
川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－359－

毎月2回10日･25日発行

発行所

川 崎 市 役 所

(総務企画局総務部法制課)

川崎市川崎区宮本町１

電　話　044-200-2062

ＦＡＸ　044-200-3748

目 次

　　規　　則

◇川崎市営住宅条例施行規則の一部を

　改正する規則（第２号） …………………………… 362

　　告　　示

◇川崎市港湾振興会館及び東扇島中公

　園の指定管理者の指定（第27号） ………………… 362

◇生活保護法等による指定介護機関の

　廃止（第28号） ……………………………………… 362

◇生活保護法等による指定医療機関の

　指定（第29号） ……………………………………… 363

◇生活保護法等による指定施術機関の

　指定（第30号） ……………………………………… 363

◇生活保護法等による指定医療機関の

　変更（第31号） ……………………………………… 363

◇生活保護法等による指定医療機関の

　廃止（第32号） ……………………………………… 363

◇生活保護法等による指定医療機関の

　辞退による廃止（第33号） ………………………… 363

◇土壌汚染対策法に基づく形質変更時

　要届出区域の指定（第34号） ……………………… 363

◇自転車等の撤去と保管（第35号） ………………… 365

◇道路区域の変更（第36号） ………………………… 365

◇道路の供用開始（第37号） ………………………… 365

◇道路区域の変更（第38号） ………………………… 365

◇道路の供用開始（第39号） ………………………… 366

◇港湾環境整備負担金に係る負担対象

　工事の指定（第40号） ……………………………… 366

◇自転車等の撤去と保管（第41号） ………………… 366

◇道路区域の変更（第42号） ………………………… 367

◇道路の供用開始（第43号） ………………………… 367

◇道路区域の変更（第44号） ………………………… 367

◇身体障害者福祉法による医師の指定

　（第45号） …………………………………………… 367

◇身体障害者福祉法による医師の指定

　内容の変更（第46号） ……………………………… 370

◇身体障害者福祉法による医師の指定

　の取消（第47号） …………………………………… 372

◇個人情報保護条例の規定による目的

　外利用等の届出（第48号） ………………………… 374

◇道路区域の変更（第49号） ………………………… 374

◇道路の供用開始（第50号） ………………………… 374

◇指定障害福祉サービス事業者の指定

　（第51号） …………………………………………… 375

◇指定障害児通所支援事業者の指定

　（第52号） …………………………………………… 375

◇指定障害児相談支援事業者の指定

　（第53号） …………………………………………… 375

◇指定障害福祉サービスの事業の廃止

　（第54号） …………………………………………… 375

◇指定障害児通所支援の事業の廃止

　（第55号） …………………………………………… 376

◇多摩川緑地パークボール場の指定管

　理者の指定（第56号） ……………………………… 376

◇入札占用計画の認定（第57号） …………………… 376

◇入札占用計画の認定（第58号） …………………… 376

◇土壌汚染対策法に基づく形質変更時

　要届出区域の指定（第59号） ……………………… 376

　　公　　告

◇環境影響評価に関する条例による事

　後調査報告書の公告（第30号） …………………… 378

◇開発行為に関する工事の完了（第31

　号） …………………………………………………… 378

◇都市公園の供用開始（第32号） …………………… 378

◇開発行為に関する工事の完了（第33

　号） …………………………………………………… 379

◇開発行為に関する工事の完了（第34

　号） …………………………………………………… 379

◇一般競争入札の執行（第35号） …………………… 379

◇公募型プロポーザルの実施（第36号） …………… 380

◇開発行為に関する工事の完了（第37

　号） …………………………………………………… 381

◇道路位置の指定（第38号） ………………………… 381

◇一般競争入札の執行（第39号） …………………… 381

◇港湾施設に放置されている物件の撤

　去命令（第40号） …………………………………… 382

◇公募型プロポーザルの実施（第41号） …………… 383



（第1,764号）平成31年(2019年)２月12日 川 崎 市 公 報

－360－

◇道路位置の指定（第42号） ………………………… 384

◇土地区画整理法による換地処分通知

　の内容の掲示場所（第43号） ……………………… 385

◇一般競争入札の執行（第44号） …………………… 385

◇一般競争入札の執行（第45号） …………………… 386

◇一般競争入札の執行（第46号） …………………… 388

◇一般競争入札の執行（第47号） …………………… 389

◇一般競争入札の執行（第48号） …………………… 390

◇一般競争入札の執行（第49号） …………………… 392

◇一般競争入札の執行（第50号） …………………… 394

◇一般競争入札の執行（第51号） …………………… 395

◇一般競争入札の執行（第52号） …………………… 397

◇一般競争入札の執行（第53号） …………………… 398

◇一般競争入札の執行（第54号） …………………… 400

◇一般競争入札の執行（第55号） …………………… 402

◇一般競争入札の執行（第56号） …………………… 404

◇一般競争入札の執行（第57号） …………………… 405

◇一般競争入札の執行（第58号） …………………… 407

◇一般競争入札の執行（第59号） …………………… 408

◇一般競争入札の執行（第60号） …………………… 410

◇一般競争入札の執行（第61号） …………………… 411

◇一般競争入札の執行（第62号） …………………… 413

◇開発行為に関する工事の完了（第63

　号） …………………………………………………… 416

◇一般競争入札の執行（第64号） …………………… 416

◇一般競争入札の執行（第65号） …………………… 417

◇一般競争入札の執行（第66号） …………………… 418

◇一般競争入札の執行（第67号） …………………… 431

◇川崎港港湾計画の変更の概要（第68

　号） …………………………………………………… 433

◇開発行為に関する工事の完了（第69

　号） …………………………………………………… 433

◇一般競争入札の執行（第70号） …………………… 433

◇開発行為に関する工事の完了（第71

　号） …………………………………………………… 439

◇川崎農業振興地域整備計画の変更の

案の縦覧（第72号） …………………………………… 439

◇公募型プロポーザルの実施（第73号） …………… 440

◇一般競争入札の執行（第74号） …………………… 443

◇特定非営利活動法人の定款の変更認

　証申請（第75号） …………………………………… 453

　　公告（調達）

◇一般競争入札の執行（第99号） …………………… 454

◇一般競争入札の執行（第100号）…………………… 455

◇一般競争入札の執行（第101号）…………………… 457

◇一般競争入札の執行（第102号）…………………… 459

◇一般競争入札の執行（第103号）…………………… 460

◇一般競争入札の執行（第104号）…………………… 462

◇一般競争入札の執行（第105号）…………………… 463

◇一般競争入札の執行（第106号）…………………… 465

◇一般競争入札の執行（第107号）…………………… 466

◇一般競争入札の執行（第108号）…………………… 468

◇公募型プロポーザルの実施（第109

　号） …………………………………………………… 469

◇一般競争入札の執行（第110号）…………………… 470

◇一般競争入札の執行（第111号）…………………… 472

◇一般競争入札の執行（第112号）…………………… 474

◇一般競争入札の執行（第113号）…………………… 475

◇一般競争入札の執行（第114号）…………………… 477

◇一般競争入札の執行（第115号）…………………… 479

◇一般競争入札の執行（第116号）…………………… 481

◇一般競争入札の執行（第117号）…………………… 482

◇一般競争入札の執行（第118号）…………………… 483

◇一般競争入札の執行（第119号）…………………… 485

◇落札者等の公示（第120号）………………………… 486

◇落札者等の公示（第121号）………………………… 487

◇落札者等の公示（第122号）………………………… 487

◇一般競争入札の執行（第123号）…………………… 487

◇一般競争入札の執行（第124号）…………………… 489

◇一般競争入札の執行（第125号）…………………… 490

◇一般競争入札の執行（第126号）…………………… 492

◇一般競争入札の執行（第127号）…………………… 494

◇一般競争入札の執行（第128号）…………………… 495

◇一般競争入札の執行（第129号）…………………… 497

◇一般競争入札の執行（第130号）…………………… 498

◇一般競争入札の執行（第131号）…………………… 500

◇一般競争入札の執行（第132号）…………………… 501

◇一般競争入札の執行（第133号）…………………… 503

◇一般競争入札の執行（第134号）…………………… 504

◇一般競争入札の執行（第135号）…………………… 506

◇一般競争入札の執行（第136号）…………………… 507

◇一般競争入札の執行（第137号）…………………… 509

◇一般競争入札の執行（第138号）…………………… 510

◇一般競争入札の執行（第139号）…………………… 512

◇一般競争入札の執行（第140号）…………………… 514

◇一般競争入札の執行（第141号）…………………… 515

◇一般競争入札の執行（第142号）…………………… 517

◇一般競争入札の執行（第143号）…………………… 519

◇一般競争入札の執行（第144号）…………………… 520

◇一般競争入札の執行（第145号）…………………… 522

◇一般競争入札の執行（第146号）…………………… 524

◇一般競争入札の執行（第147号）…………………… 526

◇一般競争入札の執行（第148号）…………………… 527

◇一般競争入札の執行（第149号）…………………… 529

◇一般競争入札の執行（第150号）…………………… 531

◇一般競争入札の公告（第151号）…………………… 532



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－361－

◇一般競争入札の公告（第152号）…………………… 535

◇落札者等の公示（第153号）………………………… 537

◇一般競争入札の執行（第154号）…………………… 537

◇一般競争入札の執行（第155号）…………………… 539

◇一般競争入札の執行（第156号）…………………… 540

◇一般競争入札の執行（第157号）…………………… 541

◇一般競争入札の執行（第158号）…………………… 543

◇一般競争入札の執行（第159号）…………………… 544

◇一般競争入札の執行（第160号）…………………… 546

◇一般競争入札の執行（第161号）…………………… 548

◇一般競争入札の執行（第162号）…………………… 549

◇一般競争入札の執行（第163号）…………………… 551

◇一般競争入札の公告（第164号）…………………… 552

◇一般競争入札の公告（第165号）…………………… 554

◇一般競争入札の公告（第166号）…………………… 556

◇一般競争入札の執行（第167号）…………………… 561

◇一般競争入札の執行（第168号）…………………… 563

　　税公告

◇課税額変更（取消）通知書の公示送

　達（第５号） ………………………………………… 565

◇差押調書（謄本）の公示送達（第６

　号） …………………………………………………… 565

◇配当計算書（謄本）の公示送達（第

　７号） ………………………………………………… 565

◇納税通知書の公示送達（第８号） ………………… 565

◇差押調書（謄本）の公示送達（第９

　号） …………………………………………………… 566

◇差押調書（謄本）の公示送達（第10

　号） …………………………………………………… 566

◇差押解除通知書の公示送達（第11号） …………… 566

◇差押調書（謄本）の公示送達（第12

　号） …………………………………………………… 566

◇差押調書（謄本）の公示送達（第13

　号） …………………………………………………… 566

◇差押解除通知書の公示送達（第14号） …………… 566

◇公売公告兼見積価額公告（第15号） ……………… 566

◇差押調書（謄本）の公示送達（第16

　号） …………………………………………………… 566

◇差押調書（謄本）の公示送達（第17

　号） …………………………………………………… 566

　　上下水道局規程

◇川崎市水道条例施行規程の一部を改

　正する規程（第１号） ……………………………… 567

　　上下水道局告示

◇川崎市上下水道局指定給水装置工事

　事業者の指定（第１号） …………………………… 567

◇川崎市上下水道局指定給水装置工事

　事業者の指定事項の変更（第２号） ……………… 567

◇川崎市上下水道局指定給水装置工事

　事業者の廃止（第３号） …………………………… 568

◇川崎市排水設備指定工事店の指定の

　取消し（第４号） …………………………………… 568

◇川崎市排水設備指定工事店の指定の

　取消し（第５号） …………………………………… 568

◇川崎市排水設備指定工事店の更新

　（第６号） …………………………………………… 568

◇川崎市排水設備指定工事店の指定

　（第７号） …………………………………………… 569

◇川崎市上下水道局指定給水装置工事

　事業者の指定（第８号） …………………………… 570

◇川崎市上下水道局指定給水装置工事

　事業者の指定事項の変更（第９号） ……………… 570

◇川崎市上下水道局指定給水装置工事

　事業者の廃止（第10号） …………………………… 570

　　上下水道局公告

◇一般競争入札の執行（第５号） …………………… 570

◇一般競争入札の執行（第６号） …………………… 571

◇一般競争入札の執行（第７号） …………………… 572

◇一般競争入札の執行（第８号） …………………… 573

◇一般競争入札の執行（第９号） …………………… 577

◇一般競争入札の執行（第10号） …………………… 584

　　上下水道局公告（調達）

◇一般競争入札の公告（第６号） …………………… 593

◇一般競争入札の公告（第７号） …………………… 596

　　交通局公告

◇一般競争入札の執行（第３号） …………………… 599

◇一般競争入札の執行（第４号） …………………… 600

◇一般競争入札の執行（第５号） …………………… 601

◇一般競争入札の執行（第６号） …………………… 602

◇一般競争入札の執行（第７号） …………………… 603

◇一般競争入札の執行（第８号） …………………… 605

◇一般競争入札の執行（第９号） …………………… 606

◇一般競争入札の執行（第10号） …………………… 607

　　交通局公告（調達）

◇一般競争入札の公告（第４号） …………………… 608

　　病院局公告

◇一般競争入札の執行（第２号） …………………… 610

◇一般競争入札の執行（第３号） …………………… 619

◇一般競争入札の執行（第４号） …………………… 624

　　教育委員会告示

◇教育委員会定例会の招集（第２号） ……………… 627

　　監査公表

◇監査の結果について（第３号） …………………… 627

　　農業委員会告示

◇川崎市農業委員会総会の招集（第２

　号） …………………………………………………… 666



（第1,764号）平成31年(2019年)２月12日 川 崎 市 公 報

－362－

　　区公告

◇後期高齢者医療保険料に係る督促状

　の公示送達（川崎区第６号） ……………………… 666

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（川崎区第７号） ……………………………… 666

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（川崎区第８号） ……………………………… 666

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（川崎区第９号） ……………………………… 667

◇介護保険料に係る督促状の公示送達

　（川崎区第10号） …………………………………… 667

◇住民票の職権消除（川崎区第11号） ……………… 667

◇印鑑登録の抹消（川崎区第12号） ………………… 667

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（幸区第２号） ………………………………… 668

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（中原区第３号） ……………………………… 668

◇介護保険料に係る督促状の公示送達

　（中原区第４号） …………………………………… 668

◇後期高齢者医療保険料に係る督促状

　の公示送達（中原区第５号） ……………………… 668

◇後期高齢者医療保険料に係る督促状

　の公示送達（高津区第３号） ……………………… 669

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（高津区第４号） ……………………………… 669

◇介護保険料に係る督促状の公示送達

　（高津区第５号） …………………………………… 669

◇住民票の職権消除（高津区第６号） ……………… 669

◇印鑑登録の抹消（高津区第７号） ………………… 670

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（宮前区第２号） ……………………………… 670

◇住民票の職権消除（宮前区第３号） ……………… 670

◇印鑑登録の抹消（多摩区第４号） ………………… 670

◇住民票の職権消除（多摩区第５号） ……………… 671

◇介護保険料に係る督促状の公示送達

　（多摩区第６号） …………………………………… 671

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（多摩区第７号） ……………………………… 671

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（麻生区第２号） ……………………………… 671

◇国民健康保険料に係る配当計算書

　（謄本）の公示送達（麻生区第３号） …………… 671

◇介護保険料に係る督促状の公示送達

　（麻生区第４号） …………………………………… 672

　　正　　誤

◇第1,763号 …………………………………………… 672

規 則

　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第２号

　　　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市営住宅条例施行規則（昭和37年川崎市規則第57

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１有馬第２の項中「556」を「612」に改める。

附　則

　この規則は、平成31年１月28日から施行する。

告 示

川崎市告示第27号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、川崎市港湾振興会館及び東扇島中

公園の指定管理者を次のとおり指定しましたので、川崎

市港湾振興会館条例（平成３年川崎市条例第34号）第４

条第３項及び川崎市港湾施設条例（昭和22年川崎市条例

第33号）第２条の２第３項の規定により告示します。

　　平成31年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせ

る施設の名称

及び所在地

川崎市港湾振興会館　川崎区東扇島38番地１

東扇島中公園　川崎区東扇島52番地１

指定管理者

（所在地）　川崎区東扇島38番地１

（名　称）　公益社団法人川崎港振興協会、

　　　　　　 株式会社京急アドエンタープラ

イズ共同事業体

（代表者）　公益社団法人川崎港振興協会

　　　　　　会長　齋藤文夫

指定期間
平成31年４月１日から

平成36年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第28号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介
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護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成31年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第29号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　平成31年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第30号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　平成31年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第31号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

　　平成31年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第32号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　平成31年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第33号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の

規定により指定医療機関の辞退による廃止並びに中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の

規定の例によるとされている医療支援給付の指定医療機

関の辞退による廃止を行いましたので、同法第55条の３

第３号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　平成31年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第34号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　平成31年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　川崎区夜光３丁目２番２の一部

　　（別図のとおり）

２ 　 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害

物質の名称

　　 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及

びその化合物

３ 　 当該区域は、土壌汚染対策法施行規則第58条第５項

第11号に該当する。
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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域
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川崎市告示第35号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成31年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　 10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　　その他

　　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間

を経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りの

ないものについては、条例第14条に基づき売却その

他の処理をします。

　　　───────────────────

川崎市告示第36号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　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します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月24日から平成31年２月７日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1905番73先
2.40 46.31

川崎市宮前区菅生

１丁目1912番２先

新
菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1905番74先
3.22

～

3.33

46.31
川崎市宮前区菅生

１丁目1903番93先

旧
菅 生

第143号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1903番69先
1.82

～

3.35

34.05
川崎市宮前区菅生

１丁目1905番73先

新
菅 生

第143号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1903番69先
1.82

～

2.08

25.11
隅きり

を含む川崎市宮前区菅生

１丁目1910番８先

　　　───────────────────

川崎市告示第37号

　　　道路供用開始に関する告示

　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、次の道路の供用を平成31年１月24日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月24日から平成31年２月７日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生１丁目1905番74先

川崎市宮前区菅生１丁目1903番93先

菅 生

第143号線

川崎市宮前区菅生１丁目1903番69先
隅きり

を含む
川崎市宮前区菅生１丁目1910番８先

　　　───────────────────

川崎市告示第38号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　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します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月24日から平成31年２月７日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
王 禅 寺

第423号線

川崎市麻生区王禅寺

西８丁目1919番９先
1.82 32.29

川崎市麻生区王禅寺

西８丁目1922番１先

新
王 禅 寺

第423号線

川崎市麻生区王禅寺

西８丁目1919番１先
4.50

～

4.55

32.15
隅きり

を含む川崎市麻生区王禅寺

西８丁目1922番１先

旧
王 禅 寺

第509号線

川崎市麻生区王禅寺

西８丁目1919番９先
1.82 16.93

川崎市麻生区王禅寺

西８丁目3002番先

新
王 禅 寺

第509号線

川崎市麻生区王禅寺

西８丁目1919番１先
1.82

～

2.94

16.93
川崎市麻生区王禅寺

西８丁目3002番先

　　　───────────────────

川崎市告示第39号

　　　道路供用開始に関する告示

　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、次の道路の供用を平成31年１月24日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月24日から平成31年２月７日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

王 禅 寺

第423号線

川崎市麻生区王禅寺西８丁目1919番１先
隅きり

を含む
川崎市麻生区王禅寺西８丁目1922番１先

王 禅 寺

第509号線

川崎市麻生区王禅寺西８丁目1919番１先

川崎市麻生区王禅寺西８丁目3002番先

　　　───────────────────

川崎市告示第40号

　平成30年度港湾環境整備負担金に係る負担対象工事に

ついて、川崎市港湾環境整備負担金条例（昭和55年川崎

市条例第13号）第２条第２項の規定により、次のとおり

指定します。

　　平成31年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第41号

　　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年

川崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成31年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　 撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

平成29年度に完了した負担対象工事の指定に関する一覧表

⑴

工事の種類

⑵

工事の名称

⑶

工事の実施

された場所

⑷

工事の

完了

した日

⑸

工事に要した費用

⑹

負担区域

⑺

負担の

割　合

⑻

負担区域内にある

工場若しくは事業場

の敷地の面積の合計

条例第２条第１項第２

号に規定する港湾環境

整備施設の維持の工事

港湾緑地

維持補修工事

川崎市川崎区千鳥

町、水江町、東扇

島、大川町、白石

町内の港湾緑地

平

成

30

年

３

月

31

日

51,209,456円 臨港地区 １／２ 18,568,578㎡　

条例第２条第１項第７

号に規定する港湾にお

ける漂流物の除去その

他の清掃の工事

漂流物

除去工事

川崎港

港湾区域
59,945,635円

臨港地区

及び

港湾区域

１／２ 19,870,145㎡　

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第42号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　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します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月29日から平成31年２月13日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
細 山

第31号線

川崎市麻生区細山

５丁目361番１先
6.00

～

6.21

34.66

隅きり

を含む

川崎市麻生区細山

７丁目360番１先

新
細 山

第31号線

川崎市麻生区細山

５丁目361番１先
5.98

～

6.30

34.66

隅きり

を含む

川崎市麻生区細山

７丁目360番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第43号

　　　道路供用開始に関する告示

　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、次の道路の供用を平成31年１月29日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月29日から平成31年２月13日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

細 山

第31号線

川崎市麻生区細山５丁目361番１先
隅きりを含む

川崎市麻生区細山７丁目360番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第44号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　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します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月29日から平成31年２月13日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　県道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
横 浜

上 麻 生

川崎市麻生区上麻生

６丁目875番１先
8.53

～

10.58

22.40
隅きり

を含む川崎市麻生区上麻生

６丁目876番２先

新
横 浜

上 麻 生

川崎市麻生区上麻生

６丁目875番１先
20.82

～

20.88

22.40
隅きり

を含む川崎市麻生区上麻生

６丁目876番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第45号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師として次のとおり指定します。

　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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　平成３１年１月３０日

川崎市長　　福田　紀彦

№ 指定年月日 氏名 医療機関名 所在地 診療科目 担当する障害区分

1 平成31年2月1日 向後　二郎
聖マリアンナ医科大学
病院

川崎市宮前区菅生２－
１６－１

眼科　 視覚障害

2 平成31年2月1日 北岡　由佳 津田眼科クリニック
川崎市宮前区小台２－
６－８

眼科　 視覚障害

3 平成31年2月1日 小澤　紘子 川崎市立川崎病院
川崎市川崎区新川通１
２－１

眼科　 視覚障害

4 平成31年2月1日 佐々木　誠
医）明徳会　総合新川
橋病院

川崎市川崎区新川通１
－１５

眼科　 視覚障害

5 平成31年2月1日 小早川　信一郎
日本医科大学武蔵小
杉病院

川崎市中原区小杉町１
－３９６

眼科　 視覚障害

6 平成31年2月1日 中村　亜季子
宿河原津田眼科クリ
ニック

川崎市多摩区宿河原３
－１２－７　大津医療ビ
ル

眼科　 視覚障害

7 平成31年2月1日 井戸　光次朗 川崎市立多摩病院
川崎市多摩区宿河原１
－３０－３７

耳鼻咽喉科　
聴覚・平衡機能障害
及び音声・言語又は

そしゃく機能障害

8 平成31年2月1日 佐々木　優子 もぎたて耳鼻咽喉科
川崎市高津区久本１－
２－５関口第一ビル４階
４０１

耳鼻咽喉科　
聴覚又は平衡機能

障害

9 平成31年2月1日 髙石　智
聖マリアンナ医科大学
病院

川崎市宮前区菅生２－
１６－１

神経内科　
音声・言語又はそ
しゃく機能障害

10 平成31年2月1日 西　勇樹
医療法人Medical dream
にし整形外科ペインクリ
ニック

川崎市多摩区菅稲田
堤１－１７－２８

整形外科　 肢体不自由

11 平成31年2月1日 山本　豪明
聖マリアンナ医科大学
病院

川崎市宮前区菅生２－
１６－１

整形外科　 肢体不自由

12 平成31年2月1日 藤本　久絵
聖マリアンナ医科大学
病院

川崎市宮前区菅生２－
１６－１

ﾘｳﾏﾁ科　 肢体不自由

川崎市告示第４５号

　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として次のとおり指
定します。
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№ 指定年月日 氏名 医療機関名 所在地 診療科目 担当する障害区分

13 平成31年2月1日 櫻井　恵一
聖マリアンナ医科大学
病院

川崎市宮前区菅生２－
１６－１

ﾘｳﾏﾁ科　 肢体不自由

14 平成31年2月1日 内田　麻理奈
聖マリアンナ医科大学
病院

川崎市宮前区菅生２－
１６－１

ﾘｳﾏﾁ科　 肢体不自由

15 平成31年2月1日 鈴木　雅規
日本医科大学武蔵小
杉病院

川崎市中原区小杉町１
－３９６

脳神経外科　 肢体不自由

16 平成31年2月1日 中原　康雄
川崎市北部地域療育セ
ンター診療所

川崎市麻生区片平５－
２６－１

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科　 肢体不自由

17 平成31年2月1日 緒方　直史
川崎市北部地域療育セ
ンター診療所

川崎市麻生区片平５－
２６－１

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科　 肢体不自由

18 平成31年2月1日 櫻井　晃 宮川病院
川崎市川崎区大師駅
前２－１３－１３

整形外科　 肢体不自由

19 平成31年2月1日 出沢　明
向ヶ丘ＰＥＤスポーツクリ
ニック

川崎市多摩区登戸２１４
１番地

整形外科　 肢体不自由

20 平成31年2月1日 塚原　摩耶 川崎市立多摩病院
川崎市多摩区宿河原１
－３０－３７

 循環器内科　 心臓機能障害

21 平成31年2月1日 南雲　正士 川崎市立川崎病院
川崎市川崎区新川通１
２－１

心臓血管外科　 心臓機能障害

22 平成31年2月1日 川上　徹
社医財）石心会　川崎
幸病院

川崎市幸区大宮町３１
－２７

 循環器内科　 心臓機能障害

23 平成31年2月1日 小林　謙太郎
医）明徳会　総合新川
橋病院

川崎市川崎区新川通１
－１５

内科　 呼吸器機能障害

24 平成31年2月1日 長崎　彩
医）明徳会　総合新川
橋病院

川崎市川崎区新川通１
－１５

内科　 呼吸器機能障害

25 平成31年2月1日 陳　昊
独法）労働者健康安全
機構関東労災病院

川崎市中原区木月住
吉町１－１

 呼吸器内科　 呼吸器機能障害

26 平成31年2月1日 渡邊　嘉行
医社）和光会　総合川
崎臨港病院

川崎市川崎区中島３－
１３－１

内科　 呼吸器機能障害

27 平成31年2月1日 小磯　泰裕
社医財）石心会　川崎
幸病院

川崎市幸区大宮町３１
－２７

泌尿器科　
ぼうこう又は直腸機

能障害
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№ 指定年月日 氏名 医療機関名 所在地 診療科目 担当する障害区分

28 平成31年2月1日 小宮　敦 川崎市立井田病院
川崎市中原区井田２－
２７－１

泌尿器科　
ぼうこう又は直腸機

能障害

29 平成31年2月1日 増田　勇毅
医）明徳会　総合新川
橋病院

川崎市川崎区新川通１
－１５

外科　
ぼうこう又は直腸機
能障害及び小腸機

能障害

30 平成31年2月1日 野田　顕義
聖マリアンナ医科大学
東横病院

川崎市中原区小杉町３
－４３５

消化器・
一般外科

ぼうこう又は直腸機
能障害及び小腸機

能障害

31 平成31年2月1日 國島　広之 川崎市立多摩病院
川崎市多摩区宿河原１
－３０－３７

総合診療内科
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害

32 平成31年2月1日 富田　直人
聖マリアンナ医科大学
病院

川崎市宮前区菅生２－
１６－１

血液内科
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害

33 平成31年2月1日 野本　朋宏
川崎医療生活協同組
合　川崎協同病院

川崎市川崎区桜本２－
１－５

内科 肝臓機能障害

34 平成31年2月1日 谷合　信彦
日本医科大学武蔵小
杉病院

川崎市中原区小杉町１
－３９６

消化器
外科

肝臓機能障害

川崎市告示第46号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師として、次のとおり指定内容を変更

します。

　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市長　福田　紀彦

１　県内市外からの転入

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 新所属名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 平成30年4月1日 廣瀬　正二 呼吸器機能障害 内科　
医社）亮正会　総合高津
中央病院（高津区溝口１
－１６－７）

東戸塚記念病院（横浜市
戸塚区品濃町５４８－７）

2 平成30年2月3日 御影　秀徳 肢体不自由 内科　
よつば診療所（多摩区南
生田５－２４－９生田テラ
スハウス）

医社）伍光会　川崎北部在宅
診療所　（横浜市青葉区美しが
丘西３－６４－１３アスティオン
美しが丘１階Ａ号）

3 平成30年4月1日 中島　洋介
ぼうこう又は直腸機
能障害

泌尿器科　
川崎市立井田病院（中原
区井田２－２７－１）

恩賜財団済生会　横浜
東部病院（横浜市鶴見区
下末吉３－６－１）

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 新所属名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 平成30年9月1日 菊池　有史
ぼうこう又は直腸機

能障害
内科・循環器

内科

武蔵小杉ハートクリニック
(中原区新丸子東３－９４
６－３)

日本医科大学武蔵小杉
病院（中原区小杉町１－
３９６）

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 兼務先（所在地） 本務の医療機関（所在地）

1 平成30年10月1日 赤澤　吉弘

聴覚・平衡機能障
害及び音声・言語

又はそしゃく機能障
害

耳鼻咽喉科
医社）総生会　麻生総合
病院(麻生区上麻生６－
２５－１)

聖マリアンナ医科大学病
院(宮前区菅生２－１６－
１)

2 平成30年11月1日 國島　広之
ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能

障害
総合診療内科

聖マリアンナ医科大学病
院(宮前区菅生２－１６－
１)

川崎市立多摩病院(多摩
区宿河原１－３０－３７)

3 平成30年10月1日 大石　大輔 じん臓機能障害 内科　

医社）家族の森 多摩ファ
ミリークリニック(多摩区登
戸新町３３７エニービル１
階)

川崎市立多摩病院(多摩
区宿河原１－３０－３７)

4 平成30年7月1日 松井　秀和 肢体不自由 外科　
川崎医療生活協同組合
川崎協同病院（川崎区桜
本２－１－５）

田村外科医院（幸区戸手
１－９－１３）

5 平成30年4月1日 大沼　弘幸 肢体不自由 整形外科　
川崎市立多摩病院(多摩
区宿河原１－３０－３７)

聖マリアンナ医科大学病
院(宮前区菅生２－１６－
１)

川崎市告示第４６号

　平成３１年１月３０日

２　川崎市内の異動

３　指定医師の兼務

　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として、次のとおり
指定内容を変更します。
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川崎市長　福田　紀彦

１　県内市外からの転入

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 新所属名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 平成30年4月1日 廣瀬　正二 呼吸器機能障害 内科　
医社）亮正会　総合高津
中央病院（高津区溝口１
－１６－７）

東戸塚記念病院（横浜市
戸塚区品濃町５４８－７）

2 平成30年2月3日 御影　秀徳 肢体不自由 内科　
よつば診療所（多摩区南
生田５－２４－９生田テラ
スハウス）

医社）伍光会　川崎北部在宅
診療所　（横浜市青葉区美しが
丘西３－６４－１３アスティオン
美しが丘１階Ａ号）

3 平成30年4月1日 中島　洋介
ぼうこう又は直腸機
能障害

泌尿器科　
川崎市立井田病院（中原
区井田２－２７－１）

恩賜財団済生会　横浜
東部病院（横浜市鶴見区
下末吉３－６－１）

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 新所属名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 平成30年9月1日 菊池　有史
ぼうこう又は直腸機

能障害
内科・循環器

内科

武蔵小杉ハートクリニック
(中原区新丸子東３－９４
６－３)

日本医科大学武蔵小杉
病院（中原区小杉町１－
３９６）

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 兼務先（所在地） 本務の医療機関（所在地）

1 平成30年10月1日 赤澤　吉弘

聴覚・平衡機能障
害及び音声・言語

又はそしゃく機能障
害

耳鼻咽喉科
医社）総生会　麻生総合
病院(麻生区上麻生６－
２５－１)

聖マリアンナ医科大学病
院(宮前区菅生２－１６－
１)

2 平成30年11月1日 國島　広之
ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能

障害
総合診療内科

聖マリアンナ医科大学病
院(宮前区菅生２－１６－
１)

川崎市立多摩病院(多摩
区宿河原１－３０－３７)

3 平成30年10月1日 大石　大輔 じん臓機能障害 内科　

医社）家族の森 多摩ファ
ミリークリニック(多摩区登
戸新町３３７エニービル１
階)

