○愛媛県告示第130号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路　　線　　名 区　　　　　　　　　　間
旧・新
別　　

敷　地　の
幅　　　員

メートル

延　　長

キロメートル

備　考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山348番18から

同市大永山348番20まで

旧 18.5～63.8 0.152

新 47.1～119.2 0.152

○愛媛県告示第131号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
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道路の種類 路　　線　　名 供　　　　用　　　　開　　　　始　　　　の　　　　区　　　　間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山348番18から

同市大永山348番20まで
令和３年２月９日

○愛媛県告示第132号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

診断する身体障害の種類 診療科名
病 院 又 は

診 療 所 の 名 称
医　師　氏　名 同　左　所　在　地 指定年月日

肢体不自由 整形外科 愛媛県立今治病院 田　窪　明　仁 今治市石井町４丁目５番５号 令和３年２月１日

肢体不自由 内科
社会医療法人社団更

生会村上記念病院
日　野　　　惠 西条市大町739番地 令和３年２月１日

肢体不自由、音声・言語・肝

臓機能障害
内科

社会医療法人社団更

生会村上記念病院
山　上　隆　司 西条市大町739番地 令和３年２月１日

○愛媛県告示第133号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

医 師 氏 名
旧　　　　所　　　　在　　　　地 新　　　　所　　　　在　　　　地

変　更
年月日

病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

山上　隆司
社会医療法人北斗会大洲中央
病院

大洲市東大洲5番地
社会医療法人社団更生会村上
記念病院

西条市大町739番地
令和元年
10月１日

○愛媛県告示第134号

　身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

診断した身体障害の種類 診療科名
病 院 又 は

診 療 所 の 名 称
医　師　氏　名 同左所在地 届出年月日

視覚障害 眼科
国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院
細　川　寛　子 東温市志津川 令和３年１月８日

視覚障害 眼科 西山眼科 西　山　　　苑 伊予市灘町130番地の2 令和３年１月20日

公　　　　告

○公　告

　次のとおり一般競争入札に付する。

　　令和３年２月９日

  愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　入札に付する事項

　⑴　件名

　　　愛媛県ドクターヘリ運航業務の委託

　⑵　委託業務名及び数量

　　　愛媛県ドクターヘリ運航業務　一式

　⑶　委託業務の内容等

　　　入札説明書等による。

　⑷　委託期間

　　　契約日から令和８年３月31日まで

　⑸　委託業務の履行場所

　　　入札説明書等による。

　⑹　入札方法

　　ア　入札回数は、１回とする。

　　イ　入札に記載する入札金額は、年額を記載すること。なお、

詳細については入札説明書等を参照すること。

　　ウ　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10パーセント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
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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　入札に参加する者に必要な資格

　　知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、か

つ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の全ての

要件を満たすこと。

　　ただし、共同事業体で参加する場合は、当該共同事業体の全て

の構成員が次の第１号から第３号までの要件を満たし、かつ、当

該共同事業体の構成員のうち１者以上の者が第４号から第８号の

要件を満たしていればよいものとする。

　⑴　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。

　⑵　入札参加資格要件確認申請書の提出期限の日から落札者の決

定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にな

い者であること。

　⑶　過去３年間に、ドクターヘリの運航業務において運航の責め

に帰すべき理由により搭乗者等が死亡に至る重大な事故を発生

させていないこと。

　⑷　本業務の受託に係る航空法（昭和27年法律第231号）第100条

第１項の許可を有していること。

　⑸　航空運送事業の５年以上の実績を有すること。

　⑹　本業務の実施に必要な専任の人員及び機体の確保ができる者

で、本業務の実施に必要な有資格操縦士、有資格整備士及び運

航管理担当者と同数以上の有資格操縦士、有資格整備士及び運

航管理担当者を雇用していること。

　⑺　本業務に使用する機体の故障その他の理由により運航に支障

をきたすと認められる場合に、速やかに代替機体を配備するな

どの適切な措置を講じて、運航を継続することが可能であるこ

と。

　⑻　過去５年間に、ドクターヘリ運航業務の契約の実績があるこ

と。

３　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出先、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