川崎市立多摩病院(多摩
区宿河原１－３０－３７)

4 平成30年7月1日 松井　秀和 肢体不自由 外科　
川崎医療生活協同組合
川崎協同病院（川崎区桜
本２－１－５）

田村外科医院（幸区戸手
１－９－１３）

5 平成30年4月1日 大沼　弘幸 肢体不自由 整形外科　
川崎市立多摩病院(多摩
区宿河原１－３０－３７)

聖マリアンナ医科大学病
院(宮前区菅生２－１６－
１)

川崎市告示第４６号

　平成３１年１月３０日

２　川崎市内の異動

３　指定医師の兼務

　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として、次のとおり
指定内容を変更します。

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 兼務先（所在地） 本務の医療機関（所在地）

6 平成31年2月1日 北岡　由佳 視覚障害 眼科　
宿河原・津田眼科クリニッ
ク  (多摩区宿河原３－１２
－７　大津医療ビル)

津田眼科クリニック（宮前
区小台２－６－８）

7 平成31年2月1日 中村　亜季子 視覚障害 眼科　
津田眼科クリニック(宮前
区小台２－６－８)

宿河原・津田眼科クリニッ
ク  (多摩区宿河原３－１２
－７　大津医療ビル)

8 平成30年4月1日 岸　龍一
ぼうこう又は直腸機
能障害及び小腸機

能障害

消化器・一般
外科

聖マリアンナ医科大学病
院(宮前区菅生２－１６－
１)

聖マリアンナ医科大学横
浜市西部病院（横浜市旭
区矢指１１９７－１）

№ 変更年月日 氏名 担当する障害区分 変更内容 変更後 変更前

1 平成30年6月1日 髙橋　秀奈
ぼうこう又は直腸機

能障害
氏名変更 髙橋　秀奈 小田　秀奈

2 平成29年5月21日 青山　梓 呼吸器機能障害 氏名変更 青山　梓 奥出　梓

3 平成30年10月25日 亀井　奈津子
ぼうこう又は直腸機
能障害及び小腸機

能障害
氏名変更 亀井　奈津子 佐々木　奈津子

４　その他
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川崎市告示第47号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師としての指定を次のとおり取消しま

す。

　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

№ 取消年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 元の医療機関名

1 平成29年3月31日 大久保　秀紀
ぼうこう又は直腸機能

障害
泌尿器科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

2 平成26年3月31日 坂元　健一
音声・言語又はそしゃ
く機能障害及び肢体

不自由
脳神経外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

3 平成27年3月31日 齋藤　昌美
音声・言語又はそしゃ
く機能障害及び肢体

不自由
形成外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

4 平成28年3月31日 阿部　圭市
音声・言語又はそしゃ
く機能障害及び肢体

不自由
脳神経外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

5 平成26年6月15日 河本　竹正
音声・言語又はそしゃ
く機能障害及び肢体

不自由
脳神経外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

6 平成28年3月31日 服部　夏樹
音声・言語又はそしゃ
く機能障害及び肢体

不自由

脊椎脊髄抹消
神経外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

7 平成30年7月31日 田中　好太郎
聴覚・平衡機能障害
及び音声・言語又はそ

しゃく機能障害
耳鼻咽喉科　

帝京大学医学部附属溝口病院
（高津区二子５－１－１）

8 平成30年4月1日 波多野　孝
聴覚・平衡機能障害
及び音声・言語又はそ

しゃく機能障害
耳鼻咽喉科　

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（川崎区桜本２－１－５）

9 平成30年4月1日 西村　剛志
聴覚・平衡機能障害
及び音声・言語又はそ

しゃく機能障害
耳鼻科

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（川崎区桜本２－１－５）

10 平成30年4月1日 百束　紘
聴覚・平衡機能障害
及び音声・言語又はそ

しゃく機能障害
耳鼻科

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（川崎区桜本２－１－５）

11 平成29年1月31日 石岡　薫
聴覚・平衡機能障害
及び音声・言語又はそ

しゃく機能障害
耳鼻咽喉科　

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

12 平成30年4月1日 安西　光洋 肝臓機能障害 内科　
川崎医療生活協同組合　川崎協同病院

（川崎区桜本２－１－５）

平成３１年１月３０日

        川崎市長　福田　紀彦

川崎市告示第４７号

　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師としての指定を次の
とおり取消します。
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№ 取消年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 元の医療機関名

13 平成29年4月30日 山田　典子 呼吸器機能障害 呼吸器外科
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

14 平成30年3月31日 横山　健 じん臓機能障害 腎臓内科
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

15 平成31年4月1日 大石　大輔 じん臓機能障害 内科　
医社）家族の森多摩ファミリークリニック
（多摩区登戸新町３３７　エニービル１Ｆ）

16 平成28年10月31日 山本　信行 心臓機能障害 心臓血管外科
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

17 平成25年8月31日 伊藤　久人 心臓機能障害 心臓血管外科
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

18 平成27年3月31日 氏家　敏巳 心臓機能障害 心臓血管外科
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

19 平成30年7月31日 遠藤　仁 心臓機能障害 心臓血管外科
聖マリアンナ医科大学病院
(宮前区菅生２－１６－１)

20 平成27年3月31日 田中　規幹 肢体不自由 外科
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

21 平成29年8月31日 富田　禎之 肢体不自由
脊椎脊髄抹消
神経外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

22 平成29年12月31日 今村　友典 肢体不自由 救急部
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

23 平成30年7月2日 成宮　徳朗 肢体不自由 整形外科　
医）誠医会　宮川病院

（川崎区大師駅前２－１３－１３）

24 平成30年11月29日 野末　洋 肢体不自由 整形外科　
医）啓和会　野末整形外科歯科内科

（川崎区小田５－１－３）

25 平成27年9月30日 松岡　剛 肢体不自由 脳神経外科
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）

26 平成30年8月1日 宗正　泰正 視覚障害 眼科　
聖マリアンナ医科大学病院
(宮前区菅生２－１６－１)

27 平成28年3月31日 木村　圭介 視覚障害 眼科　
医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院

（麻生区古沢字都古２５５）
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

№ 取消年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 元の医療機関名

28 平成30年3月31日 鈴木　久晴 視覚障害 眼科　
日本医科大学武蔵小杉病院
（中原区小杉町１－３９６）

29 平成28年12月31日 松本　倫
ぼうこう又は直腸機能
障害及び小腸機能障

害
外科　

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

30 平成30年9月30日 榎本　浩也
ぼうこう又は直腸機能
障害及び小腸機能障

害
消化器外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

31 平成29年12月31日 柴　浩明
ぼうこう又は直腸機能
障害及び小腸機能障

害
消化器外科

医社）三成会　新百合ヶ丘総合病院
（麻生区古沢字都古２５５）

32 平成30年7月31日 古川　浩 心臓機能障害 心臓血管外科
聖マリアンナ医科大学病院
(宮前区菅生２－１６－１)

33 平成28年4月18日 篠田　圭介 肢体不自由 整形外科　
医）啓和会　野末整形外科歯科内科

（川崎区小田５－１－３）

34 平成31年1月1日 井上　哲兵 呼吸器機能障害 呼吸器内科
聖マリアンナ医科大学病院
(宮前区菅生２－１６－１)

川崎市告示第48号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　長 ３件　　

　　イ 　教育委員会 ４件　　

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　長 ６件　　

　　イ 　上下水道事業管理者 １件　　

　　ウ 　消　防　長 ３件　　

　　オ 　教育委員会 １件　　

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第49号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　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します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月30日から平成31年２月14日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
子 母 口

第56号線

川崎市高津区子母口37

番７先
7.50 22.17

川崎市高津区子母口37

番７先

新
子 母 口

第56号線

川崎市高津区子母口37

番３先
5.50

～

7.33

22.17
川崎市高津区子母口37

番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第50号

　　　道路供用開始に関する告示

　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、次の道路の供用を平成31年１月30日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月30日から平成31年２月14日まで一般の

縦覧に供します。
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　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　県道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

横 浜 生 田
川崎市宮前区菅生２丁目1981番23先

川崎市多摩区枡形７丁目9166番７先

　　　───────────────────

川崎市告示第51号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第52号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第53号

　　　指定障害児相談支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の28第１

項の規定により、指定障害児相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第24条の37第１項の規定に基づき別

表のとおり告示します。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第54号

　　　指定障害福祉サービスの事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定

により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ

りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり

告示します。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン

在宅介護センター川崎

川崎市幸区塚越２丁目218

メゾン・ド・塚越１階

居宅介護

重度訪問介護
平成30年12月31日 1415100021

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ＡＴ
指定相談支援

アットコレット新城
川崎市高津区新作６－８－33－３Ｆ 障害児相談支援 平成31年１月１日 1475300313

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ブルービー
放課後等デイサービス

ウィズ・ユー溝の口

川崎市高津区久本３－９－６

リンクスビル２階

放課後等

デイサービス
平成31年１月１日 1455300325

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

一般社団法人あおぞら 生活介護タイム３ 川崎市宮前区野川3610－１ 生活介護 平成31年１月１日 1415500790

株式会社ＬＯＧＺ
就労移行支援事業所ルーツ

川崎

川崎市川崎区東田町11－26

三起ビル東田６Ｆ
就労移行支援 平成31年１月１日 1415001278

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



（第1,764号）平成31年(2019年)２月12日 川 崎 市 公 報

－376－

川崎市告示第55号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第56号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、多摩川緑地パークボール場の指定

管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市都市公園

条例（昭和32年川崎市条例第６号）第18条の２第３項の

規定により告示します。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる

施設の名称及び

所在地

多摩川緑地パークボール場

川崎市高津区宇奈根、久地地内

指定管理者

（所 在 地）東京都稲城市矢野口4015番地１

（名　　称）多摩川緑地パークボール場

（代表者名）代表取締役社長　小飯塚　稔

指定期間
平成31年４月１日から

平成36年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第57号

　平成28年川崎市告示第97号において告示した中原区宮

内４丁目の一般国道409号予定地（自動車駐車場）につ

いて、次のとおり入札占用計画を変更したので、道路法

（昭和27年法律第180号）第39条の５第２項の規定に基

づき、公示する。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　入札占用計画の認定日

　　平成31年１月31日

２ 　認定の有効期間

　　平成29年４月１日から平成31年３月31日

３ 　道路の占用の場所

　　川崎市中原区宮内４丁目693番１他

４ 　認定計画提出者

　　三井不動産リアルティ株式会社

　　　───────────────────

川崎市告示第58号

　平成28年川崎市告示第98号において告示した多摩区布

田の小杉菅線予定地（自動車駐車場）について、次のと

おり入札占用計画を変更したので、道路法（昭和27年法

律第180号）第39条の５第２項の規定に基づき、公示する。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　入札占用計画の認定日

　　平成31年１月31日

２ 　認定の有効期間

　　平成29年４月１日から平成31年３月31日

３ 　道路の占用の場所

　　川崎市多摩区布田1039番１他

４ 　認定計画提出者

　　アマノマネジメントサービス株式会社

　　　───────────────────

川崎市告示第59号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　川崎区鈴木町2964番１の一部

　　（別図のとおり）

２ 　 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害

物質の名称

　　六価クロム化合物、砒素及びその化合物、

　　ふっ素及びその化合物

３ 　 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害

物質の名称

　　鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

株式会社フルライフ
フルライフスマートケア

川崎北部
川崎市多摩区中野島６－６－８ 児童発達支援 平成30年12月31日 1455400117

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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公 告

川崎市公告第30号

　　　（仮称）港町プロジェクトに係る事後調査報告書

（供用時その１）について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条で定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成31年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：東京都港区高輪２丁目20番20号

　　名　称：京浜急行電鉄株式会社

　　代表者：取締役社長　原田　一之

　　所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号

　　名　称：大和ハウス工業株式会社　東京本店

　　代表者：支配人　出倉　和人

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）港町プロジェクト

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第３種行為）

　　　高層建築物の新設（第２種行為）

　　　住宅団地の新設（第１種行為）

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）

３ 　事後調査報告書の要旨

　１ 　指定開発行為の概要

　　⑴ 　指定開発行為者

　　⑵ 　指定開発行為の名称及び種類

　　⑶ 　指定開発行為を実施する区域

　　⑷ 　指定開発行為の目的及び内容

　　⑸ 　指定開発行為の実施状況

　　⑹ 　環境保全のための措置の実施状況

　２ 　条例評価書に掲げる事後調査計画の概要

　　⑴ 　事後調査項目

　　⑵ 　調査実施者（業務受託者）

３ 　事後調査結果

　　資料編

４ 　事後調査報告書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　　平成31年１月16日（水）から

　　　平成31年２月14日（木）まで

　　　土曜日、日曜日及び祝日は除く。

　⑵ 　場所

　　　川崎区役所及び環境局環境評価室

　　　（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第31号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区王禅寺西五丁目2294番１

 の一部　ほか２筆の一部　　

 1,144平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都新宿区新宿一丁目10番３号

　　京商プロパティー株式会社

　　代表取締役　松島　嘉広

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：31戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年12月11日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第118号

　　平成30年11月15日

　　川崎市指令　ま建審（イ）第115号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第32号

　都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定

に基づき、次の公園の供用を開始します。

　　平成31年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の名称 所在地 区　域
面積

（㎡）
主な公園施設

こすぎ公園
中原区小杉町

２丁目295番３
別　図 3,105 遊戯施設ほか

※　公告日をもって供用開始日とします。

（別図省略）

　　　───────────────────



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－379－

川崎市公告第33号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区有馬八丁目21番２

 ほか２筆（第１工区）

 1,566平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区丸の内二丁目２番３号

　　株式会社　フージャースアベニュー

　　代表取締役　森　俊哉

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：28戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年７月９日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第53号

　　平成30年11月８日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第112号（変更）

　　平成30年12月４日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第127号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第34号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市中原区宮内一丁目164番１

 の一部　ほか６筆の一部　　

 1,425平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

　　株式会社　オープンハウス・ディベロップメント

 代表取締役　福岡良介

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：16戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年７月24日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第61号

　　　───────────────────

川崎市公告第35号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月18日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新三沢橋他２橋長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市多摩区菅２丁目５番地先他２箇所

履行期限 平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート」で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月19日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第36号

公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公告

します。

　　平成31年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公募する事項

件名 平成31年度外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣業務委託

所管課

（問合せ先）

教育委員会　総合教育センター　総務室

〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

電　話　044－844－3600

ＦＡＸ　044－844－3604

E-mail：88csomu@city.kawasaki.jp

業務内容

・派遣労働者の行う業務内容

⑴ 　業務履行場所における学習指導要領及び英語教授法に基づいた外国語（英語）

科、外国語活動、国際理解教育における英語指導。

⑵ 　児童・生徒との特別活動及び課外活動等における交流。英語指導。

⑶ 　児童・生徒への個別英語指導。

⑷ 　教員とのティームティーチング実施と指導内容や方法の打合せ。

⑸ 　教材・資料・指導案等の作成。

⑹ 　英語教育に関する研究会や研修会等の会合への参加と英語指導。

⑺ 　教員の英語力向上の支援。

⑻ 　教員に対する英語教授法や指導方法に関する支援。

⑼ 　各種試験における問題作成への支援と評価の補助。

⑽ 　英語弁論大会や学習発表会における審査と英語指導。

⑾ 　学校内外での行事への参加及び運営支援

⑿ 　学校に関わる文書・行事等における翻訳や通訳の支援

⒀ 　その他、⑴～⑿に付随または関連する事業で教育委員会が必要性を認め、発注

者と受注者が合意し、別途書面で定めた業務。

・労働者派遣事業者の行う業務

⑴ 　派遣法により、義務付けられている諸手続きを誠実に行うこと。

⑵ 　労働関係法上のすべての責任を果たすとともに、適切な教育指導、指揮監督を

行うこと。

⑶ 　業務履行に必要な研修を適宜する等、確実な業務の履行を図ること。

⑷ 　発注者が業務の履行に問題があると判断した場合、受注者は速やかに改善を図

るものとする。

⑸ 　業務履行月の翌月に速やかに業務完了報告書を発注者に提出すること。内容は

講師ごとの業務履行場所、日時、担当教諭の検収印を含むものとする。

⑹ 　業務の履行に関する一切の費用は、受注者の負担とする。

参加資格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31年１月24日（木）までに、平成31・32年度川崎市競争入札参加有資格者

　 　（委託：業種「その他業務」、種目「その他」）として登録されている者。（も

しくは、申請中であり、２月12日のプレゼンテーション及びヒアリング時までに

登録が完了する者。）

　　地域要件は無とします。

⑷ 　直近３年間において、自治体・民間（小・中・高等学校）へのＡＬＴ業務委

託・ＡＬＴ派遣業務委託の契約実績があること。

参加申込方法

　所管課において配付している参加意向申出書及び上記参加資格⑷の要件を満たす

ことを証明する書類（契約書の写し等、校種ごとにわかるようにしてください。）

を持参してください。参加意向申出書については、川崎市教育委員会ホームページ

からもダウンロードすることができます。

http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000103112.html

参加意向申出書

提出期間

平成31年１月18日（金）から平成31年１月24日（木）まで
受付時間は、上記期間内の午前８時30分から正午まで及び、午後１時から午後５
時までとします（ただし、閉庁日は除きます）。
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川崎市公告第37号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区下作延五丁目1603番１

 の一部　ほか９筆の一部　　

 2,688平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都杉並区西荻北二丁目１番11号

　　株式会社　三栄建築設計

　　代表取締役　小池　信三

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：13戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年８月10日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第58号

　　平成29年12月22日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第125号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第38号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成31年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

横浜市旭区二俣川二丁目21番地１

津久見建設株式会社

 代表取締役　鷲原　浩

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区犬蔵三丁目1473番２の一部、

1478番１の一部、1479番３の一部

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

12.21メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第217号

指　定

年月日

平成31年

１月18日

　　　───────────────────

川崎市公告第39号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 五反田川河床補修工事

履行場所 川崎市多摩区枡形４丁目７番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　業種「土木」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月４日13時30分　（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内主要地方道川崎府中（多摩警察署前他１箇所）交差点改良（その２）工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1644－１番地先他１箇所

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月４日13時30分　（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年６月30日限り）を行う予定です。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第40号

　次の物件は、港湾施設の使用及び管理の妨げとなって

いるので、当該物件の所有者又は使用者は、平成31年２

月５日までに当該物件を撤去するように、川崎市港湾施

設条例（昭和22年条例第33号）第９条に基づき命じます。

その日までに撤去されない場合は、市長又はその命じた

者若しくは委任した者が撤去します。

　　平成31年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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種類 登録番号 場所

普通自動車

ニッサン　エクストレイル

黒

横浜303せ1651

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島６番20

軽自動車

ホンダ　ライフ

白

成田580く5557

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島６番20

軽自動車

ミツビシ　ｅｋワゴン

白

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島73番１

普通自動車

トヨタ　エスティマ

黒

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

トヨタ　カローラ

シルバー

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

マツダ　デミオ

シルバー

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

マツダ　ボンゴ

シルバー

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ホンダ　ライフ

白

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ムーヴ

薄桃

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　ワゴンＲ

シルバー

車台番号　不明

登録番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

　　　───────────────────

川崎市公告第41号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成31年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件名

　　　地域コミュニティ形成等支援業務委託

　⑵ 　業務概要

　　 　本委託は、川崎市総合計画、行財政改革プログラ

ム、区役所改革の基本方針、協働・連携の基本方針、

地域包括ケアシステム推進ビジョン、及び（仮称）

これからのコミュニティ施策の基本的考え方等を踏

まえ、現在の少子高齢社会や将来の人口減少社会を

見据えた地域のつながりやコミュニティづくりに向

け、地域のことをよく知り、地域をコーディネート

する能力や協働のマインドを持つ職員の育成を図る

ことを目的として、区役所職員等を対象に研修を行

うものである。

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成32年３月13日（金）まで

　⑷ 　務規模

　　　3,636,000円

　　　（消費税額及び地方消費税額を含まない）

２ 　プロポーザル参加資格

　 　このプロポーザルに参加を希望するものは、次の条

件を全て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業者委託有資格名簿の業

種・種目「99その他業務」に登載されていること。

　⑷ 　川崎市または他自治体で、地域コミュニティの形

成支援に関する業務の実績を過去３年間に１件以上

有すること。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

３ 　提案内容の評価基準

　　評価項目

評価項目 配点

１．企画力 40

⑴ 　 区役所改革の基本方針など本市の基本的な考え方

を踏まえた企画提案である
10

⑵ 　 コミュニティ形成の支援が可能な職員を育成でき

る研修内容となっている
10

⑶ 　 参加する職員が、当事者意識を持って積極的に参

加できる内容となっている
10

⑷ 　提案内容に独自の工夫がある 10

２．専門的知識・技術 20

⑴ 　 わかりやすいプレゼンテーションであり、高い説

明能力が認められる
10

⑵ 　 ワークショップの実績が豊富であり研修の効果が

期待できる能力が認められる
５

⑶ 　 本事業の様子を広く周知し、参加者以外の興味を

惹く能力が認められる
５

３．業務への積極性 15

⑴ 　仕様書に記述されている水準をクリアしている ５

⑵ 　 仕様書に記述されている水準以上の提案（上積み）

がある
５

⑶ 　 企画提案の内容が、意欲的・積極的であり、実現

可能性が高いと考えられる
５

４．事業実施体制 10

⑴ 　事業実施に必要なスタッフ体制が確保されている ５

⑵ 　事業実施スケジュールや計画に無理が無い。 ５

５．費用対効果・実績評価 15
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⑴ 　 企画提案に見合った適正な見積金額であると認め

られる。
５

⑵ 　 契約後、契約変更や追加業務の発生が懸念される

提案にはなっていない。
５

⑶ 　他の自治体や会社等での実績が十分と判断できる。 ５

※ 合計点が同点の場合は「企画力」の得点で、「企画力」

も同点の場合は見積金額の少ない者を選定します。

※ 全委員の評価点を平均した点数が60点に達しない事業

者は、受託者として特定しないこととします。

※ 各評価項目について、企画提案書にその考え方が一定

程度盛り込まれているものについて、

「普通」を標準とします。

４ 　担当部署

部署・担当者名
市民文化局コミュニティ推進部

区政推進課　松井・新保

所在地
〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町

11－２　川崎フロンティアビル７階

電話番号 044－200－2855

電子メール 25kusei@city.kawasaki.jp

受付時間
午前８時30分～午後５時15分

（閉庁日及び正午～午後１時を除く）

５ 　参加意向申出書の提出

　 　平成31年２月１日（金）までに、２⑷の参加資格を

満たしていることが分かる書類（企業名が入った制作

物等）と一緒に担当部署に郵送又は持参してください。

　　※ 郵送の場合は、書留郵便等の配達した記録が残る

もので必着

６ 　提案資格確認結果通知書の交付

　 　資格の有無を確認後、平成31年２月４日（月）に電

子メールで「提案資格確認結果通知書」

　　を送付します。

　　※ 「提案資格なし」との通知を受け取った場合、通

知を受け取った日から７日以内に書面によりその

理由の説明を求めることができます

７ 　仕様書に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月24日（木）～平成31年１月31日（木）

　⑵ 　質問受付方法

　　 　電子メールにより受け付けます。

　　　電子メールアドレス　25kusei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　回答方法

　　 　平成31年２月４日（月）までにすべての提案者に

対して電子メールで送付します。

８ 　企画提案書の提出

必要書類

① 企画提案書：当該業務の企画提案内容

を記載

② 見積書：積算根拠がわかるよう内訳を

記載

※いずれも様式自由

提出部数 各10部

提出方法

郵送又は持参

※ 郵送の場合は書留郵便等の配達した記

録が残るもの

提出期限
平成31年２月18日（月）

※当日必着

９ 　企画提案審査会

日　　時

平成31年２月25日（月）午前

※参集時間は提案事業者ごとに異なりま

すので、別途、個別に通知します

参集場所

担当部署

※ 参集場所から会場等へは担当者がご案

内します

会　　場 川崎市市民文化局会議室

内　　容
説明30分（質疑応答10分を含む）

※プロジェクター等はありません

10　その他

　⑴ 　使用する言語は日本語、通貨は日本円とします

　⑵ 　契約書作成は必要とします

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は「４　担当

部署」と同じです

　⑷ 　提出書類は返却しません

　⑸ 　関係書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の

負担とします

　⑹ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第42号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成31年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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築 造 主

住所・氏名

川崎市高津区梶ヶ谷２丁目８番地23

コーケン住宅販売株式会社

代表取締役　井出　敏子

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区初山１丁目377番３の一部、

378番の一部、382番１の一部

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

41.17メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第218号

指　定

年月日

平成31年

１月23日

　　　───────────────────

川崎市公告第43号

　次の表の左欄に記載する者に対する志津川都市計画事

業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業施行者南

三陸町が発した土地区画整理法（昭和29年法律第119号）

第103条第１項の規定による換地処分通知は、送付すべ

き場所を確知することができないため、同法第133条第

１項及び同条第２項において準用する同法第77条第５項

の規定により、書類の送付に代えて、その内容が次の掲

示場所に掲示されている。

　　平成31年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所

書類の送付を受けるべき者
判明している最後の住所

氏　名

（ ）

２ 　通知の内容が掲示されている場所

　　宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地

　　（南三陸町役場庁舎）所在の掲示場

３ 　通知の内容の掲示期間

　　平成31年１月24日から平成31年２月３日まで

　　　───────────────────

川崎市公告第44号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　赤外線サーモグラフィ賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　 （川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター３階）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２ヶ年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　都市環境課　米屋（技術仕様関係）

　　　事業推進課　仙石（契約事務関係）

　　　電　話　044－276－9001

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　　平成31年１月25日（金）から

　　　　平成31年１月31日（木）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　　午前９時から正午まで及び午後１時から

　　　　午後５時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２　⑷ 　内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
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４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに平

成31年２月８日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　平成31年２月８日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月８日（金）から

　　　平成31年２月14日（木）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月18日

（月）に、参加全者あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月27日（水）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　当該落札決定の効果は平成31年第１回川崎市議会

定例会における、本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第45号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年１月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　測定データ確認集計業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所ほか
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　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月27日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２か年以内に、本市又は他官公庁において、

大気汚染防止法第22条に基づく環境大気常時監視に

係る自動測定機測定結果記録紙の確認業務、又は、

測定機保守業務の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　田邊（技術仕様関係）

　　　事業推進課　仙石（契約事務関係）

　　　電　話　044－276－9001

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　　平成31年１月25日（金）から

　　　　平成31年１月31日（木）まで（土、日曜日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　　午前９時から正午まで及び午後１時から

　　　　午後５時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場

所で配布します。

　　 　（「 入 札 情 報 か わ さ き 」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに平

成31年２月８日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月８日（金）

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成31年２月８日（金）から

　　　平成31年２月14日（木）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月18日

（月）に、参加全者あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月８日（金）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ
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　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該落札決定の効果は平成31年第１回川崎市議会

定例会における、本調達に係る予算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第46号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 王禅寺処理センター空気圧縮機点検整

備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　契約日から平成31年３月20日まで

　⑷ 　業務概要 　王禅寺処理センターに設置されている

空気圧縮機の機能を正常に維持するため

に必要な点検整備業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種業務の契約実績を有すること。ただし、民間実

績については、同等の契約実績を有すること。

　⑸ 　業務に必要な三井精機工業株式会社認定コンプレ

ッサー技師を配置できること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷、⑸の書類を提出してくだ

さい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒215－0013

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター

　　　技術係　村瀬、藤井、斎藤

　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314

　　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）９時から17時まで（12時から13時及び日曜日

の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　　上記２　⑷ 　の契約内容を確認できる契約書等の

写し及び２⑸の資格証の写し。

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を平成31年２月12日（火）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　平成31年２月12日（火）

　　　　　　　　９時から17時まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月15日
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（金）９時から17時まで

　　　（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－1314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月20日（水）に全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　平成31年２月21日（木）

　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参

　　　　　　　　　　　　（持参以外は無効とする。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を

落札者とします。

　⑺ 　再入札の実施　　　 落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札

に立ち会わない者は、再入札

に参加の意思がないものとみ

なします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　　 （ h t t p : / / w w w . c i t y .

kawasaki.jp/233300/index.

html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加　者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第47号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道長沢72号線道路詳細修正設計委託

履行場所 川崎市多摩区長沢３丁目15番地先

履行期限 平成31年３月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内主要地方道幸多摩線（昇降デッキ）詳細設計委託

履行場所 川崎市中原区宮内１丁目地内

履行期限 平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　管理技術者として、建設部門技術士（道路部門）又はＲＣＣＭ（道路部門）の資格を有する者

を配置すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日14時30分　　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第48号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　特定保健指導利用券等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行期間

　　　委託契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　 　履行場所は、原則として川崎市健康福祉局保健所

健康増進課とします。

　　　その他、必要に応じ別途協議して定めます。

　⑷ 　事業内容

　　 　川崎市国民健康保険加入者に対して実施する特定

保健指導の利用券等を作成し、窓あき封筒に封入封

緘を行います。

　　※詳細は「業務委託仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でないこと

　⑶ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑷ 　過去５年間で、本市又は同規模程度の公官庁にお

いて、類似の業務に関する契約実績があり、問題な

く履行したこと

　⑸ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること

　　ア 　ＭＳ明朝（JIS90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）
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で配布することが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所健康増進課

　　　担当　梅森

　　　電　話　044－200－3426（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成31年１月25日（金）から

　　　平成31年１月31日（木）まで

　　　 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　　次の書類を各１部作成し提出してください。

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公

表」からダウンロードすることが可能です。ダウ

ンロードできない場合は、上記⑴の場所で上記⑵

の期間に配布します。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記

載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所」

の場所において、「⑵配布・提出期間」の期間で縦

覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布しま

す。

　　 　また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月４日（月）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

７ 　一般競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月18日（月）午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑸ 　入札書の記載金額

　　ア 　入札書の金額は、「業務委託仕様書　別紙　委

託予定件数」に記載の委託内容⑴～　⑹までの単

価の合計額とします。プログラム代等必要な経費

は全て委託内容⑴～⑹の業務の単価に含めて単価

設定してください。

　　イ 　入札に際しては、「川崎市競争入札参加者心得」

第３条第２項の規定にかかわらず、見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
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札は無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

９ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書の作成の要否

　　　要

　　　※　契約は単価契約となります。

　　　※ 　 契約単価金額については、本市の設計単価に

落札比率を乗じて得た金額とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴及び「入札情報かわさき」の「契約関係規

定」で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　各手続において使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第49号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　特定健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行期間

　　　委託契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　 　履行場所は、原則として川崎市健康福祉局保健所

健康増進課とします。

　　　その他、必要に応じ別途協議して定めます。

　⑷ 　事業内容

　　 　川崎市国民健康保険加入者に対して実施する特定

健康診査の受診券、お知らせチラシ及び実施機関名

簿を作成し、窓あき封筒に封入封緘を行います。

　　※詳細は「業務委託仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でないこと

　⑶ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑷ 　過去５年間で、本市又は同規模程度の公官庁にお

いて、類似の業務に関する契約実績（処理件数20万

件以上）があり、問題なく履行したこと

　⑸ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること

　　ア 　ＭＳ明朝（JIS90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※　 上記イからエのフォントを制御するソフトウ

ェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※　 上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所健康増進課

　　　担当　梅森

　　　電　話　044－200－3426（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　　 平成31年１月25日（金）から

　　　平成31年２月５日（火）まで

　　　 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　　次の書類を各１部作成し提出してください。

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」
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（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公

表」からダウンロードすることが可能です。ダウ

ンロードできない場合は、上記⑴の場所で上記⑵

の期間に配布します。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記

載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所」

の場所において、「⑵配布・提出期間」の期間で縦

覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布しま

す。

　　 　また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月７日（木）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

７ 　一般競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月28日（木）午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑸ 　入札書の記載金額

　　ア 　入札書の金額は、「業務委託仕様書　別紙　委

託予定件数」に記載の委託内容⑴～⑹までの単価

の合計額とします。プログラム代等必要な経費は

全て委託内容⑴～⑹の業務の単価に含めて単価設

定してください。

　　イ 　入札に際しては、「川崎市競争入札参加者心得」

第３条第２項の規定にかかわらず、見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

９ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書の作成の要否

　　　要

　　※　契約は単価契約となります。

　　※　 契約単価金額については、本市の設計単価に落

札比率を乗じて得た金額とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴及び「入札情報かわさき」の「契約関係規

定」で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
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ます。

10　その他

　⑴ 　各手続において使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第50号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　後期高齢者健康診査受診券等作成及び封入封緘業務

　⑵ 　履行期間

　　　委託契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　 　履行場所は、原則として健康福祉局保健所健康増

進課（以下「健康増進課」という。）とします。

　　　その他、必要に応じ別途協議して定めます。

　⑷ 　事業内容

　　 　後期高齢者医療制度加入者に対して実施する健康

診査の受診券、お知らせチラシ及び実施機関名簿を

作成し、窓あき封筒に封入封緘を行います。

　　※詳細は「業務委託仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でないこと

　⑶ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑷ 　過去５年間で、本市又は同規模程度の官公庁にお

いて、類似の業務に関する契約実績（処理件数概ね

15万件以上）があり、問題なく履行したこと

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所健康増進課健診担当

　　　電　話：044－200－3426（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで

　　　午前９時から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　　次の書類を各１部作成し提出してください。

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書及び仕様

書等の写し）

　⑸ 　その他

　　 　一般競争入札参加資申込書等は、川崎市ホーム

ページ内「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」

委託の欄の「財政局入札公表」からダウンロードす

ることが可能です。ダウンロードできない場合は、

上記⑴の場所で上記⑵の期間に配布します。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記

載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所」

の場所において、「⑵配布・提出期間」の期間で縦

覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布しま

す。

　　 　また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月４日（月）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

７ 　一般競争入札参加希望者に求められる義務
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　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　平成31年２月22日（火）午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑸ 　入札書の記載金額

　　ア 　入札書の金額は、「業務委託仕様書　別紙　委

託予定件数」に記載の委託内容⑴～⑹までの単価

の合計額とします。プログラム代等必要な経費は

全て委託内容⑴～⑹の業務の単価に含めて単価設

定してください。

　　イ 　入札に際しては、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

９ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書の作成の要否

　　　要

　　※契約は単価契約となります。

　　※ 契約単価金額については、本市の設計単価に落札

比率を乗じて得た金額とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴及び「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　各手続において使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第51号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　平成31年度検便検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内学校、教育委員会事務局他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　概要

　　 　検便検査の実施、検査容器・提出用袋・検査説明

書等の送付、検査結果成績書の作成等の一連の検便

検査業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「医療関連業務」・種目「衛

生検査業務」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に検査場所があること。

３ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先
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　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　 川崎市教育委員会事務局健康給食推進室〔学校給

食〕：坂本担当

　　　電　話：044－200－3299（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　　 　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ

さい。）

　　 　入札説明書、競争参加申込書は、インターネット

からダウンロードすることができます（「入札情報

かわさき」の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」

の中にあります。「入札情報かわさき」のアドレス

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）を参照してください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月４日

（月）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　　競争参加申込書

　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。ダウンロー

ドできない場合は、上記⑴の場所で上記⑵の期間に

配布します。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記３

⑴の場所とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に平成31年２月７日（木）までに送

付します。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月28日（月）から平成31年２月６日

（水）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴まで持参、電子メール又はＦＡ

Ｘで提出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月13日（水）ま

でに、競争参加者全てに電子メール又はＦＡＸで回

答します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申

請をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　日時　平成31年２月21日（木）午後３時

　　イ 　場所　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　　　　　教育文化会館２階第１会議室

　⑵ 　　入札の方法・金額等

　　ア 　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押

印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で

す。また、入札書には、住所、商号又は名称、代

表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に

使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　イ 　入札は、１件あたりの単価（税抜き）を入札金

額として行います。なお、この金額には契約期間

内のサービス提供及びサービス導入に際して必要

となる各種作業等に係る一切の費用を含め見積る

ものとします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
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効な入札をした者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施　

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

９ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約

関係規定において閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問合せ窓口は上記３　⑴ 　に同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第52号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　本会議速記業務等委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　議会局議事調査部議事課

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成34年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　本会議等での速記業務等の委託。詳細は「本会議

速記業務等委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「翻訳、

速記」に登載されていること。

　⑷ 　過去３年間で官公庁において速記業務に関する委

託契約履行完了実績があること。

　⑸ 　「本会議速記業務等委託仕様書」の「３　委託条

件」に全て該当していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書等を提出しなければなりませ

ん。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　担当　榎本、中石

　　　電話　044－200－3368

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月４日

（月）まで土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時までと

します。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　過去３年間の官公庁との契約実績を確認できる

契約書の写し及び委託契約履行完了実績を証

　　　　明する書類

　　ウ 　「本会議速記業務等委託仕様書」の「３委託条

件⑴～⑷」を確認できる書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札公表及び仕様書等の縦覧等

　 　入札公表及び仕様書等は、上記３⑴の場所において

縦覧に供します。入札説明会は開催しませんが、入札

参加資格確認申請書の提出前に、仕様について必ず当
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局議事調査部議事課職員の説明を受けてください。期

間については上記３⑵に同じ。

　 　なお、縦覧書類については、インターネットでダウ

ンロードすることもできます（「入札情報かわさき」

－「入札情報」の“委託”－「入札公表」http://

keiyaku.city.kawasaki.jp）。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　入札参加資格があると認められた者には、平成29・

30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」

の委任先メールアドレスに平成31年２月６日（水）に

一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。ま

た、当該委任先のメールアドレスを登録していない者

には、同日の午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時までに上記３⑴の場所において一般競争

入札参加資格確認通知書等を交付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局議事調査部議事課　担当　原、白石

　　　電話　044－200－3373

　⑵ 　質問受付期間

　　　平成31年２月６日（水）から

　　　平成31年２月12日（火）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　上記５の一般競争入札参加資格確認通知書と一緒

に「質問書」の様式を送付します。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98gizi@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）に参加資格を有する全社

に文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、１回又は１頁あたりの金額（税抜き）で

行うこととし、入札書による紙入札方式とします。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　平成31年２月22日（金）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第53号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　川崎港東扇島他で使用する電力（低圧電力等）の

供給に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　東扇島他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約　907,468キロワット時

２ 　競争入札参加資格に関する事項
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　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般送配電事業者とし

て許可を得ている者、又は同法第２条の２の規定に

基づき小売電気事業者として登録を受けている者で

あること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他物

品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　港湾局川崎港管理センター港湾管理課

　　　電　話　044－287－6027

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月４日

（月）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書の提出を予定して

いる者に、無償で入札説明書を交付します。また、入

札説明書は３⑴の場所において、平成31年１月25日

（金）から平成31年２月４日（月）までの土曜日、日

曜日、休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　郵送又は３⑴と同じ場所にて交付

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月８日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、質問書により受け付

けます。

　⑴ 　受付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　提出方法

　　　持参、ＦＡＸ又はメール

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日

（金）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月15日（金）、

全社に文書をＦＡＸ又はメールにて送付します。ま

た、３⑴の場所において、平成31年２月15日（金）

から同年２月19日（火）までの土曜日、日曜日、休

日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで縦覧に供します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年２月27日（水）　午前10時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　　　川崎市港湾振興会館　業務棟３階会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　平成31年２月26日（火）　必着

　　（イ）入札書の提出先

　　　　　３⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所
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　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第54号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　コンテナターミナル受変電設備等保守点検管理業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　コンテナターミナルの特別高圧受変電設備・非常

用自家発電設備等の機能を正常かつ良好に維持する

ため、日常及び定期的な保守点検及び管理を行う。

　　（業務委託項目）

　　　・　受変電設備保守管理業務

　　　　　 変電設備及び監視制御設備の24時間常駐監

視・運転操作業務

　　　・　受変電設備保守点検業務

　　　　　 高圧受変電設備の定期法令点検及び非常用発

電設備の点検整備

　　　・　電力監視設備保守点検業務

　　　　　電力監視設備の機能点検

　　 　詳細については、「コンテナターミナル受変電設

備等保守点検管理業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者。

　⑷ 　受変電棟２階監視室において、特別高圧受変電設

備を24時間常駐監視・運転操作を行えること。

　⑸ 　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状以上

を有する者を配置できること。

　⑹ 　巡監視員に電気の資格・専門知識を有する者を配

置できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書
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　　イ 　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状以上を有することを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成31年１月25

日（金）から平成31年２月１日（金）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成31年２月６日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、平成31

年２月６日（水）に入札参加資格確認通知書、入

札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し

ます。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月７日（木）午前９時から平成31年２

月12日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　ア 　入札日時

　　　平成31年２月22日（金）午後３時

　イ 　入札場所

　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
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ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第55号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 海底トンネル施設及び換気所等設備保守運転管理

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　海底トンネル通行車両の安全走行確保を図るた

め、千鳥町換気所４階管制室を拠点とし、トンネル

関係各設備の運転操作・保守点検、防災設備及び受

変電設備を良好に維持するため、保守管理を行う。

また、海底トンネル換気所（千鳥町・東扇島）の各

設備機器を正常かつ良好に維持するため保守点検を

行う。

　　　（業務委託項目）

　　　・　 施設保守運転管理（照明・排水・送排風機・

ＣＯ計・受変電設備等の24時間監視業務）

　　　・　 防災設備点検（消火栓ポンプ・泡消火栓・水

噴霧設備等）

　　　・　 受変電設備保守点検（高圧受変電設備・自家

発設備・低圧配電設備等）

　　　・　 換気所等設備保守点検（給水・汚水処理・エ

レベータ各設備等）

　　　　 　 詳細については、「海底トンネル施設及び換

気所等設備保守運転管理業務委託仕様書」に

よります。

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷ 　千鳥町換気所４階監視室において、トンネル設備

を24時間常駐監視・運転操作を行えること。

　⑸ 　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状を有

する者を配置できること。

　⑹ 　巡監視員について、電気・機械の専門的知識を有

する者を配置できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状を有することを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成31年１月25

日（金）から平成31年２月１日（金）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－403－

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成31年２月６日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、平成31

年２月６日（水）に入札参加資格確認通知書、入

札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し

ます。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月７日（木）午前９時から平成31年２

月12日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月22日（金）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────
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川崎市公告第56号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　コンテナターミナル荷役機械設備保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　コンテナターミナル内のガントリークレーン及び

トランスファークレーンの各設備機能を正常かつ良

好に維持するため、保守点検及び管理を行う。

　　　保守点検設備　ガントリークレーン ３基

　　　　　　　　　　トランスファークレーン　６基

　　　　　　　　　　（１号機～６号機）

　　　　　　　　　　関連補機等 １式

　　　休止及び転用設備点検

　　　　　　　　　　トランスファークレーン　２基

　　　　　　　　　　（７号機・８号機）

　　　 詳細については、「コンテナターミナル荷役機械

設備保守点検業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日について、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷ 　平成16年４月１日以降に荷役機械（ガントリーク

レーン及びトランスファークレーン）の補修又は改

修工事の完工実績（元請に限る。）を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　平成16年４月１日以降に荷役機械（ガントリー

クレーン及びトランスファークレーン）の補修又

は改修工事の完工実績（元請に限る。）を有する

ことを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成31年１月25

日（金）から平成31年２月１日（金）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成31年２月６日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時　

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、平成31

年２月６日（水）までに入札参加資格確認通知書

及び入札説明書及び仕様書等を電子メールにより

送付します。
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６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月７日（木）午前９時から平成31年２

月12日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月22日（金）　午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めま

す。詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホー

ムページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条

例、川崎市契約条例規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引き」を御覧ください。

　⑸ 　本調達に直接関連する他の委託契約を本調達の受

注者と随意契約により締結する予定があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第57号

　　　入　札　公　告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 溝口駅前（北口・南口）公衆トイレ清

掃等維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所　溝口駅前広場公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市高津区溝口１－２）

　　　　　　　　溝口駅前南口公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市高津区溝口２－１）

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 溝口駅前広場公衆トイレ及び溝口駅前

南口公衆トイレの清掃、及び施設の維

持管理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
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満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」種目「建築

物環境衛生総合管理」で申請していること。

　⑷ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、地域区分「市内」及び企業規

模「中小企業」で申請していること。

　⑸ 　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本

市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ

ること。

　⑹ 　過去２年間（平成28・29年度）に本市又は他官公

庁において、建物清掃業務の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）までの下記の時間

　　 　午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から

午後５時00分まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認

めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録

していない場合は、次のとおり交付しますので受け取

りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月８日（金）

　　 　午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から

午後５時00分まで

５ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月８日（金）から平成31年２月15日

（金）

　　 　午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から

午後５時00分まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます

　⑵ 　質問の様式

　　 　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提

出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。

　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月28日（木）までに全社へ文書（電子

メールまたはＦＡＸ）にて送付します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成31年３月８日（金）　午前10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の半分

の108分の100に相当する金額と契約希望金額の半分
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の110分の100に相当する金額との合計を入札書に記

載してください。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。）

　⑶ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第58号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成31年度保健福祉センター等の検査事業におけ

る検体検査及び検体搬送業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑷ 　委託概要

　　 　保健福祉センター等で行うＢ型肝炎ウイルス検

査、Ｃ型肝炎ウイルス検査、ＨＩＶ検査及び梅毒検

査の事業における、検査の実施及び検体の搬送を委

託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の「業種「医療関連業務」種目「衛

生検査」」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所感染症対策課

　　　廣井担当

　　　電話　044－200－2439

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで

　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレ

スを登載している場合は、一般競争入札参加確認通知

書を電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月１日（金）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無

償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年１月25日（金）から平成31年１月31日（木）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）縦

覧に供する他、川崎市のホームページ「入札情報か

わさき」の「入札情報」で閲覧することができます。
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５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年２月１日（金）から平成31年２月６日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月13日（水）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月20日（水）　午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　健康福祉局12Ｃ会議室

　　ウ 　入札金額は仕様書に記載された予定数量に単価

を乗じた金額の合計額となります。入札（見積）

書及び入札（見積）書内訳書をそれぞれ作成して

ください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の「契約

関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第59号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成31年度感染症対策事業・食品衛生事業検体等

輸送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内全域及び周辺地域

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市健康福祉局保健所が指定する感染症対策事

業及び食品衛生事業等に係る、信書を含む検体等の

対象事業所間の輸送業務。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。　

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－409－

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと　

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」に登載されていること

　⑷ 　「民間事業者による信書の送達に関する法律」に

基づく「特定信書便事業の許可（役務の種類：長さ、

幅及び厚さの合計が73ｃｍを超え、又は重量が４ｋ

ｇを超える信書便物を送達する役務）」を有するこ

と

　⑸ 　高津区役所（川崎市高津区下作延２－８－１）ま

での直線距離が35ｋｍ以内の場所に本社もしくは事

業所・営業所等を有するもの

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出　

　　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競

争参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　担当　畠山

　　　電話　044－200－2441

　　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成32年２月１日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　 　（川崎市のホームページからもダウンロードでき

ます。（「入札情報かわさき」－「入札情報」の「委

託」－「入札公表・財政局」から当該案件を検索し

てください）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成31年２月５日（火）

までに送付します。メールアドレスの登録がない場合

には、郵送します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合せ期間

　　 　平成31年２月５日（火）から平成31年２月８日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付された「質問書」の様式に必要

事項を記入し、３⑴まで持参するか、ＦＡＸ又は電

子メールで送付してください。

　　 　なお、「質問書」をＦＡＸ又は電子メールで送付

した場合は、送付した旨を３⑴の担当あて連絡して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月15日（金）ま

でに、競争参加者すべてにＦＡＸ又は電子メールに

て回答します。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成31年２月21日（木）午後２時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ウに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
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効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除といたします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第60号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　 平成31年度ウイルス性肝炎重症化予防事業審査・

データエントリー・書類保管業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 川崎市健康福祉局保健所が実施するウイルス性肝

炎重症化予防事業における書類の迅速な審査及び

データ化並びに適正な保管業務

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」種目「デ

ータ入力業務」に登載されていること　

　⑷ 　官公庁において、当該契約の種類と規模をほぼ同

じくする契約実績があること

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出　

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所感染症対策課　担当　木村

　　　電話　044－200－2441

　　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　　 　なお、アは川崎市のホームページからもダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」－「入札

情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報」で閲覧することができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成31年２月５日（火）

までに送付します。メールアドレスの登録がない場合
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には、郵送します。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴まで持参、もしくはＦＡＸ又は電子

メールで送付してください。

　　 　なお、「質問書」をＦＡＸ又は電子メールで送付

した場合は、送付した旨を３⑴の担当宛て連絡して

ください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年２月５日（火）から平成31年２月８日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成31年２月26日（火）午前10時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る　予算の議決を要

します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口３⑴と同じ

　⑷ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第61号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 麻生区役所庁舎総合案内及び庁舎保安・警備等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　麻生区役所（川崎市麻生区万福寺１－５－１）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31（2019）年４月１日（月）～

　　　平成34（2022）年３月31日（木）

　⑷ 　業務内容

　　　別紙委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度の川崎市業務

委託有資格業者名簿の以下の業種・種目すべてに、

地域区分「市内」で登録されていること。

　　ア 　業種16「警備」　種目02「人的警備」

　　イ 　業種16「警備」　種目03「駐車場管理」

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項各号に

よる中小企業者であること。

　⑸ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を実施できること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒215－8570　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　麻生区役所まちづくり推進部総務課

　　　電　話　044－965－5108

　　　ＦＡＸ　044－965－5200

　　　電子メール　73soumu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで（ただし、土曜日及び日曜日を除く）の

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後４

時30分まで

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書（業務仕様書を含む）について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書は、３⑴の場所及

び川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」で閲覧することができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者

に、入札説明書を配布します。また、３⑴の場所に

おいて、平成31年１月25日（金）から平成31年１月

31日（木）まで縦覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により入札参加申込書を提出し、かつ提出された

書類を審査した結果、入札参加資格があると認められ

た者には、平成31年２月４日（月）までに、平成31・

32年度川崎市競争入札資格審査申請書の「委託」の委

任先メールアドレスに、競争入札参加資格確認通知書

を送付します。なお、当該委任先メールアドレスを登

録していない者にはＦＡＸで送付します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　仕様書等の内容に関し、次により質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

　　ア 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の提出期間

　　　 　平成31年１月25日（金）午前８時30分から平成

31年２月６日（水）午後４時30分まで（ただし、

持参により提出する場合は、土曜日、日曜日及び

正午から午後１時までの時間を除く）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　 　電子メール、ＦＡＸ又は持参（質問書の様式は

定めません）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　平成31年２月12日（火）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

５の一般競争入札参加資格確認通知書を送付した

すべての者に対して、すべての質問及び回答を一

覧表にした質問回答書を送付します。

　　　 　質問回答書は、平成31・32年度川崎市競争入札

資格審査申請書の「委託」の委任先メールアドレ

スに送付します。なお、当該委任先メールアドレ

スを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　　　 　回答後の再質問は受け付けません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加をすることがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　入札参加申込書、その他の提出書類について虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札書の提出日時

　　　平成31年２月18日（月）午前10時

　⑶ 　入札書の提出場所

　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　麻生区役所４階第２会議室

　⑷ 　入札金額

　　　入札金額は、契約期間中の総額とします。
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　　 　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100分の８に相当する額（契約期間

中に消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）の税

率改定があった場合は、改定後の消費税率が適用さ

れる部分について、入札書に記載された金額に改定

後の消費税率を乗じた金額。以下「消費税相当額」

という。）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します。

　　 　入札参加者は、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、見積もった契約希望

金額から消費税相当額を控除した金額を入札書に記

載するものとします。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑹ 　開札の日時

　　　８⑵と同じ

　⑺ 　開札の場所

　　　８⑶と同じ

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑼ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　なお、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所又は川崎市のホームページ「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　⑹ 　予算の減額又は削除があった場合

　　 　発注者は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契

約を変更又は解除することができるものとします。

　⑺ 　委託料の支払

　　 　発注者は、各月の業務の完了検査後、受注者の適

法な請求に基づき、「月別委託料支払額」に定める

委託料に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額

を、業務実施月の翌月末までに支払うものとします。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期し、又は取りやめる場合が

あります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第62号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市新本庁舎超高層棟新築衛生設備工事

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地ほか

履行期限 契約の日から平成34年４月15日まで

参 加 資 格
　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」

及び「構成員３」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。
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参 加 資 格

　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を15％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」ランク「Ａ」で登録さ

れている者。

　オ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　カ　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員にな

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定値通知書に

おける「管」の総合評定値が1,100点以上であること。

　エ 　次の（ア）から（オ）のいずれかの条件を満たす、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）

第２条第１項第６号で定める建築物の高さが60メートルを超える建築物の新築又は改築に伴う

衛生設備工事の完工実績を平成15年４月１日以降に有すること。

　（ア ）単独で施工した工事については、元請としての実績であること。

　（イ ）同業種（業種「管」）による共同企業体が施工した工事については、代表者としての実績（元

請に限る。）であること。

　（ウ ）総合建設業者（主として建築一式工事を請け負う建設業者をいう。）が元請として施工した

工事については、一次下請としての実績であること。

　（エ ）建築工事業の許可を有する者のみの共同企業体が元請として施工した工事については、一

次下請としての実績であること。

　（オ ）異業種による共同企業体が施工した工事については、構成員としての実績（元請に限る。）

であること。

⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定値通知書に

おける「管」の総合評定値が1,000点以上であること。

⑷ 　共同企業体の構成員３に必要な条件

　ア 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

⑸ 　共同企業体の代表者、構成員２又は構成員３のいずれか１者以上に必要な条件

　ア 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　イ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項による中小企業者

であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　144－200－2100

入札日時等 平成31年３月13日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、

市議会（平成31年６月ごろ）で議決を得たときに契約を締結します。

⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を

定めます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市新本庁舎超高層棟新築昇降機設備工事

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地ほか

履行期限 契約の日から平成34年４月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の

請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関す

る誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

⑻ 　次のアからオのいずれかの条件を満たす、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第

１項第６号で定める建築物の高さが60メートルを超える建築物の新築又は改築に伴う昇降機設備

工事の完工実績を平成15年４月１日以降に有すること。

　ア 　単独で施工した工事については、元請としての実績であること。

　イ 　同業種（業種「機械器具設置」）による共同企業体が施工した工事については、代表者として

の実績（元請に限る。）であること。

　ウ 　総合建設業者（主として建築一式工事を請け負う建設業者をいう。）が元請として施工した工

事については、一次下請としての実績であること。

　エ 　建築工事業の許可を有する者のみの共同企業体が元請として施工した工事については、一次

下請としての実績であること。

　オ 　異業種による共同企業体が施工した工事については、構成員としての実績（元請に限る。）で

あること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月13日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、

市議会（平成31年６月ごろ）で議決を得たときに契約を締結します。

⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を

定めます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第63号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区梶ヶ谷四丁目13番62

 ほか１筆の一部　　

 1,179平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市西区高島一丁目１番２号

　　三井不動産レジデンシャル株式会社

　　執行役員横浜市店長　小西　英輔

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：８戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年７月31日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第65号

　　平成30年９月18日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第86号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第64号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第４庁舎清掃業務委託ほか（２件の合併入札）

履行場所 川崎市川崎区宮本町３番地３

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－417－

参 加 資 格

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

⑺ 　「第４庁舎清掃業務活用型障害者就労体験ステップアップ事業委託に係る入札評価項目表」（別

表１）に定める合格基準を満たす者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年３月５日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第65号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力陸上競技場大会等清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区等々力１－１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月28日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。



（第1,764号）平成31年(2019年)２月12日 川 崎 市 公 報

－418－

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 教育文化会館清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区富士見２－１－３

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

川崎市公告第66号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区東田町８

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区砂子１－９－３

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第３庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区東田町５－４

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島処理センター清掃業務委託ほか（３件の合併入札）

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１ほか

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 消防局総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区南町20－７

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区役所庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－２

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 看護短期大学清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区小倉４－30－１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中部リハビリテーションセンター清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区井田３丁目16番１号

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目245番地

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。
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（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力陸上競技場日常清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区等々力１－１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原市民館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３－1100－12

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３－1301

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 総合教育センター清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口６－９－３

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－５

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。



（第1,764号）平成31年(2019年)２月12日 川 崎 市 公 報

－428－

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－４

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中央卸売市場北部市場建物清掃業務委託ほか（２件の合併入札）

履行場所 川崎市宮前区水沢１－１－１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸1775番地１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件20）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－２

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件21）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
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（案件22）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口４－16－３

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成26年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第67号

　　　入札公告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　契約名

　　　就学援助システム追加機器賃貸借契約

　⑵ 　賃貸借の期間

　　　平成31年３月25日から平成35年10月31日まで

　⑶ 　機器の設置場所

　　　川崎市川崎区殿町１－17－19

　　　川崎市立殿町小学校　他

　⑷ 　契約の概要

　　 　「就学援助システム追加機器賃貸借契約　仕様

書」（以下「仕様書」という。）及び「就学援助シス

テム追加機器賃貸借契約　入札説明書」（以下「入

札説明書」という。）によります。

２ 　入札参加資格

　 　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

かつＣ以上のランクに格付けされていること。

　⑶ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

３ 　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問

合せ先

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６

　　　明治安田生命ビル３階

　　　川崎市教育委員会事務局総務部学事課
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　　　担当：國分

　　　電話　044－200－2215（直通）

　　　電子メール：kokubun-h@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　 　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時から

17時まで

　⑶ 　提出物

　　　入札参加資格確認申請書

　⑷ 　入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　仕様書等の縦覧

　　 　本契約に係る仕様書等は、３⑴の場所において、

入札参加資格確認申請書の配布・提出期間中、縦覧

に供します。

４ 　入札の手続

　⑴ 　日程の概要

　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布

　　　　平成31年２月５日（火）

　　イ 　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　平成31年２月13日（水）

　　ウ 　仕様等に関する質問への回答

　　　　平成31年２月15日（金）

　　エ 　入札及び開札

　　　　平成31年２月22日（金）

　⑵ 　日程の詳細

　　　日程の詳細は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布

　　　 　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知

書（様式２）」を送付し、併せて仕様書等を配布

します。

　　　（ア）入札参加資格確認結果通知書について

　　　　　ａ　送付日

　　　　　　　平成31年２月５日（火）

　　　　　ｂ　送付方法

　　　　　　電子メールにより送付します。

　　　（イ）仕様書等について

　　　　　ａ　配布する資料

　　　　　（ａ）入札説明書

　　　　　（ｂ）仕様書

　　　　　ｂ　配布の場所

　　　　　　　３⑴に同じ。

　　　　　ｃ　配布日及び時間

　　　　　　 　平成31年２月５日（火）から平成31年２

月21日（木）まで

　　　　　　 　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び

13時から17時まで

　　　　　ｄ　注意事項

　　　　　　 　仕様書等を受領する際は、必ず入札参加

資格確認結果通知書を持参してください。

　　イ 　仕様等に関する質問

　　　（ア）質問の方法

　　　　　 　仕様書等の配布書類の内容に疑義がある場

合は、「就学援助システム機器賃貸借契約質

問書（様式３）」に必要事項を記入の上、３

⑴の問合せ先のアドレス宛てに電子メールで

送付してください。

　　　　　 　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求し

てください。

　　　（イ）質問の受付期間

　　　　　 　平成31年２月５日（火）９時から平成31年

２月13日（水）17時まで

　　　（ウ）回答

　　　　　 　平成31年２月15日（金）17時までに、全参

加者宛てに電子メールで送付します。

　　ウ 　入札及び開札

　　　（ア）入札の方法等

　　　　　ａ　入札は総価で行います。

　　　　　ｂ 　入札書に記載する金額には、法令所定の

消費税額及び地方消費税額を含まないもの

とします。消費税額及び地方消費税額は、

契約の際に加算します。

　　　　　ｃ 　入札は所定の入札書をもって行います。

入札書は入札件名を記載した封筒に入れ、

封印して提出してください。

　　　　　ｄ　入札書の提出方法は、持参とします。

　　　（イ）入札及び開札の日時等

　　　　　ａ　日時

　　　　　　　平成31年２月22日（金）10時00分

　　　　　ｂ　場所

　　　　　　　川崎市川崎区宮本町３－３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎４階第１会議室

　　　（ウ）入札保証金

　　　　　　入札保証金は、免除とします。

　　　（エ）入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　　　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

　　　　　 　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札

者又はその代理人とします。代理人が入札及

び開札に立ち会う場合は、入札に関する権限
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及び開札の立会いに関する権限を委任された

ことを示す委任状を入札前に提出してくださ

い。

　　　（オ）落札者の決定方法

　　　　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作

成した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を落札者としま

す。ただし、著しく低価格の場合は、調査を

行うことがあります。

　　　（カ）再度入札の実施

　　　　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を

行います。ただし、その入札が川崎市競争入

札参加者心得第７条の規定により無効とされ

た者及び開札に立ち会わない者は除きます。

　　　（キ）入札の無効

　　　　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札

及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定め

る入札は、これを無効とします。

５ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　入札及び契約に関する条例等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約

関係規程において閲覧することができます。

６ 　その他

　⑴ 　言語及び通貨

　　 　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に定めのない事項

　　 　入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑶ 　予算の減額又は削除があった場合の契約の変更又

は解除

　　ア 　本市は、翌年度以降における所要の予算の該当

金額について減額又は削除があった場合は、本件

契約を変更または解除することができるものとし

ます。

　　イ 　アに規定する場合において本市が本件契約を解

除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はそ

の損失の補償を本市に対して請求することができ

るものとします。この場合における補償額は、本

市と受注者とが協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第68号

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第９項の

規定に基づき、川崎港港湾計画の変更の概要を次のとお

り公告する。

　　平成31年１月28日

 川崎港港湾管理者　川崎市　　　　　　

 代表者　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　川崎港港湾計画変更の概要

　 　平成26年12月４日川崎市公告第587号によりその概要

を公告した川崎港港湾計画について、浮島町地区にお

ける専用埠頭計画の変更した事項は次のとおりである。

　⑴ 　専用埠頭計画

浮島町地区

立地企業の要請に基づき、以下の施設を撤去する。

　 〔既設　　　　　　　　　　　　　　　〕　　水深3.5ｍ　ドルフィン１バース

２ 　港湾計画の縦覧の場所

　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　川崎市役所第３庁舎２階　かわさき情報プラザ

　　　───────────────────

川崎市公告第69号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市中原区井田一丁目245番１

 の一部　ほか３筆の一部　　

 1,711平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市都筑区大丸９番16号

　　株式会社　日興タカラコーポレーション

　　代表取締役　藤田　充彦

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：16戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年８月10日

　　川崎市指令　ま建審（イ）第71号

　　　───────────────────

川崎市公告第70号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内標識補修（大型）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「道路標識設置等」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請

負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する

誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000

万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。た

だし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本

案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者

を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月12日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年６月28日限り）を行う予定です。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（防護柵）工事

履行場所 川崎市多摩区登戸2269番地先他１箇所

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。
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参 加 資 格

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月12日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年６月30日限り）を行う予定です。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島西護岸補修その７工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

⑼ 　「海上及び海中での被覆防食工事」の完工実績（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有す

ること。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年９月30日限り）を行う予定です。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎国際生田緑地ゴルフ場防球ネット補修工事

履行場所 川崎市宮前区初山１丁目地内

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年６月28日限り）を行う予定です。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塩浜陸橋橋梁長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜１丁目10番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年11月29日限り）を行う予定です。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内市道子母口宿河原線道路擁壁補修工事

履行場所 川崎市多摩区長尾３丁目10番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている

こと。
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参 加 資 格

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年９月30日限り）を行う予定です。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千鳥町ふ頭内道路改良（その４）工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町地内

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。
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参 加 資 格

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更

（平成31年７月31日限り）を行う予定です。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第71号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区千代ヶ丘八丁目1601番44

 832平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都港区芝四丁目11番５号

　　ブルーデントアソシエイツ株式会社

　　代表取締役　登坂　健一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年１月31日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第164号

　　平成30年２月９日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第149号（変更）

　　平成30年５月30日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第32号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第72号

　川崎農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興

地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号。以下

「法」という。）第13条第４項において準用する法第11

条第１項の規定により公告し、当該変更後の農業振興地

域整備計画の案及び変更等理由書を次により縦覧に供し

ます。

　当該農業振興地域整備計画の案について、法第11条第

２項の規定により川崎市の住民は縦覧期間内に意見書を

提出することができます。提出された意見書については

要旨をとりまとめ処理結果を公告します。

　また、農用地区域内にある土地の所有者その他その土

地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に

対して異議があるときは、平成31年２月28日の翌日から

起算して15日以内に法第11条第３項の規定に基づき川崎

市に対して異議を申し出ることができます。異議の申し

出には法第11条第７項において準用する行政不服審査法

（昭和37年法律第160号。以下「審査法」という。）中異

議申立てに関する規定（同法第14条第１項本文及び第45

条を除く。）を準用します。

平成31年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　変更後の農業振興地域整備計画の案及び変更等理由