　　　愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課

　　　〒790-8570

　　　愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

　　　電話番号（089）912－2450

　⑵　入札書の受領期限

　　　令和３年３月22日（月）午後５時まで

　　　郵送の場合は、令和３年３月22日（月）午後１時必着（配達

証明付き郵便に限る。）とする。

　⑶　入札説明書の交付方法

　　　３⑴に掲げる場所で交付するほか、愛媛県保健福祉部社会福

祉医療局医療対策課のホームページにおいて公表する。

　⑷　開札の日時及び場所

　　　令和３年３月22日（月）午後５時

　　　愛媛県庁第二別館１階　保健福祉部会議室

４　その他

　⑴　入札及び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

　⑵　入札保証金

　　　愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第135条から

第137条までの規定による。

　⑶　入札者に要求される事項

　　ア　入札参加資格要件確認申請書の提出

　　　　この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格要

件確認申請書等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提

出しなければならない。なお、詳細は、入札説明書等による。

　　　　提出期限：令和３年３月２日（火）午後５時15分

　　イ　４⑶アにより入札参加資格要件の確認を受けた者は、入札

説明書等に基づき、提案内容を記載した資料を次の期限まで

に提出しなければならない。

　　　　提出期限：令和３年３月10日（水）午後５時15分

　⑷　入札の無効

　　　２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

　⑸　契約書作成の要否

　　　要

　⑹　落札者の決定方法

　　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２

第３項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定す

るものとし、愛媛県会計規則第133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の価格をもって入札を行った者の

うち、価格その他の条件が愛媛県にとって最も有利な入札を

行った者を落札者とする。

　　　なお、落札者決定基準の詳細は、入札説明書等による。

　⑺　その他

　　　詳細は、入札説明書等による。

５　Summary

　⑴　Nature and quantity of the service to be rendered:

　　Helicopter  Emergency  Medical  Service  Operation 

(Outsourcing), 1set

　⑵　Time limit of tender: 5:00 P.M., 22 March 2021

　⑶　For further information, please contact: Medical Service 

Measures  Division,  Social  Welfare  and　Medical  Service 

Subdepartment,  Health  and  Welfare  Department,  Ehime 

Prefectural  Government,  4-4-2  Ichibancho,  Matsuyama, 

Ehime 790-8570 Japan

　　TEL 089-912-2450
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令和３年２月９日　発行

公営企業告示

○愛媛県公営企業告示第２号

　次のとおり落札者を決定した。

　　令和３年２月９日

  愛媛県公営企業管理者　山　口　真　司　　　　　

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地　

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額
契約の相手方を
決定した手続　

入 札 公 告 日

遠隔操作型内視鏡下手術支援ロボッ
トシステム　１式
（月額賃借料／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年１月12日

ＮＴＴ・ＴＣリース
（株）四国支店
愛媛県松山市二番町三
丁目６番地

4,825,788円 一般競争入札 令和２年11月27日

人工透析システム　１式
（月額賃借料／県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年１月14日

ＮＴＴ・ＴＣリース
（株）四国支店
愛媛県松山市二番町三
丁目６番地

1,836,230円 一般競争入札 令和２年11月27日

○愛媛県公営企業告示第３号

　次のとおり落札者を決定した。

　　令和３年２月９日

  愛媛県公営企業管理者　山　口　真　司　　　　　

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地　

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額
契約の相手方を
決定した手続　

入 札 公 告 日

産婦人科部門システム　１式
（県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年１月12日
株式会社エヒメ医療器
愛媛県松山市立花六丁
目１番１号

36,190,000円 一般競争入札 令和２年11月27日

重症系モニタリングシステム・部門
システム　１式
（県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年１月12日

株式会社カワニシ松山
支店
愛媛県伊予郡砥部町重
光241番地３

182,028,000円 一般競争入札 令和２年11月27日

○愛媛県公営企業告示第４号

　次のとおり落札者を決定した。

　　令和３年２月９日

  愛媛県公営企業管理者　山　口　真　司　　　　　

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地　

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額
契約の相手方を
決定した手続　

入 札 公 告 日

外来呼出システム　１式
（県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年１月22日

株式会社アルメックス
メディコム事業部広島
支店
広島県安芸郡府中町本
町４－４－７

32,615,000円 一般競争入札 令和２年12月11日