書の縦覧期間

　　平成31年１月28日から平成31年２月28日まで

２ 　 変更後の農業振興地域整備計画の案及び変更等理由

書の縦覧場所

　　川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

　　　　　 （川崎市高津区梶ヶ谷２丁目１番地７

　　　　　ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階）

３ 　意見書の提出先、提出方法、提出期限、提出に当た

っての注意事項
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　⑴ 　提出先

　　　　　 川崎市経済労働局都市農業振興センター農地

課（川崎市高津区梶ヶ谷２丁目１番地７

　　　　　ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階）

　⑵ 　提出方法　提出先に直接提出又は郵送で提出

　⑶ 　提出期限　平成31年２月28日

４ 　 異議の申出先、申出方法、申出期限、申出に当たっ

ての注意事項

　⑴ 　申出先

　　　川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

　　　（川崎市高津区梶ヶ谷２丁目１番地７

　　　　ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階）

　⑵ 　申出方法　 申出先に書面で直接申し出又は郵送で

申し出

　⑶ 　申出期限　平成31年３月15日

　　　───────────────────

川崎市公告第73号

　次の市有財産について、プロポーザル方式による貸付

けを実施します。

　　平成31年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一時貸付物件

　　一時貸付物件は表のとおりです。

物件

番号

住宅

番号
住宅名（所在地） 事業内容 貸付面積（㎡）

①
宮内市営住宅

（中原区宮内３丁目９）

コインパーキング及び

カーシェアリング事業
158.00

②
坂戸市営住宅

（高津区坂戸３丁目10）

コインパーキング及び

カーシェアリング事業
97.25

１ ③
千年新町市営住宅

（高津区千年新町45）

コインパーキング及び

カーシェアリング事業
286.50

④
明石穂市営住宅

（高津区久末1600）

コインパーキング及び

カーシェアリング事業
148.52

⑤
南平市営住宅

（宮前区南平台16）

コインパーキング及び

カーシェアリング事業
105.72

⑥
上平間五瀬淵市営住宅

（中原区上平間611）
コインパーキング事業 122.40

⑦
下野毛久保市営住宅

（高津区下野毛２丁目８）
コインパーキング事業 128.89

⑧
有馬第１市営住宅

（宮前区東有馬５丁目20）
コインパーキング事業 235.25

２ ⑨
高山市営住宅

（宮前区平２丁目23）
コインパーキング事業 299.00

⑩
京町耐火市営住宅

（川崎区京町３丁目10）
コインパーキング事業 399.17

⑪
久末寺谷市営住宅

（高津区久末453）
コインパーキング事業 155.56

⑫
中野島多摩川市営住宅

（多摩区中野島５丁目２）
コインパーキング事業 204.85

貸付期間は平成31年４月１日から平成34年３月31日までの３年間です。
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２ 　応募者の資格要件

　 　次の⑴～⑽に該当する方は、プロポーザルに参加で

きません。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当する者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中である者

　⑷ 　国税又は川崎市税の未納がある者

　⑸ 　公募要項に定める条件及び法令を遵守しない者。

また、一時貸付物件において、貸付期間中継続して、

コインパーキング及びカーシェアリングを運営する

資力、能力等を有しない者。ただし、コインパーキ

ング及びカーシェアリングの運営について、借受者

が業務の一部を委託することを全面的に禁じ、全て

の業務を借受者が直営で行うことを求めるものでは

ありません。

　⑹ 　過去３か年において、コインパーキングの運営を

した実績を有しない者。ただし、業務の一部を委託

する場合においては、借受者又は委託先の事業者が

それらの実績を有していれば参加することができま

す。

　⑺ 　過去３か年において、カーシェアリングの運営を

した実績を有しない者。ただし、業務の一部を委託

する場合においては、借受者又は委託先の事業者が

それらの実績を有していれば参加することができま

す（※物件番号１に申込む場合のみ）。

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がある者

　⑽ 　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結している者

３ 　貸付契約の主な条件

　⑴ 　貸付契約の内容

　　 　本件一時貸付契約は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づく

貸付け（賃貸借契約）です。借地借家法（平成３年

法律第90号）の規定の適用はないものとします。

　⑵ 　貸付期間

　　 　貸付期間は、平成31年４月１日から平成34年３月

31日までの３年間です。駐車機器の設置及び撤去に

かかる期間は貸付期間に含めるものとします。

　⑶ 　貸付料

　　 　貸付料（年額）は、事業者の提案に基づき、次の

とおり計算し、決定するものとします。

　　　 貸付料（年額）＝提案金額×消費税率

　　　　　　　　　　　　　　　　　（円未満切捨て）

　　 　貸付料は、市が発行する納入通知書により、毎年

度当初、指定する期日までに納入していただきます。

　　※ 　取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額

は、消費税法等の規定に従って使用する期間に対

応する税率を適用し、貸付契約を締結した日以後

に税率が変更される場合は、当該税率が適用され

る日以降の貸付料（税込）を変更するものとしま

す。

　　 　当面、平成31年４月１日～９月30日までの貸付料

における消費税率は８％、平成31年10月１日以降の

貸付料における消費税率は10％とします。

　⑷ 　一時貸付物件の用途指定

　　 　一時貸付物件は、前記１⑴の表に定める事業内容

で営業、運営する用途（以下「指定用途」という。）

に供さなければなりません。指定用途にはその運営

に必要な工作物の設置を含みます。

　　 　なお、工作物の設置について、一時貸付物件外の

敷地が必要な場合は、市と協議の上、原則有償で使

用を許可するものとします。

　⑸ 　禁止事項

　　 　一時貸付物件について、次の行為をすることはで

きません。

　　ア 　一時貸付物件を指定用途以外の用途に供するこ

と。

　　イ 　一時貸付物件に建物を建築すること。

　　ウ 　一時貸付物件を第三者に転貸すること。

　　エ 　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定すること。

　　オ 　一時貸付物件において公序良俗に反する行為を

すること。

　⑹ 　実地調査等

　　 　前記⑷及び⑸の履行を確認するため、市が一時貸

付物件の利用状況等についての実地調査を実施する

とき、又は関係資料の提出を求めたときは、借受者

は必ず市に協力しなければなりません。

　⑺ 　資料の提出等

　　ア 　借受者は、毎月１回、次の資料をデータ（エク

セル形式）で提出していただきます。

　　（ア）事故等のトラブル

　　　　 　ただし、事故等のトラブルが発生した際に

は、毎月の報告とは別に、速やかに市に報告を

行っていただきます。
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　　（イ）コインパーキングの駐車台数及び稼働率

　　　　（日別・駐車場別）

　　（ウ）コインパーキングの売上、経費及び収益

　　（エ ）カーシェアリングの利用状況（日別・駐車場

別）（※物件番号１に申込む場合のみ）

　　（オ ）カーシェアリングの売上、経費及び収益（※

物件番号１に申込む場合のみ）

　　イ 　借受者は、毎年１回、コインパーキング及びカ

ーシェアリングの利用状況、管理運営状況等を記

載した事業報告書を作成し、各年度終了後速やか

に、市に提出するものとします。なお、市はこれ

を公表できるものとします。

　　ウ 　借受者は、市からの要請を受けた場合には、入

居者及び近隣住民への説明会等に同席し、必要に

応じて資料の作成及び説明を行うものとします。

　　エ 　川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１

号）に基づく開示請求又は市議会からの要請を受

けた場合には、借受者は市に協力するよう努める

ものとします。

　　オ 　市が、債権の保全上必要があると認めるとき、

又は第三者に一時貸付物件を転貸している疑いが

ある場合等において確認の必要があると認めると

きは、市は借受者に対してその参考となるべき資

料の提出又は報告を求めることができるものとし

ます。

　⑻ 　違約金

　　 　前記⑷～⑹又は⑺ア、イ、オの条件に違反した場

合には、「貸付料（総額）」（各年度の貸付料（年額）

の合計額）の100分の30に相当する額を違約金とし

て市に支払わなければなりません。

　⑼ 　一時貸付物件の引渡しと返還

　　 　一時貸付物件は貸付期間の初日に現況有姿の状態

で引渡します。返還にあたり、借受者は引渡し時点

と同じ原状に回復しなければなりません。ただし、

貸付期間の満了前に、次の期間も引き続き同じ一時

貸付物件を使用できることが明らかになったとき

は、当該一時貸付物件を現状に回復することなく、

引き続き使用することができます。

４ 　応募の手続き等

　⑴ 　応募の手続き

　　ア 　公募要項の配布：平成31年１月29日（火）から

２月８日（金）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　　　 　公募要項は、川崎市まちづくり局市街地開発

部住宅管理課ホームページ（http://www.city.

kawasaki.jp/230/page/0000101557.html）におい

て、ダウンロードできます。

　　　 　また、住宅管理課（応募申込書類等提出先）に

おいても配布します。

　　イ 　応募申込：平成31年２月４日（月）から２月８

日（金）まで

　　　 　応募者は、応募申込書類を提出先に直接お持ち

ください。郵送による応募申込の受付は行ってお

りません。

　　　 　また、申込前に、必ず貸付等対象物件と関係法

令を確認してください。現地調査を行う場合は、

事前に住宅管理課まで御連絡ください。

　　　※　応募申込書類等、詳細は公募要項によります。

　　ウ 　提出期間

　　　 　平成31年２月４日（月）から２月８日（金）まで

　　　　受付時間　午前９時から午後４時まで

　　　　　　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　　エ 　提出先

　　　　川崎市まちづくり局市街地開発部住宅管理課

　　　　電話　044－200－2951（直通）

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　（明治安田生命川崎ビル６階）

　⑵ 　質疑書の受付：平成31年２月12日（火）から２月

15日（金）まで

　　 　この要項に関する質疑は、質疑書により受け付け

ます。

　　 　質疑書を提出できる者は応募申込者に限り、提出

方法については、ＦＡＸ又はＥメールでお願いしま

す。送信後は、電話で質疑書送信の旨を連絡してく

ださい。質疑書については、公募要項をご覧くださ

い。

　⑶ 　質疑書に対する回答

　　 　平成31年２月22日（金）までに、ＦＡＸ又はＥメ

ールにて全ての質疑書に対する回答を、応募者全員

に回答します。（質疑書提出者が特定されると思わ

れる情報は公開いたしません。）

　⑷ 　企画提案書類の提出：平成31年２月25日（月）か

ら３月１日（金）まで

　　 　企画提案書類を提出先に直接お持ちください。郵

送による提出は受付けません。また、企画提案書類

を提出できる者は応募申込者に限ります。

　　 　なお、応募申込者から所定期間内に提出がない場

合は、応募を辞退したものとみなします。

５ 　借受予定者の選定等

　⑴ 　借受予定者の選定方法

　　 　市において企画内容や実施能力等を審査し、総合

的に判断の上、応募者の中から借受予定者及び次点

者を決定します。（評価内容により次点者を定めな

いことがあります。）

　⑵ 　審査の実施

　　　提出書類の内容に基づき市が審査を実施します。

　　 　なお、企画提案書類の内容について、市から質問
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する場合があります。その場合は、速やかに書面で

回答してください。

　⑶ 　審査項目

　　 　事業主体の適格性、事業計画の妥当性、借受条件

の優位性について審査します。

　⑷ 　失格要件

　　 　次の失格要件に該当すると認められる場合は、審

査の上、失格とします。

　　ア 　公募要項の定める応募資格要件を満たしていな

い場合

　　イ 　企画提案書類が、公募要項の示す要件を満たし

ていない場合

　　ウ 　企画提案書類に虚偽の記載があることが判明し

た場合

　⑸ 　借受予定者の決定時期並びに審査結果の通知及び

公表

　　 　借受予定者は、平成31年３月上旬に決定する予定

です。審査結果は応募者全員に文書で通知します

が、審査結果や内容に関するお問い合わせには応じ

られません。

　　 　なお、決定した借受予定者等については公表する

予定です。

　⑹ 　借受予定者の決定の取消し

　　 　次の場合には、借受予定者としての決定を取り消

します。

　　ア 　借受予定者の決定から契約締結までの間に、借

受予定者について資金事情の変化等によりコイン

パーキング及びカーシェアリングの運営実施の履

行が確実でないと市が判断した場合

　　イ 　著しく社会的信用を失墜する等により、借受予

定者として相応しくないと市が判断した場合

　　ウ 　借受予定者が公募要項に定める応募者の資格要

件に適合しなくなった場合

６ 　契約締結

　⑴ 　契約の締結

　　 　市と借受予定者は平成31年３月中旬以降に契約を

締結します。借受予定者の企画提案書類の内容を反

映させる目的で、契約締結にあたり契約書（案）及

び特記仕様書（案）の補正等を行う場合があります。

　　 　本件契約に貼付する収入印紙及び本件契約締結に

関して必要な費用は、借受者の負担となります。

　　 　なお、借受予定者が本件契約を締結しない場合、

借受予定者としての決定は無効となります。また、

川崎市契約規則第２条に基づき、今後３年間、川崎

市の一般競争入札に参加することができなくなるこ

とがあります。

　⑵ 　契約保証金

　　ア 　本件契約締結日までに契約保証金として、貸付

期間における貸付料総額（各年度の貸付料（年額）

の合計額）の10分の３以上（円未満切上げ）の額

であり、かつ、契約上の義務の履行を確保するた

めに十分な額を納入していただきます。

　　イ 　契約保証金は本件契約期間が満了したとき、貸

付物件の原状回復を確認後、借受者の請求に基づ

き利息を付さずに返還します。

　　ウ 　借受者が本件契約上の義務を履行しないとき

は、市は本件契約を解除し、納付された契約保証

金は市に帰属することになります。

７ 　その他

　⑴ 　詳細は公募要項を御覧ください。

　⑵ 　事情により予告なく公募を取り止める場合があり

ます。

　⑶ 　公募要項に定めるもののほか、地方自治法、地方

自治法施行令、川崎市財産規則（昭和39年川崎市規

則第33号）、川崎市契約規則、その他関係法令等の

定めるところによります。

　⑷ 　公募要項に関するお問い合わせ先は、前記４⑴　

に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第74号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長尾老人いこいの家給水設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区長尾１丁目12番７号

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月22日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年７月19日限り）を行う予定です。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上麻生保育園ほか３園自動火災報知その他設備改修工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生７丁目２番35号ほか３園

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「消防」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　消防施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「消防施設」）を配置できること。

⑽ 　消防設備士免状（甲種第４類）の交付を受けた技術者を配置できること。ただし、⑼の技術者（業

種「消防施設」）との兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月27日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

31年７月17日限り）を行う予定です。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線アプローチ部橋梁上部（そのＩ工区）その２工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期限 契約の日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」種目「橋梁上部」で登録さ

れていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定値通知書にお

ける「鋼構造物」の総合評定値が1,200点以上であること。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「鋼構造物」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

⑼ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発

注した工事で、次のア～ウの全ての要件を満たす鋼橋の新設（製作及び架設）工事の完工実績（元

請に限る。）を平成15年４月１日以降に有すること。ただし、共同企業体により施工した工事につ

いては、出資割合が20％以上であることとする。

　ア 　道路橋（「道路橋示方書」に規定されているＢ活荷重又はＴＴ－43以上）であること。

　イ 　橋梁型式が単純鈑桁橋を除く鋼橋であること。

　ウ 　最大支間長が25ｍ以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南河原小学校ほか１校校舎改修その他その２工事

履行場所 川崎市幸区都町18番地ほか１校

履行期限 契約の日から平成31年12月13日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修及びエレベーター棟増築その他工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成33年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修電気その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成33年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修衛生その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成33年３月15日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

　 　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構

成員の割合を上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備

（川崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。

　カ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

　ケ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員にな

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－449－

そ　の　他

　⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用しま

す。

　⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお

知らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入

札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については

「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては

「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議

決を要します。

　⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修冷暖房その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成33年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「冷暖房設備」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の

額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校造作その他工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成33年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「内装」種目「内装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　内装仕上工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「内装仕上」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田中学校外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区渡田向町11番１号

履行期限 契約の日から平成31年12月27日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

⑽ 　ピンネット工法の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメーカー発行の認定証

を有すること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前平中学校ほか１校体育館改修及び会議室等新築その他工事

履行場所 川崎市宮前区宮前平２丁目７番地ほか１校

履行期限 契約の日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南生田小学校ほか１校体育館改修及び会議室等新築その他工事

履行場所 川崎市多摩区南生田３丁目１番１号ほか１校

履行期限 契約の日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用しま

す。

　⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお

知らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入

札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については

「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては

「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議

決を要します。

　⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田中学校外壁塗装改修その他その１工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原４丁目１番１号

履行期限 契約の日から平成31年12月27日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

⑽ 　ピンネット工法の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメーカー発行の認定証

を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第75号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成31年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請のあった年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成31年１月24日 特定非営利活動法人

小杉駅周辺

エリアマネジメント

安藤　均 川崎市中原区中丸子112番地３ 　この法人は、小杉駅周辺地域

の住民を対象に、まちづくり等

に関する事業を行い、広く公益

に寄与することを目的とする。
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公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第99号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　幼児児童生徒健康診断用検診器具滅菌配送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　市立学校で実施する耳鼻咽喉科検診及び歯科検診

において使用する各種検診器具の滅菌及び配送に関

する業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「医療関連業務」・種目

「その他医療関連」で登録されている者。

　⑷ 　過去５年間（平成26年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札

公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす

ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は

持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部

　　　健康教育課学校環境衛生担当：泉

　　　電　話：044－200－3294（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　資料の縦覧

　 　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。また、

過去５年間の実績についても併せて縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成31年

２月25日（月）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

　　 　なお、本件の入札説明書及び仕様書は、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の財政局の入札公

表の「入札公表詳細」からの閲覧も可能です。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者宛て電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月12日（火）～平成31年２月22日（金）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年２月28日（木）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答。

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等
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　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、仕様書に定める検診器具毎の単価

の合計額（消費税額及び地方消費税額を含めない

こと。）を記載すること。

　　　 　なお、契約金額は記載された合計額を健康教育

課の設定する検診器具毎の予定金額で按分した価

格となります。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年３月５日（火）午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市役所第３庁舎15階第１会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３の⑴の場所及び川崎市ウェブサイト「入札情

報かわさき」内の「契約関係規定」において閲覧す

ることができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第100号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市立橘高等学校屋上50ｍ公認プール保守管理

業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立橘高等学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月８日から平成31年９月30日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市立橘高等学校の屋上50ｍ公認プールの施設

保守管理及び施設利用者の安全確保を目的とした業

務委託。詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」種目「そ

の他の維持管理」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成26年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　⑸ 　業務内容が警備業法第２条第１項に該当すること

から（平成24年６月25日警察庁生活安全局生活安全

企画課犯罪抑止対策室長発出事務連絡「プール監視
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業務を外部委託する場合における警備業の認定の要

否について」による。）、警備業法に基づき、都道府

県公安委員会から警備業者としての認定を受けてい

ること。

　⑹ 　当該プールは、公益財団法人日本水泳連盟プール

公認規則に基づく公認プールであることから、同規

則第16条に基づき、受託者は下記資格のいずれかを

有するプール管理者を配置しなければならない。た

だし、当該プールに常駐する必要はないものとする。

　　ア 　公益財団法人日本体育協会公認水泳指導員

　　イ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級指導員

　　ウ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳コーチ

　　エ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級コーチ

　　オ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳教師

　　カ　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級教師

　　キ　公益財団法人日本体育施設協会水泳指導管理士

　　ク 　公益社団法人日本プールアメニティ施設協会プ

ール衛生管理者

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　 　競争入札参加申込書等は、３⑴の場所で配布してい

ます。また、「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。ただし、競争

参加申込書の提出は持参によるものとし、郵送は認め

ません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：弘田

　　　電　話：044－200－3313（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財

政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び

ダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　３⑵と同じ。

５ 　実績の縦覧

　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月28日（木）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）、過去

の実績（平成30年度）におけるプール日報について、

３⑴の場所で縦覧に供します。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成31年

２月21日（木）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上ＦＡＸして下さい。また、ＦＡＸ後に

必ず担当者あて電話連絡をして下さい。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月22日（金）～平成31年２月28日（木）

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30

分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年３月４日（月）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。　

　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に立ち

会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会い

に関する権限の委譲を受けたことを証する委任状を
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入札前に提出すること。　

　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び今

回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧表を

入札件名が記載された封筒に封印して持参するこ

と。郵送は認めない。

　エ 　入札金額は、平成31年度当該委託業務に係る総額

（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）を

記載すること。なお、契約金額は入札金額に100分

の８に相当する額を加算した金額とする。

　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。た

だし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月８日（金）　午前９時00分

　　イ 　場所　 川崎市役所第３庁舎12階会議室（川崎市

川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第101号
　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市児童生徒新体力テスト集計処理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課・

川崎市立小学校・川崎市立中学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市教育委員会が指定する小学校（19校）及び

中学校（13校）について、スポーツ庁の「児童生徒

新体力テスト」の内容に即した調査実施に係る、帳

票・物品等の作成、帳票の送付と回収、集計、電算

処理等、本市における児童生徒の体力の実態を把握

し、教育上の資料とするためのデータ作成業務。詳

細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種（電算関連業務）・種目

（その他電算関連業務）で登録されている者

　⑷ 　過去５年間（平成26年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、⑴の場所で配布しています。また、「入札公

表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードする

ことができます。ただし、競争参加申込書の提出は持

参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
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　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：弘田

　　　電　話：044－200－3313（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財

政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び

ダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じ。

５ 　資料の縦覧

　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月28日（木）

まで、平成30年度作成データについて、３の⑴の場所

で縦覧に供します。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成31年

２月21日（木）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月22日（金）～平成31年２月28日（木）

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30

分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年３月４日（月）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、平成31年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に

100分の10に相当する額を加算した金額とする。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月８日（金）　午前10時

　　イ 　場所　 川崎市役所第３庁舎12階会議室（川崎市

川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金
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　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３の⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情報」内の「契約関係規定」で閲覧することができ

ます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第102号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市立中学校高等学校部活動等推進中型バス運

行管理委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立中学校・高等学校他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　橘高等学校スポーツ科の実技実習及び同校の部活

動を学校外の施設で行う際の生徒等の搬送、遠征・

合宿及び公式大会時の送迎その他市立中学校高等学

校及び市教育委員会関係の事業等に係る運行管理業

務。詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成26年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札

公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす

ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は

持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部

　　　健康教育課学校保健・体育係　担当：弘田

　　　電　話：044－200－3313（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日

午前８時31分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じです。なお、本件の入札説明書及び仕

様書は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧

及びダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じです。

５ 　実績の縦覧

　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月28日（木）

まで、過去の実績（平成30年１月１日～平成30年12月

31日）における中型バス運行業務委託に係る日報・月

報・日常点検表について、３⑴の場所で縦覧に供しま

す。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成31年

２月21日（木）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問い合わせ先
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　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上、ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月22日（金）～平成31年２月28日（木）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年３月４日（月）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に封印して持参するこ

と。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、平成31年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に所

定の消費税額及び地方消費税額を加算した金額と

する。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　　平成31年３月８日（金）　午前11時

　　イ 　場所　　川崎市役所第３庁舎12階会議室

　　　　　　　　（川崎市川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第103号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　宮前市民館菅生分館夜間施設管理業務

委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区菅生５丁目４番11号　宮

前市民館菅生分館

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から平成32年３月31
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日まで

　⑷ 　業務内容　夜間施設管理（仕様書参照）

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「その他」の種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間（平成28年度以降）で本市又は官公庁

と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書の配布及び提出場所

　　　〒216－0015　川崎市宮前区菅生５丁目４番11号

　　　宮前市民館菅生分館　事務室

　　　電話（直通）　044－977－4781

　　　ＦＡＸ　　　　044－976－3450

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月20日

（水）までの午前９時00分から午後５時00分まで。

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

４ 　入札説明書に関する事項

　⑴ 　入札説明書の縦覧

　　ア 　縦覧場所　３⑴と同じ

　　イ 　縦覧期間　 平成31年２月12日（火）から平成31

年２月20日（水）まで。

　　ウ 　縦覧時間　午前９時00分から午後５時00分まで。

　⑵ 　競争入札参加申込書を提出した者には、無償で入

札説明書を交付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格

があると認められた者には、次により競争入札参加資

格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時　　平成31年２月27日（水）

　　　　　　　　　午前９時30分から午後５時00分まで

６ 　仕様書に関する質問

　 　仕様書の内容に関する質問は、持参又はＦＡＸによ

り受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出方法

　　ア 　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044－976－3450

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月28日

（木）までの午前９時00分から正午までと午後１時

00分から午後５時00分まで

　⑶ 　質問回答縦覧

　　 　質問に対する回答は３⑴の場所において、平成31

年３月５日（火）の午前９時00分から正午までと、

午後１時00分から午後５時00分まで縦覧に供すると

ともに、平成31年３月５日（火）までに、競争入札

参加資格確認通知書の交付を受けた者（審査の結

果、入札参加資格があると認められなかった者を除

く）あて電子メールで送付します。なお、電子メー

ルの登録を行っていない場合は、ＦＡＸで送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

及び地方消費税を含まないものとします。

　　ウ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月７日（木）午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市宮前区菅生５丁目４番11号

　　　　　　　宮前市民館菅生分館　集会室

　⑶ 　入札保証金は免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。
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　⑵ 　契約書の作成を要します。

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ

です。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第104号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度環境教育・学習推進事業実施業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　高津市民館　他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年１月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　都市・生活型環境問題及び地球環境問題等の解決

に向けて、地域や職場において環境学習活動や環境

保全活動の主導的役割を担う人材の育成を目的とし

た「地域環境リーダー育成講座（基礎編及び実践編、

各編全４回）」の企画運営を行うもの。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「その他業務」種目「その他」に登録さ

れており、備考欄に「人材育成」「市民活動の支援」

「職員研修」「環境関連事業の企画、運営」「市民（住

民）参加のまちづくり」等、本業務に関連する項目

の記載があること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５箇年の間に本市その他の官公庁又は民間企

業での類似業務の契約を１回以上締結し、これらを

すべて誠実に履行していること。

　⑸ 　環境保全活動人材育成に関連する５年以上の業務

経験を有している者を、事業実施期間を通じて専任

職員として配置することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４ 　第３庁舎17階

　　　環境局総務部環境調整課　梶原

　　　電話　044－200－2387（直通）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで。ただし、土、日曜日を除く。

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸専任職員に係る業務経歴申告書

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書、専任職員に係る

業務経歴申告書）及び仕様書等は、インターネット

ホームページ（「入札情報かわさき」）からダウンロ

ードすることができます。ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布

します。（「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち参

加資格があると認められた者には、平成31・32年度川

崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールアド

レスに平成31年２月22日（金）までに送付します。委

任先メールアドレスを登録していない場合は、直接受

取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　平成31年２月22日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ
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　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月22日（金）から平成31年２月26日

（火）午後５時まで。ただし、土、日曜日を除く。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又はメ

ールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月28日

（木）に、この入札の参加資格がある者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれか又は複数に該当するときは、この入札に参加す

ることはできません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札書にて総額（税抜き）で行うこととします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月６日（水）13時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎16階環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加資格者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市インターネットホー

ムページ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

から閲覧することができます。（「入札情報かわさき」

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第105号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度生物多様性かわさき戦略改訂支援等

　　　業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月23日まで

　⑷ 　業務概要

　　ア 　生物多様性かわさき戦略改訂支援業務

　　（ア ）環境審議会専門部会での同席及び審議内容に

応じた補足・助言を行う。

　　イ 　生き物調査業務

　　（ア ）「生物多様性かわさき戦略」において区分す

る６つの生態系エリアにおける生き物調査を実

施する。

　　　　（調査地点：平成26年度実施地点と同地点）

　　　　・緑ヶ丘霊園

　　　　・大師公園

　　　　・浮島町公園及びちどり公園

　　　　（調査時期及び項目）

　　　　・春季（５月上旬～中旬）

　　　　　：植物、動物（鳥類、両生・爬虫類、昆虫類）

　　　　・夏季（８月中旬～下旬）

　　　　　：植物、動物（鳥類、昆虫類）

　　　　・秋季（９月下旬～ 10月下旬）

　　　　　：植物、動物（両生・爬虫類、昆虫類、哺乳類）

　　　　・冬季（12月下旬～２月上旬）
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　　　　　：動物（鳥類）

　　（イ ）平成30 ～ 31年度生き物調査実施結果と同じ

地点において実施した過年度生き物調査結果に

ついて比較し考察を行う。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「調査・測定」種目「環境

アセスメント」に登録されている業者であること。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に地域区分が市内又は準市内で登

録されている業者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締

結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した実績を

有すること。

　⑹ 　一般財団法人自然環境研究センターが実施する生

物分類技能検定の１級登録者（有効期限内）又は２

級登録者（いずれも登録内容が動物部門及び植物部

門）を従事者の中に配置することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４ 　第３庁舎17階

　　　環境局総務部環境調整課　原

　　　電話　044－200－3720（直通）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで、ただし、土・日曜日を除く。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑹の内容を確認できる資料の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書及び仕様書等は、インターネ

ットホームページ（「入札情報かわさき」）からダウ

ンロードすることができます。ダウンロードができ

ない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。（「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち参

加資格があると認められた者には、平成31・32年度川

崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールアド

レスに平成31年２月22日（金）までに送付します。委

任先メールアドレスを登録していない場合は、直接受

取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　平成31年２月22日（金）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月22日（金）から平成31年２月26日

（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又はメ

ールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月28日

（木）に、この入札の参加資格がある者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれか又は複数に該当するときは、この入札に参加す

ることはできません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札書にて総額（税抜き）で行うこととします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　平成31年３月６日（水）午後２時15分

　　イ 　入札場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　第３庁舎16階環境局会議室

　⑵ 　入札保証金
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　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加資格者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　 　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市インターネットホー

ムページ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

から閲覧することができます。（「入札情報かわさき」

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第106号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市生活保護電子レセプト（診療報酬明細書）

　　　内容点検等業務委託に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　電子レセプト（診療報酬明細書）の機械による

　　　内容点検及び再審査申出

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「医療関連業務」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　確実に業務完了に至ること。

　⑸ 　この委託業務について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　⑴ 　この入札に参加を希望するものは、次の書類を提

出しなければなりません。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　具体的な契約実績を証する書類

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレールビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　　担当　山本

　　　電　話　044－200－2645

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　　　 また、⑴ア　一般競争入札参加確認申請書は、イ

ンターネットからダウンロードできます。（「入札

情報かわさき」の「入札情報」の委託の「入札

公表」の中にあります。URL http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）。

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

し、一般競争入札参加資格があると認めた者には、一

般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。

　 　また、電子メールのアドレスを登録していない場合

は、直接受取りに来るようお願いします。



（第1,764号）平成31年(2019年)２月12日 川 崎 市 公 報

－466－

　⑴ 　場　　所 

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　日　　時

　　　平成31年２月21日（木）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、３

⑶の期間、縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます。（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す。URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）。

　　 　なお、インターネットから入手できない者には、

申し出により無償で入札説明書を交付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑵に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成31年２月21日（木）から

平成31年２月28日（木）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　 　なお、回答については平成31年３月５日（火）に、

全社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス導入に際して必要となる各種作

業等に係る一切の費用を含め見積もるものとしま

す。

　　イ 　契約金額は、入札書に記載された金額に100分

の10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額となりますので、入札者は見積もった

契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札件

名を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書

（任意様式）を封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月13日（水）午前11時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　パレールビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　　　　　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は（「入札情報かわさき」の「契約関係規定」）で閲

覧できます。ＵＲＬは４⑶と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑵に同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第107号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　　件　　名　宮前市民館総合施設舞台運営管理

　　　　　　　　　業務委託

　⑵ 　　履行場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　　　宮前市民館他

　⑶ 　　履行期間　平成31年４月１日から
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　　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　　業務内容　 受付業務、舞台運営、施設・設備の

保守管理、使用料の収納事務。

２ 　入札参加者の資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度の川崎市業者委

託有資格業者名簿に業種「その他」の種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間（平成28年度以降）で本市又は官公庁

と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書の配布及び提出場所

　　　〒216－0006　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　宮前市民館　３階事務室

　　　電　話（代表）044－888－3911

　　　ＦＡＸ　044－856－1436

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月20日

（水）までの午前９時00分から午後５時00分まで

（２月16日（土）、２月17日（日）、２月18日（月）

を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

４ 　入札説明書に関する事項

　⑴ 　入札説明書の縦覧

　　ア 　縦覧場所　３⑴競争入札参加申込書の配布場所

　　イ 　縦覧期間　平成31年２月12日（火）から

　　　　　　　　　平成31年２月20日（水）まで

　　　　　　　　　（２月18日（月）は除く）

　　ウ 　縦覧時間　午前９時00分から午後５時00分まで

　⑵ 　競争入札参加申込書を提出した者には、無償で入

札説明書を交付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格

があると認められた者には、次により競争参加資格確

認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時　平成31年２月27日（水）

　　　　　　　　午前９時30分から午後５時00分まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書を持って行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　　ウ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月８日（金）午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　宮前市民館　４階第３会議室

　⑶ 　入札保証金は、免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の契約関

係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、競争入札参加申込書の配布時同封の入札

説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　本件の落札決定の効果発生は、平成31年第１回川

崎市議会定例会における、本件に係る予算の議決を

要します。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第108号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 平成31年度ふれあい―障害福祉の案内―作成業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局障害計画課ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成31年８月31日

　⑷ 　業務概要

　　　平成31年度ふれあいの作成業務を委託するもの。

　　 　作成にあたっては原稿の校正のほか、「ふれあい」

の印刷・納入を行うものとする。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他」種目「印刷企画」

で登録されている者で、川崎市内中小企業に限る。

　⑷ 　平成21年４月１日以降に１冊150ページ以上の官

公庁発行印刷物について校正・印刷・製本の履行実

績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局　障害保健福祉部　障害計画課

　　　電話番号　044－200－0874

　　　ＦＡＸ　　044－200－3932

　　　E-mail　　40syokei@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）までの（土曜日、日曜日、祝日は除きます。）

午前９時から午後５時までとします。（正午から午

後１時の間は除きます。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　平成21年４月１日以降に１冊150ページ以上の

官公庁発行印刷物について校正・印刷・製本の履

行実績を有することを証明する書類。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成31年２月12

日（火）から平成31年２月18日（月）まで縦覧に供し

ます（土・日及び休日を除く毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　イ 　交付日時

　　　 　平成31年２月21日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　　　 　ただし、平成31・32年度川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを

登録している場合は、平成31年２月21日（木）ま

でに入札参加資格確認通知書及び入札説明書を電

子メールにより送付します。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月22日（金）午前９時から

　　　平成31年２月26日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。
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　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3932

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月４日（月）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年３月13日（水）　午前11時

　　イ 　入札場所

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｅ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第109号

　平成31年度麻生区農と環境を活かしたまちづくり運営

支援業務委託の業者選定に関する公募型企画提案方式の

実施について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　 麻生区農と環境を活かしたまちづくり運営支援業務

委託

２ 　履行期間

　　平成31年４月１日から平成32年３月31日

３ 　事業概要

　 　本事業は、麻生区内にある農業資源や緑地などの環

境資源を活用した地域活性化や里山保全利活用を推進

するため、「黒川地域　農と環境を活かしたまちづく

り　実施計画」に基づき、黒川地域連携協議会専門部

会の運営支援、および各取組みの実施支援を目的とす

る。

４ 　業務内容

　⑴ 　地域意見交換会（１回）及び黒川地域連携協議会

専門部会の資料作成と運営支援（２回×３部会）

　⑵ 　黒川地域連携イベント・会議の実施・運営支援

（会議１回、イベント５回程度）

　⑶ 　平成31年度実施事項のとりまとめ、実施計画の修

正・更新

　⑷ 　岡上地区における地域イベント開催に向けた調整

業務の支援

　⑸ 　農と環境を活かした地域主催イベント等への広報

支援

５ 　契約上限額

　　3,431,000円

　　（消費税及び地方消費税10％相当額を含む。）

６ 　参加資格

　⑴ 　参加意向申出書提出時までに、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格者業者名簿の当該契約に対応す

る業種である「20：調査・測定・99：他調査」につ

いて登録されている者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立てがなされていない者又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開

始の申立てがなされていない者

　⑸ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に基づく、暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認め

られる者でないこと。

７ 　参加意向申出書の提出

　⑴ 　提出期間

　　　平成31年２月12日（火）から２月25日（月）まで

　　　（持参の場合は閉庁日を除く。）

　⑵ 　提出場所

　　　麻生区役所まちづくり推進部企画課

　　　（所在地等は13を参照）

　⑶ 　提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送（書留等の配達記録が残る方法に限る。）

８ 　委託業務及び企画提案書等に関する質問

　⑴ 　提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から２月19日（火）まで

（持参の場合は閉庁日を除く。）

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送（書留等の配達記録が残る方法に限る。）

　　ウ 　電子メール（着信確認を要する。）

　⑷ 　回答

　　 　原則として、質問提出日の翌開庁日に川崎市麻生

区役所ホームページに掲載する。

９ 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出期間

　　　平成31年２月26日（火）から３月４日（月）まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　　７⑷と同様

10　企画提案書等の提出書類

　⑴ 　企画提案書（様式自由）

　⑵ 　業務実施体制（様式３）

　⑶ 　予定技術者経歴等（様式４－１、４－２、４－３）

　⑷ 　所要経費・見積書（様式自由）

11　プレゼンテーション

　⑴ 　日時

　　 　平成31年３月11日（月）午後１時30分～３時の間

で別途郵送にて通知します。

　⑵ 　場所

　　　川崎市麻生区万福寺１－５－１

　　　麻生区役所４階第４会議室

　⑶ 　時間

　　 　各社30分（提出書類の説明20分、質疑応答10分）

12　評価基準について

　⑴ 　提案内容

　⑵ 　業務遂行体制

　⑶ 　技術者評価

　⑷ 　所要経費・見積額

13　担当部局

　　川崎市麻生区役所まちづくり推進部企画課

　　〒215－8570　川崎市麻生区万福寺１―５―１

　　電話（直通）　044－965－5112

　　ＦＡＸ　044－965－5200

　　メールアドレス　73kikaku@city.kawasaki.jp

14　その他

　⑴ 　「平成31年度　麻生区農と環境を活かしたまちづ

くり運営支援業務委託　公募型企画提案実施要領」

及び各様式については、川崎市麻生区役所ホームペ

ージ上に掲載する。

　⑵ 　詳細は、「平成31年度　麻生区農と環境を活かし

たまちづくり運営支援業務委託公募型企画提案実施

要領」を参照すること。

　⑶ 　企画提案書等作成に伴う費用は、参加業者の負担

とする。

　⑷ 　本件の予算金額及び契約金額の決定の効果は、平

成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に

係る予算の議決を要するものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第110号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　平成31年度高齢者向け軽作業委託

　⑵ 　履行場所

　　　大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日（月）から

　　　平成32年３月31日（火）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。
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２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「除草、

せんてい等樹木管理」及び業種「建物清掃等」種目

「建築物清掃」に登載予定とされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　一戸

　　　電　話　044－200－2638（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。（土・日曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月21日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前８時30分から平成31

年２月15日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月18日（月）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、平成31年度高齢者向け軽作業委託にか

かる費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（平成31年10月以降は10％）

（消費税及び地方消費税）に相当する額を加算し

た金額でもって落札価格とするので、入札者は見

積もった契約金額の108分の100（平成31年10月以

降は110分の100）に相当する金額を入札書に記載

してください。
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　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年２月26日（火）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第111号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市老人いこいの家警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　大島老人いこいの家他19箇所

　　　（川崎区大島１－９－６他）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日（月）から

　　　平成34年３月31日（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「警備」種目「機械警備」

に登載予定とされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　一戸

　　　電　話　044－200－2638（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。（土・日曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
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提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月21日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前８時30分から平成31

年２月15日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月18日（月）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、川崎市老人いこいの家警備業務委託に

係る費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（平成31年10月以降は10％）

（消費税及び地方消費税）に相当する額を加算し

た金額でもって落札価格とするので、入札者は見

積もった契約金額の108分の100（平成31年10月以

降は110分の100）に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月26日（火）　午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
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　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第112号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　大師老人いこいの家他42箇所冷暖房設備等

　　　保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他

　　　42箇所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日（月）から平成32年３月31日

　　　（火）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」種目「空

調・衛生設備」に登載予定とされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　一戸

　　　電　話　044－200－2638（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月21日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前８時30分から平成31

年２月15日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月18日（月）全社に文書（電子メール）
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にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、大師老人いこいの家他42箇所冷暖房設

備等保守点検業務に係る費用の合計金額で行いま

す。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（平成31年10月以降は10％）

（消費税及び地方消費税）に相当する額を加算し

た金額でもって落札価格とするので、入札者は見

積もった契約金額の108分の100（平成31年10月以

降は110分の100）に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年２月28日（木）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイ

ト の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第113号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市在宅ねたきり高齢者寝具乾燥事業委託

　⑵ 　履行場所

　　　 発注者が指定するサービス提供対象者の自宅及び

受託者が用意した作業場所

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結日から平成32年３月31日（火）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度業務委託有資格

業者名簿の業種「その他業務」種目「介護、保育、
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福祉の業務サービス」に登載予定とされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたきり

高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業務の

契約実績があること。

　⑸ 　寝具乾燥及び寝具丸洗いをする上でクリーニング

業法上必要な届出等を、所管の保健所等にしている

こと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたき

り高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業

務の契約実績があることを証する書類

　　　※ 　 一般競争入札参加資格確認申請書は、川崎市

ホームページ「入札情報かわさき」（URL　

http://www.city.kawasaki.jp/233300/） か

らダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　清野

　　　電　話　044－200－2677（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）までの午前８時30分から正午及び午後１時00

分から午後５時15分までとします。

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送（提出期間内必着）又は持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　 　電子メールのアドレスを登録していない場合は、直

接取りに来るようお願いします。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月20日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時00分から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑵に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑵の場所において、３⑶の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL　http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）からダウンロードできます。なお、イ

ンターネットから入手できない者には、申し出によ

り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託

有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、確認書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月20日（水）午前８時30分から平成31

年２月22日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　　※ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（URL

　http://www.city.kawasaki.jp/233300/） か ら

ダウンロードできます。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メールによります。質問後は３⑵の担当者に

メールの到着を確認してください。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月25日（月）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は要綱に定める寝具乾燥及び寝具丸洗いに

要する公費負担額のそれぞれの単価の合計金額、

すなわち、２種類のサービスにおける公費負担額

が100％、95％、90％の際の計６単価の合計金額
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で行います。なお、その際公費負担額を算定する

にあたって係数を乗じた際に発生した小数点以下

の数値は切り上げるものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額でもって落札価格とするので、入札者は税

抜きの金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年２月28日（木）　午後２時

　　イ 　入札場所　

　　　　〒212－0013

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室10Ｃ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑵の場所及び川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL　http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑵に同じです。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。

10　実施見込み件数

利用者負担率 実施見込み数

寝具乾燥

０％  ８件

５％  ２件

10％  34件

寝具丸洗い

０％  28件

５％  ２件

10％ 342件

合計 416件

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第114号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市老人福祉電話相談センター運営事業委託

　⑵ 　履行場所

　　　仕様書に基づき設置される老人福祉電話相談

　　　センターほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日（平成31年４月１日（月）予定）から

　　　平成32年３月31日（火）まで

　⑷ 　業務概要

　　　老人福祉電話相談センターの運営業務

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度業務委託有資格

業者名簿の業種「その他業務」種目「その他」に登

載予定とされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で本市又は他の政令指定都市におい

て、コールセンター運営業務の契約実績を有するこ

と。

　⑸ 　「ISO/IEC27001」情報セキュリティマネジメント

システムの認証を有している、若しくは一般財団法

人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク

制度の認定を受けていること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及びその他の書類を提出しな



（第1,764号）平成31年(2019年)２月12日 川 崎 市 公 報

－478－

ければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　過去２年間で本市又は他の政令指定都市におい

て、コールセンター運営業務の契約実績を有する

ことを証する書類

　　ウ 　「ISO/IEC27001」情報セキュリティマネジメン

トシステムの認証を有している、若しくは一般財

団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシー

マーク制度の認定を受けていることを証する書類。

　　　※ 　 一般競争入札参加資格確認申請書は、川崎市

ホームページ「入札情報かわさき」（URL　

http://www.city.kawasaki.jp/233300/） か

らダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　清野

　　　電　話　044－200－2911（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）までの午前８時30分から正午及び午後１時00

分から午後５時15分までとします（土曜日及び日曜

日は除く）。

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送（提出期間内必着）又は持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　 　電子メールのアドレスを登録していない場合は、直

接取りに来るようお願いします。

　⑴ 　場所

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月20日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時00分から午後５時15分まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑵の場所において、３⑶の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL  http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）からダウンロードできます。なお、イ

ンターネットから入手できない者には、申し出によ

り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託

有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、確認書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月20日（水）午前８時30分から平成31

年２月22日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　　※ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（URL  

http://www.city.kawasaki.jp/233300/）からダ

ウンロードできます。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メールによります。質問後は３⑵の担当者に

メールの到着を確認してください。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月25日（月）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、「川崎市老人福祉電話相談センター運

営事業委託」に係る費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　　 　なお、１回で落札しない場合は、再度入札を２

回、計３回の入札を行いますので、その分の入札

書を用意してください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額でもって落札価格とするので、入札者は税
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抜きの金額を入札書に記載してください

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年２月28日（木）午後４時

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　　会議室10Ｃ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑵の場所及び川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL  http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑵に同じです。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第115号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　教育委員会事務局文書集配業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　教育委員会事務局総務部庶務課、本市が指定する

　　　集配所等

　⑷ 　委託概要

　　 　集配車両をもって本市が指定する集配所を巡回

し、信書等を集配する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」種目「運

送業務」に登録されていること。

　⑷ 　民間事業者による信書の送達に関する法律（平成

14年法律第99号）第29条に規定する特定信書便事業

の許可を受けていること。

　⑸ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　　　（明治安田生命川崎ビル３階）　住田

　　　電話　044－200－3257（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　民間事業者による信書の送達に関する法律第29

条の規定に基づく特定信書便事業の許可証の写し

　　ウ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し
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　⑷ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、一般競争入札参加確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月22日（金）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年２月12日（火）から平成31年２月19日（火）まで

（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年２月22日（金）から平成31年２月28日

（木）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月１日（金）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月７日（木）　午前10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　教育委員会事務局会議室

　　　　（明治安田生命川崎ビル10階）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約金額の総額（消費税を含ま

ない）を入札書に記載してください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第116号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　教育委員会事務局文書仕分け業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　⑷ 　委託概要

　　 　発注者が委託した運搬業者が回収した集配物等を

文書集配棚へ仕分ける。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「その他」種目「その他」に

登録されていること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を持参により提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　　　（明治安田生命川崎ビル３階）　住田

　　　電話　044－200－3257（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、一般競争入札参加確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月22日（金）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年２月12日（火）から平成31年２月19日（火）まで

（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年２月22日（金）から平成31年２月28日

（木）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月１日（金）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月７日（木）　午前11時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　教育委員会事務局会議室

　　　　（明治安田生命川崎ビル10階）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
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予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約金額の総額（消費税を含ま

ない）を入札書に記載してください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第117号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　　　平成31年度　川崎市居住安定化

　　　　　　　　　　　支援事業業務委託

　⑵ 　履行場所　　　　主に川崎市内

　⑶ 　履行期間　　　　平成31年４月１日から

　　　　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務委託の概要　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」における業種「その他業務」

の種目「福祉の業務サービス」に登載されているこ

と

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　この業務委託について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること

　⑸ 　確実に業務完了に至ること

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　村野

　　　電　話　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月13日（水）から平成31年２月18日

（月）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　平成31年２月21日（木）

　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年

２月13日（水）から平成31年２月18日（月）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時　平成31年２月19日（火）

　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室
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６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成31年２月19日（火）から

平成31年２月25日（月）午前10時まで、入札説明書に

添付の質問書にて受付けます。また、ＦＡＸで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については平成31年２月27日（水）、全

社にＦＡＸにて送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法 

　　 　業務費用総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方

消費税抜きとしてください。なお、詳細は入札説明

書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日（火）午後２時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本委託に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第118号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　北部市場冷蔵庫保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務内容　仕様書（添付資料）のとおり

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」の種目

「空調・衛生設備保守点検」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年以内において、本件冷蔵庫保守点検業務

と種類、規模をほぼ同じくする契約実績があること

（契約実績を証明できる契約書、仕様書のコピーを

書面にて競争参加申込書と共に提出すること。）。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　　次により、競争入札参加申込書を配布します。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階）　施設維持係　担当　坂本

　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）（土・日曜日を除く午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）とします。

　　※ 平成31年２月12日（火）から平成31年２月15日

（金）までに文書（郵送又はｗｏｒｄ等で作成し

たものをメールに添付でも可）により申し出た者
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は、メールで競争入札参加申込書を送付します。

４ 　競争入札参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争入札参加申込書を提出しなければならない。

　⑴ 　提出場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　上記３⑵と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　過去２年以内において、類似契約実績を証明で

きるもの

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により確

認通知書を交付します。また、希望する場合にはメー

ルで送付します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時 　平成31年２月22日（金）午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問方法　郵送、ＦＡＸ及びメールにて受付します。

　⑶ 　質問受付期間 

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月25日

（月）まで（土・日を除く毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　⑷ 　質問の様式

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロード可能です。

　⑸ 　質問への回答

　　 　質問への回答は平成31年２月25日（月）から平成

31年３月４日（月）までの間にメール又は郵送で回

答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書について

　　 　入札書は川崎市契約規則で定める入札書をもって

行い、入札書を入札件名が記載された封筒に入れて

提出してください。

　⑵ 　入札書の提出方法　持参

　⑶ 　入札書の提出日時　平成31年３月15日（金）

　　　午後２時

　⑷ 　入札書の提出場所

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階　第１会議室）

　⑸ 　入札保証金

　　 　免除（ただし、競争参加資格を有する者が入札す

る場合において、契約を締結することが確実である

と認められるとき。）

　⑹ 　開札の日時　上記８⑶に同じ

　⑺ 　開札の場所　上記８⑷に同じ

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑼ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑽ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、消費税抜きの金額を入札書に記

載してください。

９ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、１回目の入札で川崎市競争入札参加心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　平成31年４月１日

12　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した
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場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」

内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

13　その他

　⑴ 　詳細は仕様書によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

 以上　　

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第119号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　給与支給明細書・口座振込通知書作成等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所　他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　給与支給明細書・口座振込通知書作成等業務

　　　「入札仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「その他業務」、種目「印刷物の

デザイン」又は「その他」に登載されていること。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　川崎市内に本社があること。

　⑸ 　この調達物件について確実に納入することができ

ること。

　⑹ 　印刷業務について、本市に対し、類似の契約実績

があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　 　ただし、一般競争入札参加資格確認申請書の郵送に

よる提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　総務企画局人事部労務課　　山田・南　担当

　　　電話　　044－200－2111（代表）

　　　044－200－2134（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3754

　　　メール　yamada-no@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月15日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月18日（月）

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年２月12日（火）から平成31年２月15日（金）まで

縦覧に供します（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　　 　質問受付期間は、平成31年２月18日（月）から平

成31年２月20日（水）までとします（土曜日、日曜

日及び祝祭日を除く、毎日午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで）。また、質

問については、入札説明書に添付の「質問書」にて

お願いします（ＦＡＸ又は電子メールにてお願いし

ます。）。

　　 　なお、回答については平成31年２月21日（木）以

降、全社に文書（ＦＡＸ又は電子メール）にて送付

します。
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６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札金額は単価の合計金額とします。各印刷帳

票の種類ごとに税抜きの単価を積算し、その単価

の合計金額を算出してください。なお落札した場

合の契約単価については、後述の「８　契約の手

続等」の「⑷契約単価」を御参照ください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入

札件名記載の封筒に封印して提出してください。

　　ウ 　開札に立ち会う者は入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に

関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任

をした書類を事前に提出しなければなりません。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月25日（月）　午後１時30分

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎

　　　　　　　（川崎区東田町５－４）

　　　　　　　５階総務企画局庶務課会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

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

もって落札価格としますので、入札参加者は、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、見積もった契約希望金額から消費税及び地

方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記

載するものとします。ただし、別途指示があったも

のについては、それに従うものとします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の規定により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします（川崎市が案を作成します。）。落札

者は契約書２通に記名押印の上、速やかに３⑴の場

所に持参してください。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　契約単価

　　 　契約単価は次の算式により求めた金額となりま

す。予定価格、予定単価は入札後、別途落札者に通

知いたします。

　　 　契約単価＝入札額（単価合計）÷予定価格（単価

合計）×明細ごとの予定単価

　⑸ 　落札決定の効果

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第120号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特を定める規

則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について

公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び供給内容

　　川崎市立殿町小学校ほか51校で使用する電力の供給

　　12,041,000ｋＷｈ

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　教育委員会事務局総務部学事課

　　川崎市川崎区宮本町６番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成31年１月15日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号

　　代表取締役　穐山　泰治

５ 　落札金額（消費税額及び地方消費税額を除く。）

　　203,981,396円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札
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７ 　入札の公告（及び公示）を行った日

　　平成30年11月26日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第121号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特を定める規

則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について

公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び供給内容

　　川崎市立橘小学校ほか58校で使用する電力の供給

　　14,723,000ｋＷｈ

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　教育委員会事務局総務部学事課

　　川崎市川崎区宮本町６番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成31年１月15日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社　

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号

　　代表取締役　穐山　泰治

５ 　落札金額（消費税額及び地方消費税額を除く。）

　　249,264,812円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（及び公示）を行った日

　　平成30年11月26日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第122号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特を定める規

則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について

公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び供給内容

　　川崎市立大師中学校ほか60校で使用する電力の供給

　　21,983,000ｋＷｈ

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　教育委員会事務局総務部学事課

　　川崎市川崎区宮本町６番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成31年１月15日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号

　　代表取締役　穐山　泰治

５ 　落札金額（消費税額及び地方消費税額を除く。）

　　354,714,662円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（及び公示）を行った日

　　平成30年11月26日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第123号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 北部市場産業廃棄物（汚泥）処分業務

委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

　⑷ 　業務内容　 北部市場から排出される汚泥の処分業

務（詳細は仕様書のとおり）

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物」の種目「産廃処

分」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本件業務と類似の契約実績があること（契約実績

を証明できるものを書面にて競争参加申込書と共に

提出すること）。

３ 　入札説明書・競争参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで（土・日曜日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　　 ※平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月15日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗｏｒ

ｄ等で作成したものをメールに添付でも可）により

申し出た者は、メールで入札説明書・競争参加申込

書を送付します。
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４ 　競争参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争参加申込書を提出しなければならない。

　⑴ 　提出場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　上記３⑵と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　本市又は他官公庁においての類似契約実績を証

明できるもの

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により確認通

知書を交付します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　 平成31年２月22日（金）午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時ま

で

　　※ 平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月15日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗｏ

ｒｄ等で作成したものをメールに添付でも可）に

より申し出た者は、メールで競争参加資格確認通

知書を送付します。

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間　 平成31年２月12日（火）から平成

31年２月25日（月）まで（土・日

を除く毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

とします。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書について

　　 　入札書は川崎市契約規則で定める入札書をもって

行い、入札書を入札件名が記載された封筒に入れて

提出してください。

　⑵ 　入札書の提出方法　持参又は郵送

　⑶ 　入札書の提出日時　平成31年３月12日（火）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　　　なお、郵送の場合は、平成31年３月11日（月）

　　　午後４時必着

　⑷ 　入札書の提出場所・郵送先

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階　第１会議室）

　　　郵送先は上記３⑴に同じ

　⑸ 　入札保証金　免除（ただし、競争参加資格を有す

る者が入札する場合において、契約を締結すること

が確実であると認められるとき。）

　⑹ 　開札の日時　上記８⑶に同じ

　⑺ 　開札の場所　上記８⑷に同じ

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑼ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑽ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、消費税抜きの金額を入札書に記

載してください。

９ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格確

認通知書の提示を求めますので必ず持参してください。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください）。

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、１回目の入札で川崎市競争入札参加心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　平成31年４月１日

12　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書等によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　契約課ホームページ「入札情報かわさき」内の、

川崎市契約条例、川崎市契約規則等を御確認ください。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第124号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　北部市場産業廃棄物（汚泥）清掃・

　　　　　　　　収集運搬業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務内容　 北部市場から排出される汚泥の清掃及

び収集運搬業務（詳細は仕様書のとお

り）

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物」の種目「産廃収

集」に、地域区分「市内」企業規模「中小企業」で

登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本件業務と類似の契約実績があること（契約実績

を証明できるものを書面にて競争参加申込書と共に

提出すること）。

３ 　入札説明書・競争参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで（土・日曜日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　　　 ※平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年

２月15日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗ

ｏｒｄ等で作成したものをメールに添付でも可）

により申し出た者は、メールで入札説明書・競争

参加申込書を送付します。

４ 　競争参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争参加申込書を提出しなければならない。

　⑴ 　提出場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　上記３⑵と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　本市又は他官公庁においての類似契約実績を証

明できるもの

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により確認通

知書を交付します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時 　平成31年２月22日（金）午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時まで

　　 ※平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月15日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗｏｒ

ｄ等で作成したものをメールに添付でも可）により

申し出た者は、メールで競争参加資格確認通知書を

送付します。

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間 　平成31年２月12日（火）から平成

31年２月25日（月）まで（土・日を

除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで）としま

す。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書について

　　 　入札書は川崎市契約規則で定める入札書をもって

行い、入札書を入札件名が記載された封筒に入れて

提出してください。

　⑵ 　入札書の提出方法　持参又は郵送

　⑶ 　入札書の提出日時

　　　平成31年３月14日（木）

　　　午前10時

　　　なお、郵送の場合は、平成31年３月13日（水）

　　　午後４時必着

　⑷ 　入札書の提出場所・郵送先

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階　第１会議室）

　　　郵送先は上記３⑴に同じ

　⑸ 　入札保証金　免除（ただし、競争参加資格を有す

る者が入札する場合において、契約を締結すること

が確実であると認められるとき。）

　⑹ 　開札の日時　記８⑶に同じ
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　⑺ 　開札の場所　上記８⑷に同じ

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑼ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑽ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、消費税抜きの金額を入札書に記

載してください。

９ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください）。

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、１回目の入札で川崎市競争入札参加心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　平成31年４月１日

12　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書等によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　契約課ホームページ「入札情報かわさき」内の、

川崎市契約条例、川崎市契約規則等を御確認ください。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第125号

　　　入　　札　　公　　告

　川崎市幸区役所行政サービス総合案内及び庁舎警備等

業務委託に関する一般競争入札について、次のとおり公

告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　川崎市幸区役所行政サービス総合案内及び庁舎警

備等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所庁舎

　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市幸区役所の行政サービス総合案内及び庁舎

警備等、これらに付随する業務等を行う。詳細は仕

様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格者名簿の業種「警備」種目「人的警備」に

登載されていること。

　⑷ 　国又は地方公共団体において類似の契約実績があ

ること。

　⑸ 　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい

ること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　担当：大鶴

　　　電話　044－556－6603

　　　 ※一般競争入札参加申込書は、川崎市のホームペ

ージからダウンロードができます。（「入札情報か

わさき」－「入札情報」の「委託」－「入札公表・

財政局」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html））

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）までの次の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。
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　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書の写し

　　ウ 　情報セキュリティに関する規格の認証取得を証

明する書類の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り一般競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び

仕様書等を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月20日（水）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります（３⑴あて、質

問書を送付した旨を電話で御連絡をお願いします。）。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月20日（水）午前９時から平成31年２

月22日（金）午後４時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月27日（水）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又

はＦＡＸにより送付します。なお、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けていない者からの質

問に関しては、回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年３月６日（水）　午後４時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　幸区役所４階第３会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」－「契約関係規定」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）で閲覧

することができます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「入

札・契約関連情報」→「特定契約（公契約）に関す

る情報」を御確認ください。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。
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　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第126号

　　　入　　札　　公　　告

　幸市民館日吉分館保安警備業務委託に関する一般競争

入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　幸市民館日吉分館保安警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸市民館日吉分館

　　　（川崎市幸区南加瀬１－７－17日吉合同庁舎）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　別紙仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種16「警備」の種目02「人的警

備」に登載されていること。

　⑸ 　本委託業務の遂行にあたり、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　⑹ 　過去２年以内（平成29年度以降）に本市又は他官

公庁（国及び地方自治体）において、本委託業務の

内容及び規模をほぼ同じくする契約実績を有するこ

と。ただし発注者と直接契約を締結し履行した元請

としての実績に限る。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0055　川崎市幸区南加瀬１－７－17

　　　日吉合同庁舎３階　幸市民館日吉分館　受付

　　　電　話　044－587－1491

　　　ＦＡＸ　044－587－1494

　　　E-mail　88hiyosi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　上記２⑹に示す実績が確認できる契約書の写し

及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者に、入札

説明書を配付します。

　 　なお、入札説明書は、上記「３⑴配布・提出場所及

び問合せ先」の場所において、上記「３⑵配布・提出

期間」に縦覧に供するとともに、川崎市のホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「入札情報」で閲覧するこ

とができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月26

日（火）午後５時までに平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月26日（火）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年３月１日

（金）まで

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、上記「⑴配

布・提出場所及び問合せ先」のＦＡＸ番号又は電子
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メールアドレス宛て送付してください。また、ＦＡ

Ｘ・電子メールで質問する場合は、「質問書」を送

信した旨を上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ

先」の所管課まで電話連絡願います。

　⑸ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、上記「３⑴配布・提出場所

及び問合せ先」の場所において、平成31年３月５日

（火）の午前９時から正午までと、午後１時から午

後５時まで縦覧に供するとともに、平成31年３月５

日（火）に、競争参加資格確認通知書の交付を受け

た者（審査の結果、入札参加資格があると認められ

なかった者を除く。）へＦＡＸ又は電子メールにて

送付します。尚、回答を受信した旨を上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」の所管課まで電話連絡

願います。なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を控除した金額（消費税等を含まない契約希

望金額）を入札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する金額を加

算した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時

　　　　平成31年３月８日（金）　午後２時

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　川崎市幸区南加瀬１－７－17日吉合同庁舎３階

　　　　幸市民館日吉分館　第２学室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。また開札には

一般競争入札参加資格確認通知書を必ず持参してくだ

さい。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

11　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、上記「３⑴　

配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第127号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その１保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち陸上移動局の

保守点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円

滑な遂行を維持することを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入
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札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第128号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その２保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち陸上移動局の

保守点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円

滑な遂行を維持することを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所
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において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午前10時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　　（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第129号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その３保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち陸上移動局の

保守点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円

滑な遂行を維持することを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入
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札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第130号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その４保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち陸上移動局の

保守点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円

滑な遂行を維持することを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所
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において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午前11時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第131号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　ヘリコプターテレビ電送システム（地上設備）保

守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防局総合庁舎に設置されているヘリコプターテ

レビ電送システム地上設備の保守点検業務と障害対

応業務を行い、消防業務の円滑な遂行を維持するこ

とを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　 平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時ま

で及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。
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　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午後１時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会

定例会における、本調達に係る予算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第132号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　消防業務用無線機（航空局）保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　東京都江東区新木場４－７－53　東京へリポート内

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち航空局の保守

点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円滑な

遂行を維持することを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者
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には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第133号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　消防業務用無線機（船舶局）保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町15－４ 　千鳥町出張所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち船舶局とレー

ダーの保守点検業務と障害対応業務を行い、消防業

務の円滑な遂行を維持することを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　 平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時

　　　 （平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜日

を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　３⑴の場所、又は電子メール

　　　（84sirei@city.kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２ 　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入
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札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午後２時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第134号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　消防救急デジタル無線用無停電電源装置

　　　バッテリー交換業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ほか

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年９月30日

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防救急デジタル無線設備で用いてい

る無停電電源装置のバッテリー調達、交換、試験調

整等の作業を実施します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて電源装置等に関する類似の契約を締結し、す

べて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　 平成31年２月12日から平成31年２月19日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時ま

で及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所
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において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月22日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月26日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年３月１日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午後３時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第135号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータ等の

　　　賃貸借及び保守に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市インターネット・データ・センター

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年６月１日から平成36年５月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付け

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　根本・佐藤

　　　電話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までとします。（土曜日・日曜日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場　　所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日　　時

　　　平成31年２月22日（金）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年

２月12日（火）から平成31年２月19日（火）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日　　時

　　　平成31年２月22日（金）

　　 　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場　　所

　　　川崎市役所　第３庁舎９階

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ。

　 　仕様に関する質問は、平成31年２月22日（金）から

平成31年２月28日（木）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日を除く、毎日午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　 　なお、回答については平成31年３月６日（水）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品が仕様書に合致

することを示すため、納入予定の物品の商品説明書

（カタログ等）を平成31年３月８日（金）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、競争入札参加者は、開札日の前日までの間におい

て、本市から該当書類に関し説明を求められたときに

は、これに応じなければなりません。

８ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
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加資格を喪失します。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。な

お、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月12日（火）午後２時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金 

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第136号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　南部防災センターの電気需給に関する契約

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市川崎区小田７丁目３番１号

　　　（川崎市南部防災センター）

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約88,266キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として

許可を得ている者、又は同法第16条の２第１項の規

定に基づき特定規模電気事業者として届出を行って

いる者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他物品販売」、種目「電

気供給」に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入するとともに、アフター

サービスを本市の求めに応じて、速やかに提供でき

ること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書を持参により提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　木内
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　　　電　話　044－200－3553（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月27日

（水）までの午前８時30分から午後５時15分までと

します。ただし、閉庁日及び開庁日の正午から午後

１時00分までを除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　電気事業法に基づき一般電気事業者又は特定規

模電気事業者であることを確認できる許可証等の

写し

　　ウ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱に基づく通知

書（電気事業者用）の写し

　　 　上記イ、ウの書類については提出者において作成

し、係る費用は提出者の負担とします。なお、提出

した書類に関して説明を求められた場合には、これ

に応じなければなりません。また、提出された書類

は返却しません。

　⑷ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

入札説明書及び仕様書を電子メールで送信します。

また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年３月１日（金）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時00分から午後５時15分まで

　　 　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登

録している場合は、同日までに電子メールで配信さ

れます。

　⑵ 　場所

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年３月４日

（月）までの午前８時30分から午後５時15分までと

します。ただし、持参の場合は、閉庁日及び開庁日

の正午から午後１時00分までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります。質問書を送付

した場合は、送付した旨を「３⑴配布・提出場所及

び問い合わせ先」の問い合わせ先に電話にて御連絡

ください。

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月６日（水）午後５時15分までに、入

札参加資格を有する者へ電子メール又はＦＡＸにて

回答書を送付します。なお、この入札の参加資格を

満たしていない者からの質問に関しては回答しませ

ん。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は予定使用電力量に対する総価（消費税

及び地方消費税を含まない。）で行います。また、

金額の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で

算出してください。

　　ア 　契約電力の基本料金単価及び電力量料金単価を

基に総価を算出してください。なお、基にした単

価により契約を締結するものとします。

　　イ 　入札金額の積算に力率の要素を加味する場合、

その力率は100パーセントとします。

　　ウ 　燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないものとします。

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　　ア 　提出日時

　　　　平成31年３月14日（木）　午後２時00分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　提出場所」に同じ。

　⑷ 　入札保証金
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　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/

epc/index.html）の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この調達の契約手続において使用する言語及び通

貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　入札説明会は開催しません。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第137号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度公害診療報酬等明細書の点検事務等

　　　業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　庁内（健康福祉局保健所環境保健課が指定する場所）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養

の給付に係る公害診療報酬等明細書の点検事務等

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、「平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格名簿」の業種「医療関連」種目「他医

療」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　レセプト点検業務について、官公庁又は地方公共

団体と委託契約を締結し、一定の実績を有する者

３ 　入札説明書、競争参加申込書の配布及び提出並びに

仕様書の閲覧場所

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び仕様書閲覧場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580

　　　（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所環境保健課　今見堂担当

　　　電　話　　　044－200－2488（直通）

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3937

　　　電子メール　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　⑵ 　配布、提出及び閲覧期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時

　　　※ 入札説明書及び競争参加申込書については、川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロードできます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　⑸ 　その他

　　 　競争参加申込書等に関する問合せ先は上記３⑴に

同じ

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様

書の交付

　 　競争参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

められた者には、一般競争入札参加資格確認通知書等

を平成31年２月22日（金）までに、電子メール又はＦ

ＡＸにて交付します。
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５ 　質問書の受付及び回答

　　仕様書に関する質問は、次により行います。

　⑴ 　受付期間

　　 　平成31年２月22日（金）から平成31年２月28日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3937

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月５日（火）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付した全社宛てに、電子メー

ル又はＦＡＸにて送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類について、虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札、開札手続等

　⑴ 　入札、開札の場所及び日時

　　ア 　日時　平成31年３月８日（金）午後３時00分

　　イ 　場所 　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドス

クエア西館12階会議室Ｃ

　⑵ 　入札方法

　　　所定の入札（見積）書を持参し、入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札（見

積）書の代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理

人の押印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必

要です。

　⑶ 　入札（見積）書の記載金額

　　　入札は、単価で行います。

　　 　入札（見積）書には、１枚あたりの見積単価を、

消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してく

ださい。

　⑷ 　入札保証金

　　 　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年規則第28号）第14条の

規定に基づいて作成した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行った者を落

札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報」の「契約関

係規程」において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除できるものとします。また、上

記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償

を川崎市に対して請求することができるものとし、

補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　公告に関する問合せ先は、上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第138号

　　　入　札　　公　　告

　川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽等清

掃業務委託に関する一般競争入札について、次のとおり

公告します。
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　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽

　　　等清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所

　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市の平成31・32年度業務

委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理　電気機

械」及び「施設維持管理　空調衛生」に登載されて

いること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　過去５年以内に国又は地方自治体の施設において

設備保守の類似実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　電話：044－556－6603　

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp

　　　※ 一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ

さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・

落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入

札公表」－「財政局」）

　　　 （http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書写し（契約の件名と契約者の

代表印が確認できるページのみで可）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月21日（木）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで。ただし、電子メールで

配信する場合は平成31年２月21日（木）午前９時か

ら平成31年２月22日（金）午前11時までに配信しま

す。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月21日（木）午前９時から平成31年２

月26日（火）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年３月１日（金）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
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偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年３月５日（火）　午前10時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　　川崎市幸区役所４階　第５会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第139号

　　　入　　札　　公　　告

　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託に関す

る一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所

　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　　　御幸集会所（川崎市幸区河原町１－58）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市の平成31・32年度業務

委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「除

草、せんてい等樹木管理」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　電　話：044－556－6603

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp

　　　※ 一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ

さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・

落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入
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札公表」－「財政局」）

　　　　 （http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月21日（木）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで。

　　 　ただし、電子メールで配信する場合は平成31年２

月21日（木）午前９時から平成31年２月22日（金）

午前11時までに配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月21日（木）午前９時から平成31年２

月26日（火）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年３月１日（金）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年３月５日（火）　午後４時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　　川崎市幸区役所４階　第５会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。
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９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第140号

　　　入　　札　　公　　告

　岡上分館有人警備業務委託に関する一般競争入札につ

いて、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　岡上分館有人警備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区岡上286－１ 　岡上分館

　⑶ 　履行期限　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　　業種　16「警備」　　種目　02「人的警備」

　⑸ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を実施できること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、仕様書の写しを提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒215－0027　川崎市麻生区岡上286－１

　　　麻生区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　岡上地区担当（岡上分館）

　　　電話　044－988－0268

　　　ＦＡＸ　044－986－0472

　　　電子メール　88okaga@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、日曜日、月曜日

は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望

者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」

において、本件の公表情報詳細のページからダウン

ロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31年２月27日（水）までに、平成31・32年度

川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出の

あった電子メールアドレスあて、一般競争入札参加資

格確認通知書を送付します。また、電子メールアドレ

スの登録を行っていない場合はＦＡＸにて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月19日（火）から２月28日（木）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88okaga@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－986－0472

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月５日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者あて電

子メールで送付します。なお、電子メールの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。
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　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は、見積もった

契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当す

る金額を除いた金額を入札書に記載してくださ

い。消費税額及び地方消費税に相当する額は代金

支払いの際に加算しますので、入札書に記載する

総額には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年３月15日（金）　午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市麻生区岡上286－１　岡上分館　集会室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第141号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　北部市場施設保守管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

　⑷ 　業務内容　仕様書（添付資料）のとおり

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」の種目

「電気・機械設備保守点検」、「エレベーター保守点

検」、「空調・衛生設備保守点検」、「消火設備保守点

検」、「ボイラー維持管理」及び「その他の施設維持

管理」のすべてに登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格者名簿に地

域区分「市内」又は「準市内」で登録されている者。

　⑸ 　平成26年４月１日以降、本市又は他官公庁におい

て、本件施設維持管理業務と種類、規模をほぼ同じ

くする契約履行実績があること（契約履行実績を証

明できる契約書、仕様書のコピーを書面にて競争参

加申込書と共に提出すること。）。

３ 　競争入札参加申込書、仕様書の配布等

　 　次により、競争入札参加申込書、仕様書、入札説明

書を配布します。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　（川崎市中央卸売市場北部市場
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　　　管理事務所棟３階）　施設維持係　担当　沢田

　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで（土・日曜日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　　 ※平成31年２月12日（火）から平成31年２月15日

（金）までに文書（郵送又はｗｏｒｄ等で作成した

ものをメールに添付でも可）により申し出た者は、

メールで競争参加申込書等を送付します。

４ 　競争入札参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争入札参加申込書を提出しなければならない。

　⑴ 　提出場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　上記３⑵と同じ

　⑶ 　提出方法　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　平成26年４月１日以降、本市又は他官公庁にお

いての類似契約履行実績を証明できる書類

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月21

日（木）午後５時までに平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　 平成31年２月21日（木）午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問方法　　　 持参、ＦＡＸ及び電子メールにて

受付します。

　⑶ 　質問受付期間　 平成31年２月12日（火）から平成

31年２月27日（水）まで（土・日

を除く毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

とします。

　⑷ 　質問の様式　　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」からダウンロード可能で

すので、御活用ください。

　⑸ 　質問回答縦覧　 質問に対する回答は３⑴の場所に

おいて、平成31年３月４日（月）

の午前９時から正午まで及び午後

１時から午後５時まで縦覧に供す

るとともに、平成31年２月21日

（木）に競争参加資格確認通知書

の交付を受ける者（審査の結果、

入札参加資格があると認められな

かった者を除く。）へ併せて電子

メールで送付する予定です。縦覧

日が変更となる場合は、競争参加

資格確認通知書の交付を受ける者

に連絡します。なお、電子メール

の登録を行っていない場合は、Ｆ

ＡＸで送付します。

７ 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書について

　　 　入札書は川崎市契約規則で定める入札書をもって

行い、入札書を入札件名が記載された封筒に入れて

提出してください。

　⑵ 　入札書の提出方法　持参

　⑶ 　入札書の提出日時　平成31年３月15日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑷ 　入札書の提出場所

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　（川崎市中央卸売市場北部市場管理事務所棟３階

　　　第１会議室）

　　　※出席人数によって変更する可能性あり

　⑸ 　入札保証金　免除（ただし、競争参加資格を有す

る者が入札する場合において、契約を締結すること

が確実であると認められるとき。）

　⑹ 　開札の日時　上記８⑶に同じ

　⑺ 　開札の場所　上記８⑷に同じ

　　　※出席人数によって変更する可能性あり

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑼ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑽ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の消費税相当額を

抜いた金額（つまり、税抜きの金額）を入札書に記

載してください。

９ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
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　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、１回目の入札で川崎市競争入札参加心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　平成31年４月１日

12　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」

内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

13　その他

　⑴ 　詳細は仕様書によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　契約課ホームページ「入札情報かわさき」内の情

報を閲覧、確認を御願いいたします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第142号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市応急手当普及啓発活動事業に関する業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内の各消防署ほか、市内事業所等

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　　別紙仕様書のとおり

２ 　競争参加資格

　 　本件入札は、次の関係する条例、規則等を理解し、

また次の条件をすべて満たす者が参加できるものとす

る。

　⑴ 　関係条例、規則等

　　ア 　川崎市契約条例

　　イ 　川崎市契約規則

　　ウ 　川崎市一般競争入札実施要綱

　　エ 　川崎市入札参加資格者指名停止等要綱

　　オ 　川崎市競争入札参加資格心得

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「その他業務」、種目

「催物会場設営及びイベント,運営・企画」に登録

されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により入札参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　消防局警防部救急課救急指導係

　　　（消防局総合庁舎７階）

　　　電　話　044－223－2624

　　　ＦＡＸ　044－223－2619

　　　Email：84kyukyu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで（土、日及び祝日を除く）の午前９時00

分から正午及び午後１時00分から午後５時00分まで

とします。
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　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から

ダウンロードできます。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明を交付します。

また、一般競争入札参加資格確認書、入札仕様書等

は川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」によりダウンロードすることができま

す。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

４ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問書受付日

　　　平成31年２月22日（金）午前９時00分より

　⑶ 　質問書受付締切日

　　　平成31年２月27日（水）午後５時00分まで

　⑷ 　回答日

　　 　平成31年３月１日（金）に参加者宛て文書（ファ

クシミリ又は電子メール）にて送信します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、一般競争入札

参加資格確認申請書等を提出した者に平成31年２月22

日（金）までに、ファクシミリ又は電子メールで送付

します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時：平成31年３月６日（水）午前10時00分

　　　場所：川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　防局総合庁舎７階第２会議室

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　 　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　 　入札書には、見積もった契約希望金額から消費税

及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載

するものとします。

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参（郵送提出不可）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

　⑺ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」から閲覧することができます。

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口

　　　上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第143号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　西生田中継所他の電気需給に関する契約

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市多摩区西生田５丁目28－１

　　　（川崎市西生田中継所）ほか

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約72,026キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第２条の２の規定に基づき小売電気事業者として登

録を受けている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他物品販売」、種目「電

気供給」に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入するとともに、アフター

サービスを本市の求めに応じて、速やかに提供でき

ること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書を持参により提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室

　　　電　話　044－200－2856（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月15日

（金）の午前８時30分から午後５時まで及び平成31

年２月18日（月）の午前８時30分から正午までとし

ます。ただし、平日の正午から午後１時00分までを

除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　電気事業法に基づき一般電気事業者又は特定規

模電気事業者であることを確認できる許可証等の

写し

　　ウ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱に基づく通知

書（電気事業者用）の写し

　　　 　上記イ、ウの書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。なお、

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出

された書類は返却しません。

　⑷ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

入札説明書及び仕様書を電子メールで送信します。

また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月21日（木）

　　　午前８時30分から午後11時59分まで

　　 　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登

録している場合は、同日までに電子メールで配信さ

れます。

　⑵ 　場所

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月22日

（金）の午前８時30分から午後５時15分まで及び平

成31年２月25日（月）の午前８時30分から正午まで

とします。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日

及び平日の正午から午後１時00分までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
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してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります。質問書を送付

した場合は、送付した旨を「３⑴配布・提出場所及

び問い合わせ先」の問い合わせ先に電話にて御連絡

ください。

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月28日（木）までに、入札参加資格を

有する者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付

します。なお、この入札の参加資格を満たしていな

い者からの質問に関しては回答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は予定使用電力量に対する総価（消費税

及び地方消費税を含まない。）で行います。また、

金額の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で

算出してください。

　　ア 　契約電力の基本料金単価及び電力量料金単価を

基に総価を算出してください。なお、基にした単

価により契約を締結するものとします。

　　イ 　入札金額の積算に力率の要素を加味する場合、

その力率は100パーセントとします。

　　ウ 　燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないものとします。

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　　ア 　提出日時

　　　　平成31年３月５日（火）　午前10時00分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　提出場所」に同じ。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この調達の契約手続において使用する言語及び通

貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　入札説明会は開催しません。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第144号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市立図書館返却図書回収等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　高津図書館、宮前図書館、多摩図書館、

　　　高津市民館、鷺沼行政サービスコーナー、

　　　登戸行政サービスコーナー、

　　　有馬・野川生涯学習支援施設

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要
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　　 　高津市民館、鷺沼行政サービスコーナー、登戸行

政サービスコーナーに設置された返却ポストに返却

された図書等を、それぞれ、高津、宮前、多摩図書

館に搬送する。また、有馬・野川生涯学習支援施設

と宮前図書館との間で図書等を搬送する。

　　　詳細は「仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」、種目

「運送業務」で登録されていること。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　川崎市立中原図書館庶務係　担当　大寺・伊藤

　　電話　：044－722－4932

　　ＦＡＸ：044－733－7524

　　E-Mail：88nakato@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加する者は、次により競争入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）午後５時まで（土曜日・日曜日を除く）。受

付時間は午前９時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　上記３に同じ。

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月21日（木）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールのアドレスを登録されている業者につきま

しては、メール配信をもって交付といたします。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　なお、入札説明書は上記３の場所において平成31

年２月12日（火）から平成31年２月19日（火）午後

５時まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間は午前

９時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で。）縦覧に供します。

　　 　また、入札説明書はインターネットからダウンロ

ードすることもできます。（「入札情報かわさき」の

「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあり

ます。「入札情報かわさき」のアドレスhttp://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月21日（木）午前９時30分から平成31

年２月25日（月）午後５時まで。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。なお、電子メールで送付す

る場合は必ず開封確認メッセージを要求してくださ

い。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月27日（水）午

後５時までに、全社あてにＦＡＸ又は電子メールに

て送付します。万一質問したにも関わらず、期日ま

でに回答がなかった場合はお電話にてご連絡くださ

い。

　　 　なお、電話等による結果の問い合わせには一切応

じません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参してください。
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　　イ 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月５日（火）14時00分

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　開札の日時

　　　８⑴イに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　８⑴ウに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

10　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎

市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得の定めるところによります。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第145号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度に

係る保険契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル７階

　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部

　　　市民活動推進課

　⑶ 　履行期間

　　　 平成31年４月１日午後４時～平成32年４月１日

　　　午後４時

　⑷ 　概要

　　 　川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度実

施要綱に基づき、市内を活動の拠点として行われる

市民活動中の事故によって生じた損害を補償するた

めの川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度

による保険契約を締結する。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しない者。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格者名簿に業種「保険業」種目「保険業」で

登載されている者。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書等の配

布

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書の配

布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）よりダウンロード

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書の配

布期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月18日（月）正午まで
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　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル７階

　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部

　　　市民活動推進課　田中・今中

　　　ＴＥＬ　044－200－2349（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3800

　　　E‐Mail　25simin@city.kawasaki.jp

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月18日（月）正午まで（正午から午後１時の間は除

きます。）

　⑸ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31・32年度川崎市業務委託有資格者名簿へ登

録した電子メールアドレスに一般競争入札参加資格確

認通知書を平成31年２月19日（火）までに交付します。

ただし、申請者がメールアドレスを登録していない場

合、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。また、希望者には入札説明書の印刷物を同様

に配布します。

　⑴ 　場所

　　　３⑶に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月19日（火）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時の間は除きます。）

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　仕様に関する問い合わせ先

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル７階

　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部

　　　市民活動推進課　田中・今中

　　　ＴＥＬ　044－200－2349（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3800

　　　E-Mail　25simin@city.kawasaki.jp

　⑵ 　仕様に関する問い合わせ受付期間

　　 　平成31年２月19日（火）午前９時から平成31年２

月21日（木）午後５時まで

　⑶ 　仕様に関する問い合わせ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、上記⑴の

ＦＡＸ番号または電子メールアドレスあて送付して

ください。

　⑷ 　仕様に関する問い合わせ回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月26日（火）午

後４時までに、ＦＡＸまたは電子メールにて送付し

ます。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争参加資

格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他提出

書類に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札および開札の手続き等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月４日（月）午前９時30分

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局小会議室

　　エ 　入札にあたっての注意

　　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札件名及

び商号又は名称が記入された封筒に入札書を入れ

て、糊で封をして提出してください。また、再度

入札を実施する場合もありますので、再度入札用

の入札書も持参してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札・開札の日時および場所

　　　上記⑴イ、ウに同じ。

　⑷ 　入札金額等

　　ア 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額および地方消費税額を含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑸ 　入札および開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札および開札に立ち会う者は、資格確認通知書

を必ず持参してください。また、入札および開札に

立ち会う者は、入札者またはその代理人とします。

ただし、代理人が入札および開札に立ち会う場合

は、入札に関する権限および開札の立ち会いに関す

る権限を委任したことを示す委任状を入札前に提出

してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、落札

を保留とし、調査を行うことがあります。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により、無効とされた者、および開札
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に立ち会わない者は除きます。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札およ

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　　契約書に代えて保険証券等によるものとします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

　⑷ 　支払条件

　　　平成31年４月中の前金払いとします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、

日本語および日本国通貨に限ります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口は、上記３⑶に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第146号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 住民税額シミュレーションシステム

　　　　　　　　アプリケーションサービス提供及び

　　　　　　　　保守・運用業務

　⑵ 　履行場所　財政局税務部市民税管理課

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成34年３月31日まで

　⑷ 　業務概要 　 住民税額シミュレーションシステムに

係るアプリケーションサービスの提供

及び保守・運用業務

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札説明書に記載されている要件を満たすシステ

ムを提供できること。

　⑷ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種22「電算関連業務」、種目

０１「システム」に登載されていること。

　⑸ 　本業務について、本市又は他官公庁に過去５年以

内に業務を履行した類似の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　財政局税務部税制課　　担当：大澤　

　　　電　話：044－200－2190（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月21日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所 

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書交付日時

　　 　平成31年２月25日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで
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　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　財政局税務部市民税管理課　担当：伊丹・長澤

　　　電　話：044－200－2229（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3907

　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年２月28日

（木）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、平成31年３月４日（月）午後５時15

分までに、競争入札参加資格があると認めた者全社

宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　本業務に係る費用の36か月分の総額（消費税額及

び地方消費税額を含まない。）で行います。

　　 　なお、金額の算定にあたっては、システム運用費

用や改修費用等、業務履行にかかる費用すべてを考

慮して算出してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成31年３月７日（木）　午後２時30分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４　第３庁舎12階

　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第147号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　郵便物集荷・差出代行業務委託

　⑵ 　履行場所　本市指定場所

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 各市税事務所・市税分室での郵便物の

集荷及び指定する郵便局での郵便物の

差出代行

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」、種目「運

送業務」で搭載されていること。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」

で搭載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　本業務について、本市又は他官公庁に過去５年以

内に業務を履行した類似の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　川崎市財政局税務部税制課　　担当：大澤

　　　電　話：044－200－2190（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月21日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約内容を確認できる契約書等の写し

　　　 　上記の書類については提出者において作成し、

係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電

子メールで配信します。

　　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月25日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書と併せて入札説明書及び仕様

書を上記３⑴の場所において無償で交付します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所におい

て、３⑵の期間で縦覧に供します。また、川崎市

のホームページからダウンロードできます。（「入

札情報かわさき」－「入札情報」の「委託」－

「入札公表・財政局」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html））

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年２月28日

（木）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、平成31年３月４日（月）午後５時15

分までに、競争入札参加資格があると認めた者全者

宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
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加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　各市税事務所・市税分室での郵便物の集荷及び指

定する郵便局での郵便物の差出代行の費用の総額

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）で行い

ます。

　　 　なお、金額の算定にあたっては、運搬に係る諸経

費等を含め、業務履行にかかる費用すべてを考慮し

て算出してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成31年３月７日（木）　午後２時00分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４　第３庁舎12階

　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第148号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・

　　　封入封緘外部委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局医療保険部長寿・福祉医療課等

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年11月30日

　⑷ 　業務概要

　　　特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・

　　　封入封緘

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」で種目「そ

の他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　過去10年以内に本市又は他官公庁において類似の

契約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書面（契約実績証明書）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階
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　　　健康福祉局医療保険部長寿・福祉医療課難病医療

　　　担当　吉田

　　　電　話：044－200－0415

　　　ＦＡＸ：044－200－3930

　　　E-mail：40tyojyu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの午前９時00分から正午まで及び午後１

時00分から午後５時00分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出して資格が

確認された者には、次により一般競争入札参加資格確

認通知書及び入札説明書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月21日（木）

　　 　午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から

午後５時00分まで

　　 　ただし、本市業務委託有資格業者名簿へ登録した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、

電子メールで一般競争入札参加資格確認通知書及び

入札説明書を送付します。

　⑶ 　入札説明書の閲覧

　　 　入札説明書は３⑴の場所において平成31年２月12

日（火）から平成31年２月19日（火）まで縦覧に供

します（毎日、午前９時00分から正午まで及び午後

１時00分から午後５時00分まで。）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月21日（木）から平成31年２月25日

（月）までとします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。必

要事項を記入し、電子メールにて送付してくださ

い。また、質問書を送信した旨を担当まで御連絡く

ださい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月28日（木）に、

全社あてに電子メールにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、入札単価にこちらが提示した想定枚数

をかけた金額の総額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書及び内訳書をもって行いま

す（入札書と内訳書には割印をすること）。入札

書は入札件名が記載された封筒に封印して持参し

てください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額をもって落札価格とするので、入札書には

消費税及び地方消費税を抜いた金額を記載してく

ださい。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年３月７日（木）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　〒210－0005

　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　　　パレール三井ビル12階　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　開札に立会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、一般競争参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理

人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関

する権限の委任を受けなければなりません。（入札前

に委任状を提出してください。）

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
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心得第７条の規定により無効とされた者を除きます。

10　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第149号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　　学校施設管理システムサーバ機器の

　　　　　　　　賃貸借及び保守

２ 　履行場所　　川崎市役所第３庁舎３階マシン室

３ 　履行期間　　平成31年９月１日から平成36年８月31日

４ 　業務概要　　仕様書のとおり

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「リース」、種目「事務用

機器」に登載されていること。

　⑷ 　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品納入後、アフターサービスを本市の

求めに応じて、速やかに提供できること。

６ 　競争入札参加資格申請書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　　※ 書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますのでご

注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　　 平成31年２月12日（火）～平成31年２月18日（月）

まで

　　　※ ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午

後４時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　　　　

　　　本波（ほんなみ）担当

　　　電話　044－200－3272

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「仕様書類」をダウンロードしてくださ

い。ダウンロードができない場合、６⑶の期間に６⑷

の場所で配布します。

９ 　質問、回答
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　⑴ 　質問

　　 　本件について質問がある場合は、質問書を提出で

きます。なお、質問書の郵送による提出は認めませ

ん。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　 　平成31年２月19日（火）～平成31年２月25日

（月）まで

　　　 　午前８時30分～正午まで、午後１時～午後４時

まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を平

成31年３月５日（火）までに、全社に文書（平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「物品」の委任先メールアドレスまたはＦＡＸ）に

て送付します。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加資格申請書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物

品」の委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31

年２月20日（水）までに送付します。なお、当該委任

先のメールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで

送付します。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　 　入札金額は、税抜の総額で行います。月額の賃借

料（税抜で１円未満の端数を切り捨てた額）を月数

（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もってください。

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月19日（火）　午前10時

　　イ 　場所　ＪＡセレサみなみビル　３階会議室（川

崎区宮本町２番地31）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限内で、最低価格をもって有効な入札

をおこなった入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査をおこなうことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑹ 　その他

　　 　登録されている代表者の方が来られない場合に

は、代表者及び受任者の記名押印がある委任状を入

札日当日に必ずお持ちください。（様式は入札説明

書に添付の「委任状」を使用してください。）また、

入札を辞退する場合は、「入札辞退届」を提出して

ください。

13　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶ 　前払金　否

14　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算額に

ついて減額又は削除があった場合は、この契約を変

更又は解除することができるものとします。また、

上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補

償を川崎市に対して請求することができるものと

し、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第150号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　　 幸高等学校非常用発電機の賃貸借及び

保守

２ 　履行場所　　川崎市幸区戸手本町１－150

３ 　履行期間　　平成31年７月１日～平成32年３月31日

４ 　業務概要　　仕様書のとおり

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「リース」、種目「レンタ

ル」に登載されていること。

　⑷ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑸ 　この調達物品納入後、アフターサービスを本市の

求めに応じて、速やかに提供できること。

６ 　競争入札参加資格申請書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　 　競争入札参加資格申請書

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）～平成31年２月18日（月）

まで

　　　※ ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午

後４時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　 　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　本波（ほんなみ）担当

　　　電話　044－200－3272

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「仕様書類」をダウンロードしてくださ

い。ダウンロードができない場合、６⑶の期間に６⑷

の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件について質問がある場合は、質問書を提出で

きます。なお、質問書の郵送による提出は認めませ

ん。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　 　平成31年２月19日（火）～平成31年２月25日

（月）まで

　　　 　午前８時30分～正午まで、午後１時～午後４時

まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を平

成31年３月５日（火）までに、全社に文書（平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「物品」の委任先メールアドレスまたはＦＡＸ）に

て送付します。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加資格申請書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物

品」の委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31

年２月20日（水）までに送付します。なお、当該委任

先のメールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで

送付します。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。
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　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　 　入札金額は、税抜の総額で行います。月額の賃借

料（税抜で１円未満の端数を切り捨てた額）を月数

（９ヶ月）で乗じる方法で見積もってください。

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月19日（火）　午後２時

　　イ 　場所 　ＪＡセレサみなみビル　３階会議室（川

崎区宮本町２番地31）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限内で、最低価格をもって有効な入札

をおこなった入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査をおこなうことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑹ 　その他

　　 　登録されている代表者の方が来られない場合に

は、代表者及び受任者の記名押印がある委任状を入

札日当日に必ずお持ちください。（様式は入札説明

書に添付の「委任状」を使用してください。）また、

入札を辞退する場合は、「入札辞退届」を提出して

ください。

13　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶ 　前払金　否

14　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算額に

ついて減額又は削除があった場合は、この契約を変

更又は解除することができるものとします。また、

上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補

償を川崎市に対して請求することができるものと

し、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第151号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　ア 　平成31年度　小型ごみ収集車（ハイブリッド）

の購入　第３回 ４台　

　　イ 　平成31年度　小型ごみ収集車（ハイブリッド）

の購入　第４回 ６台　

　　ウ 　大型ごみ中継コンテナ ５台　

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　ア 　平成31年12月27日

　　イ 　平成32年３月13日

　　ウ 　平成31年12月20日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、
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Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成31

年２月25日までに行ってください。

　⑷ 　平成20年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　萩原

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　平成31年２月12日～平成31年２月25日

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」（アドレス　http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 平成31年２月12日～平成31年２月25日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　平成31年２月12日～平成31年２月25日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴の場所に、上記３⑴の期間に申込書等を提出して

ください。

　　 なお、申込書等の郵送による提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから一

般競争入札参加申込書等をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者　

　　環境局生活環境部収集計画課　　担当　金子

　　電話　044－200－2571

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 平成31年２月12日～平成31年

２月25日午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問
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　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　 　配布・提出期間　 平成31年２月12日～平成31年

２月25日（土曜日、日曜日及

び国民の祝日を除く。）

　　　 　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　平成31年３月12日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに平成31年３月12日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成31年３月12日の午前９時～正午に上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書

等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　平成31年３月27日

　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　平成31年３月27日

　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分

　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子

　　　　　　　　　　　　　　１－７－４

　　　　　　　　　　　　　　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　平成31年３月25日必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定
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の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: 

　　①　Small-sized garbage truck

　　　　(Hybrid type) 4units

　　②　Small-sized garbage truck

　　　　(Hybrid type) 6units

　　③　Large-sized garbage relay container 5units

　⑵　 Time-limit for tender : 11:00 AM,27 March 

2019

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第152号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　　　 仮想デスクトップ基盤の賃貸借

及び保守契約

　⑵ 　履行場所　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期間　　　　平成31年10月１日から

　　　　　　　　　　　平成36年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付け

されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

31年２月20日（水）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　根本・松井

　　　電　話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月20日

（水）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所　３⑴ に同じ

　⑵ 　日時　平成31年２月27日（水）

　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年

２月12日（火）から平成31年２月20日（水）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時　平成31年２月27日（水）

　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所　川崎市役所　第３庁舎９階

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成31年２月27日（水）から

平成31年３月７日（木）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については平成31年３月14日（木）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を平成31年３月25日（月）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、競争入札参加者は、開札日の前日までの間におい

て、本市から該当書類に関し説明を求められたときに

は、これに応じなければなりません。

　 　なお、仕様書２⑷アに該当する場合は、この期限ま

でに本市の了承を得てください。

８ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書

に記載してください。なお、詳細は入札説明書によ

ります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月28日（木）午後２時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛て先

　　ア 　期限　平成31年３月27日（水）必着

　　イ 　宛先　３⑴に同じ

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否  

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
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損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

12　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased :

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of virtual desktop infrastructure.

　⑵ 　 Time-limit for tender :

　　　2:00 P.M.March 28,2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail :

　　　March 27,2019

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　System Management Section

　　　Information Management Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　5-4,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　Tel:044-200-2057

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第153号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 川崎市立小杉小学校教育用コンピュータ機器賃貸借

契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市総合教育センター

　　川崎市高津区溝口６－９－３

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成31年１月21日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通リース　株式会社　横浜支店

　　支店長　谷頭　洋一

　　横浜市西区高島一丁目１番２号

　　横浜三井ビルディング23階

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く）

　　58,050,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続き

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成30年12月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第154号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市教育情報ネットワークウェブ

　　　　　　　　ページ運営管理委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。

　　 （「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所
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　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前８時30分から平成31

年２月28日（木）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年３月５日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月25日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成31年２月25日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除い

た金額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月８日（金）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　支払については、毎月払いとします。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第155号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市教育情報ネットワークシステム

運用管理委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。　

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで

　　　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

　　（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。

　　 　（「 入 札 情 報 か わ さ き 」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前８時30分から平成31

年２月28日（木）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年３月５日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月25日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成31年２月25日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除い

た金額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月８日（金）午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
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入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　支払については、毎月払いとします。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第156号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市総合教育センター

　　　　　　　　インターネット回線に関する契約

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。

　　 　（「 入 札 情 報 か わ さ き 」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前８時30分から平成31

年２月28日（木）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ
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スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年３月５日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月25日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成31年２月25日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの資格条件を満たさ

なくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。回線を設

定する際の初期設定費用（税抜きで１円未満の端数

を切り捨てた額）と月額の回線使用料（税抜きで１

円未満の端数を切り捨てた額）を月数（12 ヶ月）

で乗じた金額を合算して見積もりしてください。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除い

た金額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月８日（金）午前11時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　前払金　　　否

　⑶ 　支払方法　

　　 　初期設定費用は一括払い、回線使用料は月額払い

とします。

　⑷ 　契約書作成の要否　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第157号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市総合教育センター視聴覚機材・

教材集配業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター　他

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。
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２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「倉庫・運送業務」種

目「運送業務」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。　

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。

　　 　（「 入 札 情 報 か わ さ き 」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月19日（火）午前８時30分から平成31

年２月28日（木）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年３月５日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月25日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成31年２月25日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの資格条件を満たさ

なくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除い

た金額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月８日（金）午後１時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。
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　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　支払については、毎月払いとします。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第158号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度あおぞらウェルネス事業指

導業務等委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市青少年の家（宮前区宮崎105－

１）ほか健康福祉局保健所環境保健課

が指定する場所

　⑶ 　履行期間　 契約締結の日から平成31年９月30日まで

　⑷ 　業務内容　仕様書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、「平成31・32年度川崎市業者

委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「イベ

ント」又は業種「その他」種目「その他」に登載さ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、宿泊事業

及びぜん息児への指導事業に携わる等類似の契約履

行実績があること。

　⑸ 　指導員のうち、公益財団法人日本体育協会公認ス

ポーツ指導者資格の保有者を１名以上含むこと。

３ 　入札説明書の配布、競争参加申込書提出及び問合せ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所環境保健課

　　　あおぞらウェルネス担当

　　　電　話　044（200）2487

　　　Ｆａｘ　044（200）3937

　　　Email　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　 　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ

さい）

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロードできます。

　　 　ダウンロードできない場合は、３⑴の場所で、３

⑵の期間に配布します。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月27日

（水）まで（土、日及び祝日を除く）の午前８時30

分から正午及び午後１時から午後４時までとします。

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から

ダウンロードできます。

　　　 　ダウンロードできない場合は、３⑴の場所で、

３⑵ の期間に配布します。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書の差し替え又は再提

出はできません。
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　　ウ 　競争参加申込書に関する問合せ先は、３⑴の場

所とします。

４ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月22日（金）午後５時15分まで

　⑶ 　回答期限

　　　平成31年２月25日（月）午後５時15分まで

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に平成31年３月１日（金）までに、

Ｅメール又はＦＡＸで送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

参加資格を喪失します。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時　平成31年３月８日（金）午前10時30分

　　　場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　ソリッドスクエア西館12階会議室12Ｃ

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、総価で行います。

　　 　入札書には、消費税及び地方消費税を含まない金

額を記載してください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

契約関係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例14号）、川崎市契約規則及び

川崎市競争入札参加者心得の定めるところによりま

す。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除できるものとします。また、上

記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償

を川崎市に対して請求することができるものとし、

補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第159号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度ぜん息児水泳教室事業水泳指導業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　スポーツクラブエポック中原　温水プール（川

崎市中原区上小田中６－23－10）

　　イ 　その他健康福祉局保健所環境保健課が指定する

場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成31年７月８日まで

　⑷ 　業務内容

　　　仕様書によります。

２ 　競争参加資格
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　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、「平成31・32年度川崎市業者

委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「イベ

ント」又は業種「その他」種目「その他」に登載さ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間にぜん息児童へのスポーツ指導業務の

経験・実績があること。

　⑸ 　指導従事者のうち、普通救命講習Ⅰ（普Ⅰ）相当

受講者を１名以上含むこと。

３ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所環境保健課

　　　ぜん息児水泳教室担当

　　　電　話　044（200）2435

　　　ＦＡＸ　044（200）3937

　　　E-mail　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　　 　 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」のアドレ

スhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月27日

（水）まで（土、日及び祝日を除く）の午前８時30

分から正午及び午後１時から午後４時までとします。

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

　　　 　（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「入札情報」委託の欄の「財政局

入札公表」からダウンロードすることが可能で

す。ダウンロードできない場合は、３⑴の場所で

３⑵の期間に配布します。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書の差し替え又は再提

出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書に関する問合せ先は、３⑴の場

所とします。

４ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月22日（金）午後５時15分まで

　⑶ 　回答期限

　　　平成31年２月25日（月）午後５時15分まで

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に平成31年３月１日（金）までに、

Ｅメール又はＦＡＸで送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　日時　平成31年３月８日（金）午前11時30分

　　イ 　場所 　川崎市幸区堀川町580　ソリッドスクエ

ア西館12階会議室12Ｃ

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、総価で行います。

　　 　入札書には、消費税及び地方消費税を含まない金

額を記載してください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

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します。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。
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　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の契約関係規程において閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除できるものとします。また、上

記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償

を川崎市に対して請求することができるものとし、

補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第160号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 国民健康保険料口座振替還元データ等受信端末の

賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部収納管理課

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日～平成36年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」・種目「事務

用機器」に登載されており、かつ、ランク「Ｃ」以

上に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、本市又は他官公庁におい

て、パソコンリース等に関する類似の契約を締結

し、これらをすべて誠実に履行していること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合

わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書、２⑷の契約実績を証する書類（契

約書の写し等業務内容がわかるもの）、及び納入する

物品の商品説明書（カタログ等）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　健康福祉局医療保険部収納管理課　担当　小嶋

　　　電　話：044－200－3589

　　　ＦＡＸ：044－200－3930

　　　E-mail：40syunou@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問い合わせ等

を行う場合は、メールの着信の確認を電話にて行

ってください。）

　⑵ 　配布及び提出期間等

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで）。

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書等

は、「入札情報かわさき」

　　 　（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。なお、ダウンロードができ

ない場合等に対応するため、３⑴の場所において３

⑵の期間、配布も行います。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等業務内
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容のわかるもの）

　　ウ 　納入する物品の商品説明書（カタログ等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールアドレスを搭載している場合は、そのアドレ

スあてに電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月21日（木）午後５時まで

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月21日（木）～平成31年２月25日（月）、

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、一般競争入札参加資格確認

通知書で入札参加資格があると認められたすべての

者に対し、平成31年２月27日（火）までに、電子メ

ール又はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額から消費税（平成31年４月１日から９月30

日までは税率８％、平成31年10月１日から平成36

年３月31日までは税率10％として計算のこと）を

除いた金額を入札（見積）書に記載してください。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　ウ 　入札書は封筒に入れ、封印して提出してくださ

い。１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場所　 〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番

地（パレール三井ビル12階）

　　　　　　　 川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室

（Ａ）

　　イ 　日時　平成31年３月４日（月）　午前11時から

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者の行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。
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　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第161号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 平成31年度原子爆弾被爆者に対する栄養補給食品

支給業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　市内全域（対象者の居住地）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　　別紙仕様書のとおり

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、「平成31・32年度川崎市業者

委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「その

他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　同様の業務の経験・実績があること。

３ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所健康増進課　疾病予防係

　　　電　話　044（200）2462

　　　ＦＡＸ　044（200）3986

　　　E-mail　40kenko@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　　 　入札説明書及び競争申込書は、インターネットか

らダウンロードすることができます（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」

の中にあります。「入札情報かわさき」のアドレス

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）を参照してください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで（土、日及び祝日を除く）の午前８時30

分から正午及び午後１時から午後４時までとします。

　⑶ 　提出物

　　　競争参加申込書

　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。ダウンロー

ドできない場合は、⑴の場所で⑵の期間に配布しま

す。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、３⑴の

場所とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に平成31年２月20日（水）までに、

電子メール又はＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年２月26日

（火）午後５時15分まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴まで持参、ＦＡＸ又は電子メールで

提出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月28日（木）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールで回

答します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。
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　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申

請をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　日時　平成31年３月４日（月）午後１時30分

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階12Ｃ会議室

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、単価で行います。

　　 　入札書には、４つのセットメニューの単価の合計

額を、消費税及び地方消費税を含まない金額で記載

してください。なお、契約単価については、本市の

設計単価を超えない金額で本市と落札者が協議の上

決定することとします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

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します。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約

関係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　その他問合せ窓口は３⑴と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第162号

　一般競争入札について次のとおり公表します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎シンフォニーホール１階（ホール棟４階）

　　　カーペット張替修繕業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区大宮町1310番

　　　川崎シンフォニーホール

　⑶ 　履行期限

　　　契約日から平成31年６月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎シンフォニーホールの１階（ホール棟４階）

部分のカーペットを新調し張替を行う（点字鋲の張

替えを含む）。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　過去５カ年において、本市又はその他の官公庁に

おいて種類及び規模を同じくする業務について契約

を締結し履行した実績があること。
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３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　申込書及び仕様書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よ

り ダ ウ ン ロ ー ド（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.htm）

　⑵ 　申込書及び仕様書の配布期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月26日（火）正午まで

　⑶ 　申込書の提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局市民文化振興室

　　　音楽のまち推進担当

　　　電　話　：044－200－2030

　　　ＦＡＸ：044－200－3248

　　　E-Mail：25bunka@city.kawasaki.jp

　⑷ 　申込書及び仕様書の提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月26日（火）午後５時まで（正午から午後１時の間

は除きます。）

　⑸ 　提出書類

　　 　競争入札参加申込書及び履行実績を示す契約書の

写し及び仕様書の写し

　⑹ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、平成31年３月６日（水）までに、

平成31・32年度川崎市業務委託有資格者名簿へ登録し

た電子メールアドレスに、入札参加資格確認通知書を

交付します。ただし、申請者がメールアドレスを登録

していない場合にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　25bunka@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044-200-3248

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年３月６日（水）午前９時から平成31年３

月12日（火）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑶の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年３月15日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年３月29日（金）午前10時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　　川崎市市民文化局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
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語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑶と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決としま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第163号

　一般競争入札について次のとおり公表します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度ロケ地川崎推進事業実施委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑶ 　履行期限

　　　平成31（2019）年４月１日から

　　　平成32（2020）年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　映画やテレビなどの映像制作者等からの市所管施

設及び市内の総合的なロケ相談、ロケ受入に伴う市

所管施設の関係部署との連絡調整・ロケ現場の管

理、映像制作者等への誘致・プロモーション活動、

ホームページ等での情報発信

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑷ 　過去５カ年において、本市又はその他の官公庁に

おいて種類及び規模を同じくする業務について契約

を締結し履行した実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　申込書及び仕様書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よ

り ダ ウ ン ロ ー ド（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.htm）

　⑵ 　申込書及び仕様書の配布期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月19日（火）正午まで

　⑶ 　申込書の提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局市民文化振興室

　　　映像のまち推進担当

　　　電　話：044－200－2433

　　　ＦＡＸ：044－200－3248

　　　E-Mail：25bunka@city.kawasaki.jp

　⑷ 　申込書及び仕様書の提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）午前９時から平成31年２

月19日（火）午後５時まで（正午から午後１時の間

は除きます。）

　⑸ 　提出書類

　　 　競争入札参加申込書及び履行実績を示す契約書の

写し及び仕様書の写し

　⑹ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、平成31年２月20日（水）までに、

平成31・32年度川崎市業務委託有資格者名簿へ登録し

た電子メールアドレスに、入札参加資格確認通知書を

交付します。ただし、申請者がメールアドレスを登録

していない場合にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　25bunka@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3248

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月20日（水）午前９時から平成31年２

月22日（金）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑶の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年３月１日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。
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　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年３月７日（木）午前10時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　　川崎市市民文化局小会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑶と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第164号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 グループウェアかわさき関連機器等の賃貸借及び

保守に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４ 　川崎市役所第３庁舎

　　　川崎市総務企画局情報管理部システム管理課

　⑶ 　履行期間

　　　平成31（2019）年11月１日から

　　　平成36（2024）年10月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要 

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度本市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

に登載されており、かつ、Ａの等級に格付けされて

いること。

　　 　なお、有資格者名簿に登載のない者（入札参加業

種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成31

年２月25日（月）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。
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　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４（第３庁舎９階）

　　　川崎市総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　水谷、小宮、櫻井

　　　電　話　044－200－2071

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月25日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）。

　⑶ 　提出方法　持参に限ります。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争参加資格確認申請書を提出し、入札参加資

格があると認められた者には、次により一般競争入札

参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年３月５日（火）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、入札説明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年２月12日（火）から平成31年２月25日（月）まで

縦覧に供します（土曜日、日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年３月５日（火）から平成31年３月12日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。必

要事項を記入し、指定するＦＡＸ番号又は電子メー

ルアドレスあて送付してください。また、質問書を

送信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年３月15日（金）に、

全社あてにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

６ 　商品説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を平成31年３月20日（水）午後５時ま

でに３⑴の場所に提出してください。また、競争入札

参加者は、開札日の前日までの間において、本市から

該当書類に関し説明を求められたときには、これに応

じなければなりません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額

　　ア 　入札は、リース総額（税抜き）で行います。ま

た、この金額には調達物品の輸送、設置、調整、

試験、保守その他の諸経費一切を含め見積るもの

とし、リース期間を５年として算定してください。

　　　 　なお、落札決定にあたっては、入札書に記載さ

れた金額にこの金額の100分の10（消費税及び地

方消費税）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、入札者は見積った契約金額の110分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　　イ 　履行期間は、平成31（2019）年11月１日から平

成36（2024）年10月31日までとなります。

　⑵ 　入札書

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

なお、郵送による入札を行う場合は、さらに、「入

札書在中」と明記した封筒に入れて、必ず書留郵便

にて送付してください。また、この場合は、郵送し

た日に３⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時　　平成31年３月27日（水）　午後２時

　　　場所　　川崎市役所第３庁舎　９階　開発室Ⅰ

　⑷ 　郵送による場合の入札書の提出期限及びあて先

　　　期限　　平成31年３月26日（火）　必着

　　　あて先　３⑴に同じ

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行なった者を落札者とします。ただし、
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著しく低価格の場合は調査を行なうことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行なった入札及び

川崎市において定める「川崎市競争入札参加者心

得」第７条に該当する入札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行なわれた場

合、委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手

続きを一時停止することがあります。

　⑵ 　本契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契

約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　本件の落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要

します。

　⑷ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

11　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased :

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of necessary equipment for groupware.

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　2:00 P.M.March 27,2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail :

　　　March 26,2019

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　System Management Section

　　　Information Management Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　5-4,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　Tel:044-200-2071

　　　FAX:044-200-3752

　　　E-mail:17syskan@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第165号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 人事給与システムの機器等に係る賃貸借及び保守

に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31（2019）年10月１日から

　　　平成36（2024）年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市「製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リー

ス」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付けさ

れていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

31年２月26日（火）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品及び数量について、確実に納入する

ことができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４
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　　　川崎市役所第３庁舎

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　酒井、神坂、櫻井

　　　電　話　044－200－2071

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月26日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　平成31年３月５日（火）

　　　　　　 午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　午後１時から午後５時まで

　⑶ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、入札説明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年

２月12日（火）から平成31年２月26日（火）まで縦

覧に供します（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成31年３月５日（火）から

平成31年３月12日（火）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受け付けます。必要事項を記入し、ＦＡＸ又

はメールでお送りください。（土曜日、日曜日及び休

日を除く毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時まで）また、質問書を送信した旨を担当

まで御連絡ください。

　 　なお、回答については平成31年３月15日（金）に、

全社に文書（ＦＡＸ又はメール）にて送付します。

６ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を平成31年３月20日（水）午後５時ま

でに３⑴まで提出してください。また、競争入札参加

者は、開札日の前日までの間において、本市から該当

書類に関し説明を求められたときには、これに応じな

ければなりません。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、リース総額（税抜き）を入札金額として

行います。契約希望金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。なお、詳細は入札

説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時　平成31年３月27日（水）午後３時

　　　場所　川崎市役所第３庁舎　９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　郵送による場合の入札書の提出期限及びあて先

　　　期限　　平成31年３月26日（火）必着

　　　あて先　〒210－0005

　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎

　　　　　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　　　　　行政情報担当

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行なった者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は調査を行なうことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
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　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　 　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

11　Summary

　⑴　 Nature and quantity of the products to be 

leased :

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of servers and other necessary equipment for 

personnel affairs system.

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　3:00 P.M.March 27,2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail :

　　　March 26,2019

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　System Management Section

　　　Information Management Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　5-4,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-0005,Japan

　　　Tel:044-200-2071

　　　FAX:044-200-3752

　　　E-mail:17syskan@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第166号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　東扇島堀込部護岸築造その１工事

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区東扇島地先

　⑶ 　履行期限　平成32年11月30日

　⑷ 　工事概要

　　 　本工事は、東扇島堀込部土地造成事業の護岸整備

において、護岸をハイブリッドケーソンにて築造す

るものである。

　　　海上地盤改良工　　　　１式

　　　（床掘工　１式）

　　　基礎工　　　　　　　　１式

　　　本体工［ケーソン式］　１式

　　　（ケーソン進水据付　９函）

　　　裏込・裏埋工　　　　　１式

　　　間詰工　　　　　　　　１式

　　　上部工　　　　　　　　１式

　　　端部処理工　　　　　　１式

　　　土質調査業務　　　　　１式

　　　底質調査業務　　　　　１式

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、信頼性・社会性等と入札価格を一

体として評価することが妥当と認められることか

ら、総合評価一般競争入札（特別簡易型）を採用し

ます。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

る４者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」、「構成

員３」、「構成員４」という。）により結成されている

共同企業体でなければなりません。

　 　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を

10％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上回ら

なければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

を有していること。

　　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿

に業種「土木」種目「港湾」で登録されていること。

　　オ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「土木一式」の総合評定値が1,200点以上であ

ること。

　　カ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあた

って、本工事の他の共同企業体の構成員（代表者

を含む）になっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けてい

ること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を

受けた技術者を専任で配置できること。
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　　ウ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び

建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

した工事で、「海上にて（作業船にて）護岸・岸

壁の据付底面－15ｍ以深のケーソン据付の港湾工

事」の完工実績（元請に限る）を平成15年４月１

日以降に有すること。

　　　 　ただし、共同企業体により施工した工事につい

ては、出資割合が20％以上であること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２、３、４に必要な条件

　　ア 　土木工事業に係る建設業の許可を受けているこ

と。

　　イ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置でき

ること。

　　　※ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名

簿に登録されていない者（現在登録されている

が当該業種で登録されていない者を含む。）は

財政局資産管理部契約課に所定の様式を持参の

上、資格審査申請を平成31年２月21日（木）ま

でに行ってください。（競争入札参加資格審査

申請についての問い合わせ先は下記３⑵と同じ

です。）

　　　※ 　配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあるこ

とを要します。

３ 　設計図書類の縦覧・配布

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設

計図書については、「入札情報かわさき」の入札公表

（財政局）からダウンロードできます。

　 　また、本工事の設計図書類及び積算内訳書を次によ

り縦覧に供します。

　⑴ 　縦覧期間

　　　平成31年２月12日（火）から２月25日（月）まで

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分か

ら正午まで、午後１時から午後５時まで）

　⑵ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話044－200－2099

４ 　特定ＪＶ新規登録申請

　 　申請申込締切日の前日までに必ず特定ＪＶ新規登録

申請を行ってください。申請方法については、入札公

表詳細に掲げている「特定ＪＶ新規登録申請について

（操作説明ダイジェスト版）」を御覧ください。

　 　申請が受け付けられた場合、「申請受付完了」画面

が表示されるとともに、「申請受付通知」がメールで

登録したＪＶの代表者あてに送信されます。また、翌

日にＪＶとしての業者番号が記載された「ＪＶ登録完

了通知」がメールで送信されます。

　 　「ＪＶ登録完了通知」受領後、この業者番号で競争

入札参加申込みをしてください。ＪＶ登録完了通知に

記載されている業者番号以外で入札参加申込を行った

ものは無効となる場合がありますので御注意ください。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し

　　エ 　営業所における専任技術者証明書（市内業者の

場合に限る。）

　　　 　（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「ダウンロードコーナー」の財政局「入

札参加手続関係」の中の「専任技術者証明書（平

成19年４月１日版）」を提出してください。）

　　オ 　共同企業体協定書及び委任状

　　　 　（「入札公表詳細」に掲げている書式をお使い

ください。）

　⑵ 　提出方法及び提出先

　　ア 　上記⑴ア～エについては、電子入札システムに

より提出してください。詳細については、「入札

情報かわさき」の「電子入札」に掲載している川

崎市電子入札運用基準の中の「入札参加申込につ

いて」を必ず御覧ください。

　　　 　なお、申請申込締切日の前日までに上記４の特

定ＪＶ新規登録申請をしないと電子入札システム

での参加申込ができません。

　　イ 　上記⑴オについては、持参又は郵送により提出

してください。提出先は上記３⑵となります。

　⑶ 　提出期間

　　ア 　上記⑴ア～エ

　　　 　平成31年２月12日（火）から２月25日（月）の

午前８時～午後８時

　　イ 　上記⑴オ

　　　　上記３⑴と同じ（提出期間内必着）

　⑷ 　紙入札による場合

　　ア 　上記⑴アについては、持参により上記３⑵に提

出してください。なお、上記⑴アは上記３⑴の期

間、上記３⑵の場所で配布します。

　　　 　また、その場合「紙入札方式参加届出書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「紙入札方式

参加届出書」）も併せて提出してください。

　　イ 　上記⑴イ～オについては、持参又は郵送により

上記３⑵に提出してください。

　　ウ 　提出期間
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　　　　ア・イとも上記３⑴と同じ（提出期間内必着）

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　　次により仕様書等に関する質問ができます。

　　　 （入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）

　　 　入札参加者以外からの質問には回答しませんので

御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、電子入札システムにより提出してくだ

さい。質問入力方法の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政

局「入札参加手続関係」に掲載している「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　入力・提出期間

　　　　「入札公表詳細」による。

　　　 ※ただし、電子入札システムによりがたい者は、

上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午後３時ま

でに持参してください。（持参については市役所

開庁時間に限る。）なお、質問書は、「入札情報か

わさき」の「ダウンロードコーナー」の財政局「入

札参加手続関係」に掲載している「質問書（一般

競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合は、ダ

ウンロードした質問書（紙媒体）と併せて、電子

媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式のまま保存した

質問書を提出してください。（どちらか一方の場

合には、質問受付をいたしません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「業者登録システム」の「仕様書等

ダウンロード」にて掲載します。なお、質問がな

かった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコ

ーナー」の財政局「入札参加手続関係」に掲載し

ている「見積用設計図書・積算内訳書取得マニュ

アル」を御覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成31・32年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送

付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

９ 　入札手続等

　 　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　電子入札システムによる。ただし、電子入札シス

テムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定日時

に上記３⑵に持参又は郵送してください。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参加手

続関係」の中の「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　 　入札書の提出期限

　　　　平成31年３月25日（月）午後４時

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　平成31年３月25日（月）　午後５時

　　（イ）入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　平成31年３月25日（月）必着

　　（イ）入札書の提出先　上記３⑵と同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、上記３⑵に平成31年３月25

日（月）午後５時（必着）までに提出してください。

提出方法は郵送等又は持参によるものとします。

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。
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送付先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所財政局資産管理部契約課土木契約係

　　　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資

料在中」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課土木

契約係（電話044－200－2098）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　ウ 　算定資料

　　　 　別表１「総合評価落札方式評価項目算定資料」

のとおり。

　　　 　「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取

得できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

10　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　別表２「総合評価落札方式技術評価項目配点表

（以下「配点表」という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において次の（ア）から（イ）に

よる基礎審査を満たし、評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　　 （ア ）「川崎市総合評価落札方式のガイドライン」

及び入札説明書に示す「算定資料」の作成に関

する条件について違反がないこと。

　　 （イ ）「算定資料」について、同一事項に対する２

通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等

がないこと。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　設定加算点は「10点」とします。

　　　加算点＝（入札参加者の得点合計

　　　　　　／評価項目の配点合計）×設定加算点

　　　　　　　　　　　　　※小数点第５位以下切捨て

　　　技術評価点　＝　標準点　＋　加算点

　⑶ 　共同企業体の評価について

　　 　共同企業体での申請における各評価項目の評価

は、共同企業体の代表者を対象に行うものとしま

す。ただし、「配点表」の「企業の信頼性・社会性」

の「官公需適格組合であること」については、共同

企業体の構成員（代表者を含む）を対象に評価を行

うものとする。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

11　開札予定日時及び場所

　⑴ 　開札予定日時　平成31年４月８日（月）午前10時

　⑵ 　開札場所

　　　川崎市役所財政局資産管理部契約課土木契約係

12　落札者の決定方法

　⑴ 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。

総合評価点＝

技術評価点÷入札価格×100,000,000

 ※小数点第５位以下切捨て

　⑵ 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場

合には、併せてその者の入札価格による当該契約の

適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者

として決定します。これら審査等の結果、当該落札

候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確保され

ない恐れがあると認められるときは、当該入札を無

効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、

必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　 　なお、調査基準価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

に掲げている「川崎市建設工事低入札価格調査取扱

要領・運用指針」を御覧ください。

　⑶ 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。積算疑義申立てに関する

手続き期間の終了後に、財政局資産管理部契約課か

ら落札候補者へ電話連絡します。落札候補者におか

れては、「類似工事施工等実績確認（申請）書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の中

の財政局「入札参加手続関係」の中の「類似工事施

工等実績確認（申請）書」から取得してください。）

と工事実績を確認できる書類を工事担当課（港湾局

川崎港管理センター整備課（川崎市川崎区東扇島38

番地１　川崎マリエン）044（288）3132）に持参し、

確認を受けてください。工事実績を確認できる書類

としては、上記２⑵ウの条件を満たす事項を確認す
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ることができる契約履行証明書、契約書・協定書・

設計書等の写し（契約内容に変更があった場合は最

終変更まで確認できるもの）・コリンズ登録データ

（竣工時データ）等が必要になります。なお、これ

らの書類においては、上記２⑵ウの条件を満たして

いることだけでなく、受注から完工までを確認でき

ることが必要です。

　⑷ 　共同企業体の構成員の配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は共同企業体の代表者以外の構成員の

配置予定技術者に係る書類の提出が必要となりま

す。積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に

財政局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡

します。落札候補者におかれては、財政局資産管理

部契約課（土木契約係　044－200－2098）に次の書

類を翌日正午までに提出してください。

　　ア 　構成員の配置予定技術者届（第１号様式その２）

　　　 　「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の財政局「入札参加手続関係」の中の「配置

予定技術者届（第１号様式その２）」【平成28年６

月１日改訂版】

　　イ 　構成員の配置予定主任技術者の１、２級の技術

検定合格証明書等の写し、又は建設業法第７条第

２号イ、ロ、ハのいずれかの条件を満たす主任技

術者経歴証明書。（「入札情報かわさき」の「ダウ

ンロードコーナー」の財政局「入札参加手続関係」

の中の「主任技術者経歴証明書（第２号様式）」【平

成28年６月１日改訂版】）

　　ウ 　構成員の配置予定技術者の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　⑸ 　入札の無効

　　ア 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　　エ 　総合評価点が、標準点（100点）を予定価格（税

抜き）で除した後、100,000,000を乗じて得た数

値を下回る者の入札は、これを無効とします。

　⑹ 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、工事担当課（港湾局川崎港管理センター

整備課（川崎市川崎区東扇島38番地１ 川崎マリエ

ン）044（288）3132）です。

　　 ※積算疑義申立て制度の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政局

「契約関係規定」の中の「工事請負契約の入札に係

る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱」を御覧く

ださい。

　⑺ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について「入札情報かわさき」にて

公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

13　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等、明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます。

14　契約手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　中間前払金の適用については、「入札情報かわさ

き」の「ダウンロードコーナー」の財政局「契約関

係規定」の中の「川崎市公共工事の前払金に関する

規則」、「川崎市公共工事中間前払金取扱要綱」を御

覧ください。

　⑷ 　議決を要する契約

　　 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約

の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、市

議会（平成31年６月ごろ）で議決を得たときに契約

を締結します。また、落札者には、その旨を記載し

た仮契約書を交付します。

15　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例
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第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約及び特定

業務委託契約の手引」を御確認ください。

16　受注者が締結する下請契約の相手方の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者と

１次下請契約を締結した場合は、契約違反となります

ので御注意ください。

17　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市総合評

価一般競争入札実施要綱及び川崎市競争入札参加者

心得等は、上記３⑵にて閲覧できます。

　⑷ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑸ 　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及

び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付

けられた工事に該当するかについては、「入札公表

詳細」を御覧ください。

　⑹ 　三者会議の対象工事に該当するかについては、特

記仕様書を御覧ください。

　⑺ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

　　【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　　（下請等の禁止）

　　第 ７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市の

契約に係る下請けをし、若しくは受託をすること

を承認しないものとする。ただし、会社更生法

（平成14年法律第154号）に基づく更生手続きの

申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく再生手続きの申立てをしたことによる指

名停止中の場合は、この限りでない。

　⑻ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、建設

業退職金共済制度の履行が必要となります。

　⑼ 　この工事は、消費税及び地方消費税の税率10％が

適用されます。

18　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract:

　　　 Construction of revetment works (Phase 1) at 

Higashi-Ohgishima Horigomebu area

　⑵ 　 Time-limit for tender(electronic tender 

system):

　　　4:00 p.m 25 March 2019

　⑶ 　 Time-limit for tender(direct delivery):

　　　5:00 p.m 25 March 2019

　⑷ 　 Deadline for tender (by registered mail):

　　　25 March 2019

　⑸ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　1 , Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577 Japan

　　　TEL:044-200-2098

19　入札説明書の交付について

　　 　本工事に係る入札説明書は「入札情報かわさき」

の「入札公表詳細」に掲載するほか、上記３⑴の期

間に上記３⑵の場所で配布します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第167号

　　　入　　札　　公　　告

　教育文化会館田島分館電話機装置の賃貸借及び保守に

関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　教育文化会館田島分館電話機装置の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市教育文化会館田島分館

　　（川崎市川崎区追分町16番１号　カルナーザ川崎４階）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　別紙委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項
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　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」

で登録されている者。　

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種37「リース」

の種目０３「事務用機器」に登載されていること。

　⑸ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0835

　　　川崎市川崎区追分町16番１号

　　　カルナーザ川崎４階　受付

　　　電　話：044－333－9120

　　　ＦＡＸ：044－333－9770

　　　E-Mail：88tazima@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　　 ※競争参加申込書の様式について、電子メールでの

配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメール

アドレスへ御連絡ください。（電話とメール、両方

への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、平成31年

２月12日（火）から平成31年２月19日（火）まで縦覧

に供します。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月22

日（金）午後５時までに平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿へ登録した際に届

出のあった電子メールアドレス宛て競争参加資格確認

通知書を送付します。なお、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、次により競争参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月22日（金）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月22日（金）から平成31年２月27日

（水）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、平成

31年３月６日（水）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、平

成31年３月６日（水）に、競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電

子メールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額

　　 　入札は賃貸借期間である平成31年４月１日から平
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成36年３月31日までの60 ヵ月における契約金総額

で行います。

　⑵ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年３月11日（月）　午後２時

　　（イ）入札場所

　　　　　 教育文化会館田島分館（川崎市川崎区追分町

16番１号　カルナーザ川崎４階）実習室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更または解除できるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第168号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　　名

　　　消防庁オンラインシステム用

　　　パーソナルコンピュータ等の賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ 　消防局総合庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防庁オンラインシステム用パーソナ

ルコンピュータ等のリース及び保守を行うものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」種目「事務用機器」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて同等機器の賃貸借及び保守契約を締結し、す

べて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2639
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　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成31年２月12日午前９時から

　　　平成31年２月15日正午まで

　　　（正午～午後１時までを除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市ホームページ

の「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年２月19日

　　 　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま

す。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月20日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜日

を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　平成31年２月22日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うことと

します。月額の賃貸借料に賃貸借期間（60か月）

を乗じた額で見積りをしてください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月25日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　支払方法

　　　賃貸借料については、月額支払とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
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index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　当契約は、次年度以降における所要の予算の該当

金額について、減額又は削減があった場合、この契

約を変更又は解除できるものとします。また、上記

解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償を

川崎市に対して請求することができるものとし、補

償額は協議して定めるものとします。

税 公 告

川崎市税公告第５号

　次の市税に係る課税額変更（取消）通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎

市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限

件数

・備考

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）

第４期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第６号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第７号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第８号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　　度 税　　目 期　　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
12月随時分以降

平成31年１月31日

12月随時分
計36件

平成30年度

（平成29年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
12月随時分以降

平成31年１月31日

12月随時分
計１件

（別紙省略）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市税公告第９号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第10号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第11号

　差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第12号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第13号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第14号

　差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第15号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　平成31年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第16号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第17号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－567－

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第１号

　川崎市水道条例施行規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。

　　平成31年１月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　　川崎市水道条例施行規程の一部を改正する

　　　規程

　川崎市水道条例施行規程（平成22年川崎市水道局規程

第１号）の一部を次のように改正する。

別表中

「

水道用サドル

付分水栓

呼び径 取り出し口径　25　40　50

規格 JWWA B117（Ａ形　平行ねじ）

 」

を

「

水道用サドル

付分水栓

呼び径 取り出し口径　25　40　50

規格 JWWA B117（Ａ形　平行ねじ）

S50形ダクタ

イル鋳鉄管サ

ドル付分水栓

呼び径 取り出し口径　25

規格 本市で規格するもの

 」

に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第１号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第８条第１号の規定により告示

します。

　　平成31年１月16日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第1650号

　　氏名又は名称　株式会社エイティ工業

　　住　　　　所　東京都町田市木曽西４丁目５番37号

　　代表者氏名　阿多　庸之

　　指定年月日　平成31年１月16日

２ 　指 定 番 号　第1651号

　　氏名又は名称　株式会社建水社

　　住　　　　所　東京都板橋区大原町36番18号

　　代表者氏名　石田　裕路

　　指定年月日　平成31年１月16日

３ 　指 定 番 号　第1652号

　　氏名又は名称　株式会社ＮＳＳ

　　住　　　　所　東京都町田市鶴川２丁目１番８

　　代表者氏名　伊藤　伸広

　　指定年月日　平成31年１月16日

４ 　指 定 番 号　第1653号

　　氏名又は名称　中垣　裕

　　住　　　　所　川崎市麻生区高石４丁目21番２号

　　代表者氏名　中垣　裕

　　指定年月日　平成31年１月16日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第２号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　平成31年１月16日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定番号　第196号

　　氏名又は名称　有限会社さかい管工

　　住　　　　所　川崎市高津区蟹ケ谷258番地７

　　代表者氏名　（新）酒井　毅

　　　　　　　　　（旧）酒井　寛治

　　変更年月日　平成30年８月31日

２ 　指 定 番 号　第397号

　　氏名又は名称　株式会社富士住設機器

　　住　　　　所　横浜市旭区笹野台３丁目48番20号

　　代表者氏名　（新）山下　陽次

　　　　　　　　　（旧）石原　仁

　　変更年月日　平成28年３月30日
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３ 　指 定 番 号　第879号

　　氏名又は名称　文化興業株式会社

　　住　　　　所　神奈川県横須賀市内川１丁目７番23号

　　代表者氏名　（新）菊地　達郎

　　　　　　　　　（旧）鎌田　隆次

　　変更年月日　平成30年11月27日

４ 　指 定 番 号　第1208号

　　氏名又は名称　株式会社アシストワークス

　　住　　　　所　（新） 横浜市都筑区中川７丁目３番

３号

　　　　　　　　　（旧） 東京都目黒区自由が丘２丁目

10番18号　栗山ビルⅡ

　　代表者氏名　山村　昭次

　　変更年月日　平成30年12月１日

５ 　指 定 番 号　第1214号

　　氏名又は名称　有限会社荒川水道工業所

　　住　　　　所　東京都稲城市矢野口755番地

　　代表者氏名　（新）荒川　博雅

　　　　　　　　　（旧）荒川　兼吉

　　変更年月日　平成30年10月25日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第３号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の廃止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止

を行いましたので告示します。

　　平成31年１月16日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　指定番号　第1283号

　　氏名又は名称　株式会社グローバル

　　住　　　　所　横浜市保土ケ谷区星川３丁目22番28号

　　代表者氏名　関　智博

　　廃止年月日　平成30年12月16日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第４号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定の取消し

　　　について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第11条第１項の規定に

より、次のとおり川崎市排水設備指定工事店の指定を取

り消したので、同規程第12条第２号の規定により告示し

ます。

　　平成31年１月18日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定を取り消した期日

　　平成31年１月18日

２ 　指定を取り消した工事店

　　指 定 番 号　872

　　商号又は名称　株式会社グローバル

　　営業所所在地　横浜市保土ケ谷区星川３丁目22番28号

　　代表者氏名　関　智博

　　指定有効期間　平成29年５月１日から

　　　　　　　　　平成34年４月30日まで

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第５号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定の取消し

　　　について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第11条第１項の規定に

より、次のとおり川崎市排水設備指定工事店の指定を取

り消したので、同規程第12条第２号の規定により告示し

ます。

　　平成31年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定を取り消した期日

　　平成31年１月25日

２ 　指定を取り消した工事店

　　指 定 番 号　509

　　商号又は名称　株式会社横浜双葉

　　営業所所在地　横浜市磯子区東町11番７号

　　代表者氏名　稲葉　尚男

　　指定有効期間　平成29年11月１日から

　　　　　　　　　平成34年10月31日まで

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第６号

　　　川崎市排水設備指定工事店の更新について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したの

で、同規程第12条第１号の規定により告示します。

　　平成31年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定有効期間

　　平成31年２月１日から

　　平成36年１月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　549

　　商号又は名称　株式会社ノリコーサービス

　　営業所所在地　 神奈川県綾瀬市寺尾本町１丁目17番

62号

　　代表者氏名　坂本　範行



川 崎 市 公 報 （第1,764号）平成31年(2019年)２月12日

－569－

　　指 定 番 号　550

　　商号又は名称　有限会社サイトー工業

　　営業所所在地　川崎市宮前区菅生４丁目14番35－２号

　　代表者氏名　齋藤　直樹

　　指 定 番 号　551

　　商号又は名称　株式会社矢野住設

　　営業所所在地　横浜市戸塚区深谷町1881番地

　　代表者氏名　　矢野　圭一

　　指 定 番 号　554

　　商号又は名称　株式会社早瀬工業

　　営業所所在地　 横浜市中区曙町１丁目３番地藤和伊

勢佐木ハイタウン228号室

　　代表者氏名　竹村　和昭

　　指 定 番 号　555

　　商号又は名称　有限会社増田設備

　　営業所所在地　横浜市港南区日野６丁目１番13号

　　代 表 者 氏 名　増田　佳文

　　指 定 番 号　556

　　商号又は名称　進和工業株式会社

　　営業所所在地　相模原市中央区共和３丁目４番５号

　　代 表 者 氏 名　伊澤　三男

　　指 定 番 号　557

　　商号又は名称　株式会社サクラ設備

　　営業所所在地　横浜市泉区和泉町18番１号

　　代 表 者 氏 名　村崎　正二

　　指 定 番 号　558

　　商号又は名称　有限会社田園水道

　　営業所所在地　横浜市青葉区榎が丘46番地11

　　代 表 者 氏 名　寺下　昌利

　　指 定 番 号　755

　　商号又は名称　相武設備工業株式会社

　　営業所所在地　横浜市神奈川区片倉２丁目66番６号

　　代 表 者 氏 名　相澤　博武

　　指 定 番 号　756

　　商号又は名称　関東設備有限会社

　　営業所所在地　神奈川県平塚市田村４丁目19番20号

　　代 表 者 氏 名　糟谷　勝彦

　　指 定 番 号　757

　　商号又は名称　有限会社辻設備

　　営業所所在地　川崎市川崎区大師駅前２丁目12番21号

　　代 表 者 氏 名　辻　靖浩

　　指 定 番 号　758

　　商号又は名称　株式会社パイプラインズ

　　営業所所在地　横浜市中区不老町１丁目５番地５

　　　　　　　　　柏野ビル

　　代 表 者 氏 名　加茂川　宗嗣

　　指 定 番 号　760

　　商号又は名称　株式会社ヤマシタ

　　営業所所在地　川崎市多摩区長尾３丁目７番11号

　　代 表 者 氏 名　山下　圭介

　　指 定 番 号　761

　　商号又は名称　有限会社ベル・テック

　　営業所所在地　横浜市港南区笹下３丁目39番51号

　　代 表 者 氏 名　鈴木　昭

　　指 定 番 号　764

　　商号又は名称　アース工業株式会社

　　営業所所在地　 相模原市南区上鶴間本町９丁目12番

21号

　　代 表 者 氏 名　市川　誠

　　指 定 番 号　766

　　商号又は名称　有限会社三高商会

　　営業所所在地　 神奈川県海老名市中新田２丁目17番

29号

　　代 表 者 氏 名　高部　巳代吉

　　指 定 番 号　768

　　商号又は名称　 有限会社十和田管工

　　　　　　　　　神奈川工事営業部

　　営業所所在地　横浜市緑区鴨居町2470番地１

　　代 表 者 氏 名　中野渡　隆一

　　指 定 番 号　919

　　商号又は名称　有限会社スタジオラプランヌ

　　営業所所在地　 神奈川県三浦郡葉山町長柄1410番地

の６

　　代 表 者 氏 名　原　正

　　指 定 番 号　920

　　商号又は名称　株式会社進友建設

　　営業所所在地　横浜市栄区長倉町２番17－２号

　　代 表 者 氏 名　松尾　裕也

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第７号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　平成31年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定有効期間

　　平成31年２月１日から
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　　平成36年１月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1081

　　商号又は名称　株式会社サンユウ

　　営業所所在地　 横浜市神奈川区六角橋２丁目16番７

号ローズクオーツ１階

　　代表者氏名　三浦　友昭

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第８号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第８条第１号の規定により告示

します。

　　平成31年１月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第1654号

　　氏名又は名称　株式会社Ｎ４エンジニアリング

　　住　　　　所　相模原市中央区横山台２丁目34番19号

　　代表者氏名　大西　規夫

　　指定年月日　平成31年１月30日

２ 　指 定 番 号　第1655号

　　氏名又は名称　バンドーテクニカルサービス有限会社

　　住　　　　所　東京都世田谷区千歳台５丁目19番

　　　　　　　　　17号　ラフォーレ千歳台106

　　代表者氏名　板東　諭史

　　指定年月日　平成31年１月30日

３ 　指 定 番 号　第1656号

　　氏名又は名称　株式会社ナマタメ

　　住　　　　所　横浜市港北区新吉田東２丁目19番９号

　　代表者氏名　生天目　剛

　　指定年月日　平成31年１月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第９号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　平成31年１月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　指 定 番 号　第1653号

　　氏名又は名称　（新）シンレイサービス

　　　　　　　　　（旧）中垣　裕

　　住　　　　所　川崎市麻生区高石４丁目21番２号

　　代表者氏名　中垣　裕

　　変更年月日　平成31年１月21日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第10号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の廃止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止

を行いましたので告示します。

　　平成31年１月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第542号

　　氏名又は名称　株式会社横浜双葉

　　住　　　　所　横浜市磯子区東町11番７号

　　代表者氏名　稲葉　尚男

　　廃止年月日　平成30年12月31日

２ 　指 定 番 号　第749号

　　氏名又は名称　戸田設備

　　住　　　　所　横浜市旭区市沢町919番地39号

　　代表者氏名　戸田　宏

　　廃止年月日　平成31年１月17日

３ 　指 定 番 号　第891号

　　氏名又は名称　有限会社栄進設備工業

　　住　　　　所　横浜市鶴見区江ケ崎町19番36号

　　代表者氏名　渡部　弘海

　　廃止年月日　平成30年７月18日

４ 　指 定 番 号　第1487号

　　氏名又は名称　ナマタメ設備

　　住　　　　所　横浜市港北区新吉田東３丁目24番25号

　　代表者氏名　生天目　剛

　　廃止年月日　平成31年１月30日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第５号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名、納入場所及び予定使用電力量

件　　　　　名 納入場所（川崎市） 予定使用電力量（kWh）

ア 長沢高区送水ポンプ所で使用する電気（単価契約） 多摩区長沢１丁目36番15号 615,513　　

イ 稲田取水所で使用する電気（単価契約） 多摩区菅稲田堤３丁目21番１号 1,281,907　　

ウ 細山送水ポンプ所で使用する電気（単価契約） 多摩区生田１丁目１番地１号 1,023,239　　

エ 渋川ポンプ場で使用する電気（単価契約） 幸区矢上４－１ 882,736　　

オ 六郷ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約） 川崎区本町２丁目４ほか 985,830　　

カ 工水菅１号さく井ほか４施設で使用する電気（単価契約）多摩区菅３丁目７番16号ほか 923,734　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度浮島コンテナ保管灰取出積込等業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区浮島町511番地ほか

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」に登載されていること。

⑷ 　平成15年度以降において、次のすべての業務の履行完了実績を有すること。

　ア 　海上輸送用コンテナの３段積み又は撤去業務

　イ 　コンテナの転倒防止金具（ラッシング）の設置又は撤去業務

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月14日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

　⑵ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

２ 　参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事

業者として登録を受けた者であること。

　⑵ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

の物品販売」のうち種目「電気供給」に登載されて

おり、かつ、川崎市環境配慮電力入札実施要綱第４

条第２項の規定に基づき、「Ａ」又は「Ｂ」の等級

に格付けされていること。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入できること。

３ 　契約条項を示す場所等

　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　 （〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治

安田生命ビル13階）

　　電話　044－200－2091

４ 　入札日時等

　　平成31年２月22日　午前10時30分　

　　砂子平沼ビル７階入札室

　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

５ 　入札保証金　免

６ 　契約書作成　要

７ 　入札の無効

　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行っ

た入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無

効と定める入札は、これを無効とします。

８ 　その他

　 　詳細は川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を

御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告第６号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度麻生水処理センター清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月14日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第７号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 蟹ヶ谷仮排水所№１ポンプ取替その他工事

履行場所 川崎市高津区蟹ヶ谷339地先ほか

履行期限 契約の日から平成31年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている者。
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⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月13日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 濃硫酸１ｔ（単価契約）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月11日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 苛性ソーダ１ｔ（単価契約）（下水）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

川崎市上下水道局公告第８号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月29日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ポリ硫酸第二鉄液１ｔ（単価契約）（下水）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 デジタル水道メーター（修理品）13mm　21,600個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 平成31年４月１日から平成31年11月30日まで

参 加 資 格
⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「水

道用品」、希望種目「水道用品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月６日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 デジタル水道メーター（新品）25mm　3,600個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「水

道用品」、希望種目「水道用品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月６日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 カラープリンタトナー等一式（単価契約）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　川崎市内に本社を有すること。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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⑸ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「コ

ンピューター」、希望種目「ソフトウェア・消耗品」に登載されていること。

⑹ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月７日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水道検針等業務用携帯型プリンター用ロール紙（検針用、ＥＡＮ－128対応）ほか１点

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成32年３月27日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「印

刷・軽印刷」に搭載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月７日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ガスクロマトグラフ質量分析計賃貸借及び保守

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成31年４月１日から平成38年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リ

ース」、希望種目「その他」に登載されていること。

⑷ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月５日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道路管理システムに係る端末、プリンタ等の賃貸借及び保守

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リ

ース」、希望種目「事務機器」に登載されていること。

⑷ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）電話　044－200－2091

入札日時等 平成31年３月５日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第９号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月29日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度上下水道局集配業務委託

履行場所 局指定場所

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「その他」に登載さ

れている者。
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参 加 資 格
⑷ 　「民間事業者による信書の送達に関する法律」第29条の規定に基づく特定信書便事業の許可を

受けていること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度入江崎総合スラッジセンター排ガスその他測定業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「調査・測定」、種目「計量証明」に登載

されている者。

⑷ 　計量法に基づく特定計量証明事業者の認定（認定の区分に水又は土壌中のダイオキシン類の濃

度及び排ガスを含む大気中のダイオキシン類の濃度を含むこと）を受け、かつ計量証明事業（登

録区分に濃度及び特定濃度を含むこと）に登録していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度水道メーター管理業務委託

履行場所 川崎市中原区上平間1668番地（平間配水所）及び周辺局施設

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関

連業務」に登載されている者。

⑷ 　ISO14001を取得していること。
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参 加 資 格

⑸ 　ISO27001／ＩＳＭＳ又はプライバシーマークのセキュリティ管理の付与認定を受けていること。

⑹ 　下記ア又はイのいずれかにおいて、メーター業務委託（検針・料金調定等）の契約実績を有す

ること。

　ア 　川崎市

　イ 　川崎市を除く神奈川県内事業体（平成29年４月１日以降に契約したものに限る）

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水道料金業務等オンラインシステムに係る帳票印刷及び口座振替データ変換等業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市上下水道局営業課ほか

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関

連業務」に登載されている者。

⑷ 　平成22年４月１日以降に、本市と同規模以上の地方公共団体において、公共料金に係る帳票印

刷及びデータ変換等の業務についての元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　作業実施施設は、ISO9001認証、ISO27001認証及びプライバシーマークの全てを取得していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度中部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10月31日まで

参 加 資 格
⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類

に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能な者。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決に

より生じます。

・ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委

託契約（公契約）に該当します。

　　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千代ヶ丘配水塔劣化調査を含めた基本方針・計画の決定及び詳細設計業務委託

履行場所 川崎市麻生区千代ヶ丘８丁目23番地12号（千代ヶ丘配水塔）

履行期限 契約の日から平成33年３月19日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」及び「鋼構造及びコンクリート部門」並びに業種「建築設計」、種目「意匠設計」

及び「構造設計」の全てに登載されていること。

⑷ 　国又は地方公共団体等が発注した、水道施設の更新（撤去・新設）の基本又は詳細（実施）設

計業務の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　業務責任者及び照査技術者について、次の要件を全て満たすこと。なお、業務責任者と照査技

術者の兼任はできません。また、業務責任者及び照査技術者は、受注者との間で直接的かつ恒常

的な雇用関係にあることが必要です。

　ア 　業務責任者として、上下水道部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者を配置

できること。

　イ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者を

配置できること。

　ウ 　業務責任者又は照査技術者のいずれか１名は、上記　⑷ 　の業務に携わった経験を有すること。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 光ネットワーク整備実施設計委託その３

履行場所 川崎市中原区上平間2069ほか

履行期限 契約の日から平成31年12月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成15年４月１日以降に、下水道管路内における光ファイバネットワークの新設、増設又は更

新に伴う実施設計業務の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部技術士（下水

道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 燃料貯蔵施設ほか実施設計委託

履行場所 川崎市川崎区京町２－23－１ほか

履行期限 契約の日から平成31年12月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成15年４月１日以降に、排水能力10ｍ３／Ｓ以上の下水道ポンプ場における燃料貯蔵施設（雨

水ポンプ又は自家発電設備用）の新設、増設又は更新に伴う実施設計業務の元請履行完了実績を

有すること。
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参 加 資 格

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 六郷ポンプ場ほか実施設計委託その２

履行場所 川崎市川崎区本町２－４ほか

履行期限 契約の日から平成32年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成15年４月１日以降に国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、下

水道施設（ポンプ場又は処理場）に係る実施設計業務（基本）の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウの兼務はできません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 江川ポンプ場ほか実施設計委託その３

履行場所 川崎市中原区井田１－35－１ほか

履行期限 契約の日から平成31年12月13日まで

参 加 資 格
⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成15年４月１日以降に、計画雨水量４ｍ３／秒以上の下水道施設における雨水ポンプ設備の

新設、増設又は更新に伴う実施設計業務の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　幸区ほか中大口径管きょ構造評価委託第２号

履行場所 川崎市幸区、中原区地内

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成25年４月１日以降に契約した、次のすべての委託業務の元請としての履行完了実績を有し、

当該実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　ア 　日本下水道協会が発行した「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）」又

は「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン‐2017年版‐」に基づく、短辺内径

800mm以上の矩形管きょについての更生工法（複合管）における基本設計又は詳細設計

　イ 　改築・更新に係る基本設計又は詳細設計（耐震設計（レベル１及び２）を含むもの）

　⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記ウ及びエは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者

　ウ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　エ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　沈でん池・活性炭接触池　覆蓋設置工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から平成33年３月12日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「鋼構造物」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能で

ある場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　なお、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。変更後の技術者は、「総合評価落札方式技術評価項目配点表」における評価項目の「配

置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同等以上の評価を有する

ことが必要です。

⑻ 　次の上水施設のいずれかにおける、アルミニウム合金製かつレール可動式の覆蓋の製作及び据

付工事の完工実績（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除

く）。

　　（上水施設：着水井、配水池、活性炭接触池、ろ過池又は沈でん池。）

　　ただし、共同企業体により施工した工事については出資比率が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月５日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用

します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札（特別簡易型）のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　本案件は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約の対象となります。

川崎市上下水道局公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月29日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要

します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 観音川ポンプ場建設機械その15工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜２－24－９

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

ただし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　なお、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。変更後の技術者は、「総合評価落札方式技術評価項目配点表」における評価項目の「配

置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同等以上の評価を有する

ことが必要です。

⑻ 　計画汚水量0.4ｍ３／秒以上の下水道施設における、沈砂池設備の製作及び据付工事の完工実績

（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有すること。

　（修理及び整備工事は除く。）

　　ただし、共同企業体により施工した工事については出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年３月５日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用

します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札（特別簡易型）のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要

します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 資材倉庫及びメーター倉庫棟　屋上防水修繕工事

履行場所 川崎市幸区下平間1643

履行期限 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「防水」種目「その

他の防水」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　防水工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「防水」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月20日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る

予算の議決を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大島ポンプ場№２高段雨水ポンプ用エンジン整備その他工事

履行場所 川崎市川崎区浜町４－17－11ほか

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　上下水道施設において、ポンプ設備に係るエンジンの分解整備工事又は自家発電設備に係るエ

ンジンの分解整備工事の完工実績（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有すること。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月20日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 マンホールポンプ設備更新その３工事

履行場所 川崎市麻生区東百合丘１－13－６地先ほか

履行期限 契約の日から平成31年８月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月20日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 加瀬水処理センター建設機械その74工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

履行期限 契約の日から平成31年７月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　川崎市発注の昇降機設備の製作及び据付工事の完工実績（元請に限る。）を平成15年４月１日以

降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100
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入札日時等 平成31年２月20日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 光ネットワークシステム改築その２工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されている者。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが

可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　なお、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月26日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 富士見地区ほか下水枝線第217号工事

履行場所 川崎市川崎区富士見１丁目、富士見２丁目地内ほか

履行期限 契約の日から360日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。
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参 加 資 格

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月25日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

　⑴ 　入札参加者は本案件又は「日進町地区ほか下水枝線第219号工事」のいずれか１件のみ落札が

できるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

　⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「日進町地区ほか下水枝線第219号工事」の順に行います。

　⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「日進町地区ほか下水枝線第219号工事」の落札候補者に

はなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日進町地区ほか下水枝線第219号工事

履行場所 川崎市川崎区日進町、港町地内ほか

履行期限 契約の日から340日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。
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参 加 資 格

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月25日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「富士見地区ほか下水枝線第217号工事」のいずれか１件のみ落札がで

きるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当す

る場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「富士見地区ほか下水枝線第217号工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「富士見地区ほか下水枝線第217号工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札候補者には

なれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場合

はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２及び第４取水系さく井等撤去工事

履行場所 多摩区菅稲田堤２－９－１（第２取水系４号さく井）ほか４件

履行期限 契約の日から325日間

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「一般土木」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月25日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中丸子200mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：中原区中丸子474先

至：中原区北谷町32先　ほか５件

履行期限 契約の日から315日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月25日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎400mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：幸区新川崎５－１先

至：幸区鹿島田１－１－３先

履行期限 契約の日から185日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月25日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第６号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 平成31年度給配水情報管理システムデータ修正業

務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　（川崎市役所第２庁舎内）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月19日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、給配水情報管理システムのデータ

修正に伴い、上下水道局事業所に設置された端末機

器を用いたデータの入力作業等を行うものです。

　　　給配水情報管理システムデータ修正業務一式

　　※詳細は業務委託設計書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は３⑵の期間中に３⑴の場所にて競争入札参加申込

みを行ってください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業

務」に登載されていること。

　　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載されていない者（入札参加業種・種目に

登載のない者を含む。）で当該入札に参加を希望す

る者は、平成31年２月26日までに川崎市財政局資産

管理部契約課で所定の様式により、競争入札参加資

格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　平成15年４月１日以降に、水道事業体からＧＩＳ

ソフトウェアによる水道施設データ更新業務の元請

としての履行完了実績を有すること。

　⑸ 　公的認証機関から、セキュリティ管理に係る日本

工業規格「JIS Q 27001 ／ ISMS」、「JIS Q 15001 ／

プライバシーマーク」又はこれに類するものの付与

認定を受けていること。

　　※ 　２⑷と２⑸に関しましては、10⑵を必ずお読み

ください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　　※「入札情報かわさき」のアドレス

　　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　 　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　平成31年２月12日～平成31年２月26日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込み方法・期間

　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所にて、３⑵の期

間に提出してください。

　 　競争入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表

（上下水道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。インタ

ーネットからの取得ができない場合には、３⑴の場所

にて、３⑵の期間に配布します。

　 　また、競争入札参加申込書の郵送による提出は認め

ません。

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は電子ファイルのダウンロードに

より取得してください。川崎市ホームページ「入札情

報かわさき」の「入札情報（委託）」内「入札公表（上

下水道局）」に掲げる「入札公表詳細」からＰＤＦフ

ァイル「見積用設計図書類」をダウンロードすること

ができます。インターネットから取得できない場合に

は、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。
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　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所へ、次の

期間に提出してください。（どちらか一方の場合

は、質問は受付いたしません。）

　　　 　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　　　期間　平成31年２月27日～平成31年３月４日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　平成31年３月８日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法は、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の上下水道局「入札参加手続関係」に掲げる

「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、平成31年３月８日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、平成31年３月８日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成31年３月８日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の提出及び入札方法

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格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

契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額

を除いた金額を入札書に記載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出日時

　　　　　平成31年３月26日　午後２時30分

　　（イ ）入札書の提出場所

　　　　 　砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区砂子

１－７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出期限　平成31年３月25日

　　　　　必着

　　（イ）入札書の提出先　３⑴に同じ

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月26日　午後２時30分

　　イ 　場所 　砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）

　⑶ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限を委任した

書類を事前に提出しなければなりません。

　⑷ 　再度入札の実施
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　　 　落札候補者がいない場合は直ちに再度入札を行い

ます（開札に立ち会わない者は再度入札に参加の意

思がないものとみなします。）。

　⑸ 　入札保証金

　　 　免除とします。

10　落札者の決定・競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した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行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、落札者と

して決定します。資格審査の結果、当該落札候補者

に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の低い入札者について同様の審査を

実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者につきましては、「入札参加条件確認

（申請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入

札参加手続関係」の中から取得してください。）、２

⑷及び⑸の条件を満たす事項を確認することができ

る書類を担当課（川崎市上下水道局水道部水道計画

課　住所：川崎市宮本町１番地　川崎市役所第２庁

舎２階　電話：044－200－2483）に持参し、確認を

受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加条

件の確認ができないため無効となる場合があります

ので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　照井

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

13　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Heisei 31:

　　　 Inputting revised data to the information 

management system regarding water supply and 

distribution

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　2:30P.M. 26 March 2019

　　ｂ　By mail

　　　　25 March 2019

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, 

Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097

　　　───────────────────
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川崎市上下水道局公告（調達）第７号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 平成31年度入江崎総合スラッジセンター焼却灰等

再利用運搬処分業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、入江崎総合スラッジセンターの汚

泥焼却設備から発生する下水汚泥焼却灰等を再利用

するために、下水汚泥焼却灰等を再利用施設へ運搬

し処分（セメント原料化）するものです。

　　　焼却灰等収集運搬業務 １ｔ　　

　　　焼却灰等処分業務 １ｔ　　

　　　（予定数量　ばいじん約3,588ｔ、燃え殻約128ｔ）

　　　※　詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は３⑵の期間中に３⑴の場所にて競争入札参加申込

みを行ってください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　　本業務委託の入札は、混合入札により執行します。

　 　入札に参加を希望する者は、川崎市上下水道局下水

汚泥焼却灰処分等委託共同企業体取扱要綱（以下「要

綱」という。）に規定する共同企業体、又は単体企業

とし、次の条件を全て満たさなければなりません。

　 　共同企業体を構成する場合の構成員数は２者以上と

し、共同企業体の代表企業を入札に参加する代表者と

します。また、⑶及び⑷の要件については、共同企業

体の各構成員が分担して要件に適合することで補完し

合い、共同企業体として全ての要件を満たす必要があ

ります。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」、種目

「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」

に登載されていること。

　　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載されていない者（入札参加業種・種目に

登載のない者を含む。）で当該入札に参加を希望す

る者は、平成31年２月26日までに川崎市財政局資産

管理部契約課で所定の様式により、競争入札参加資

格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　次の条件を全て満たしていること。

　　ア 　積出地及び運搬先において産業廃棄物収集運搬

業の許可を有しており、許可品目の種類にばいじ

ん・燃え殻が含まれていること

　　イ 　運搬先において産業廃棄物処分業の許可を有し

ており、許可品目の種類にばいじん・燃え殻が含

まれていること

　　　※ 　２⑷に関しましては、10⑵を必ずお読みくだ

さい。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　※「入札情報かわさき」のアドレス

　　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　平成31年２月12日～平成31年２月26日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込み方法・期間

　⑴ 　共同企業体の競争入札参加申込書等提出方法

　　 　以下のア～ウの書類を、３⑴の場所に持参により

提出してください。

　　 　各書類は、川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上下水

道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。インターネ

ットからの取得ができない場合には、３⑴の場所に

て、３⑵の期間に配布します。

　　　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委任状（要綱第１号様式）

　　ウ 　共同企業体協定書（要綱第２号様式）

　⑵ 　単体企業の競争入札参加申込書提出方法

　　 　４⑴アの書類を、３⑴の場所に、持参により提出

してください。

　⑶ 　提出期間

　　 　共同企業体・単体企業ともに、提出期間は３⑵に
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同じです。

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は、電子ファイルのダウンロード

により取得してください。

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」の「入札公表（上下水道局）」の「入札

公表詳細」からＰＤＦファイル「見積用設計図書類」

をダウンロードしてください。インターネットから取

得できない場合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所へ、次の

期間に提出してください。（どちらか一方の場合

は、質問は受付いたしません。）

　　　　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　　　　期間　平成31年２月27日～平成31年３月４日

　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　平成31年３月８日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法は、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の上下水道局「入札参加手続関係」に掲げる

「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、平成31年３月８日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレス（共同企業体の場合は代表者の

メールアドレス）に、平成31年３月８日に確認通知書

を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成31年３月８日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

ないことが判明した入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の提出及び入札方法

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格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108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　平成31年３月26日　午後２時30分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　 　砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区砂子

１－７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合
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　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　平成31年３月25日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月26日　午後２時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限を委任した

書類を事前に提出しなければなりません。

　⑷ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は直ちに再度入札を行い

ます。（開札に立ち会わない者は再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

　⑸ 　入札保証金

　　 　免除とします。

10　落札者の決定・競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した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行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、落札者と

して決定します。資格審査の結果、当該落札候補者

に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の低い入札者について同様の審査を

実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者については、「入札参加条件確認（申

請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中から取得してください。）、２⑷の

条件を満たす事項を確認することができる書類を担

当課（川崎市上下水道局入江崎総合スラッジセンタ

ー　住所：川崎市川崎区塩浜３－24－12　電話：

044－287－7212）に持参し、確認を受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加条

件の確認ができないため無効となる場合があります

ので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　担当

　　照井

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

13　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Heisei 31; 
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　　　 Transportation and disposal of sewage sludge 

ash for

　　　Iriezaki General Sludge Center

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　2:30P.M. 26 March 2019

　　ｂ　By mail

　　　　25 March 2019

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI  CITY  OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, 

Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第３号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月16日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び予定数量

　　　尿素水（ＡｄＢｌｕｅ）　40,020リットル

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、

　　　鷲ヶ峰営業所、菅生営業所

　⑷ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「薬品」、

種目「化学工業薬品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月16日から平成31年１月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成31年１月24日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１リットル当たりの単価に予定数量を乗じた総価

で行います。この金額には、その他一切の諸経費を

含めて算定してください。入札書には、算定した金

額の108分の100に相当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年１月31日　午後２時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室
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　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第４号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月17日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　更生タイヤ購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「自動

車」、種目「タイヤ」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月17日から平成31年１月24日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成31年１月25日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　伊藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
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とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、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、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２月４日　午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第５号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月17日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　タイヤ更生修理（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「自動

車」、種目「タイヤ」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月17日から平成31年１月24日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参
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４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成31年１月25日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　伊藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、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、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２月４日　午前10時20分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第６号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月17日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　タイヤ（245・275）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「自動

車」、種目「タイヤ」で登録されており、かつ、ラ

ンク「Ａ」又は「Ｂ」に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。
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３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バス

ホームページ内「入札情報」からもダウンロー

ドできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月17日から平成31年１月24日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からもダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成31年１月25日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　伊藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、算定した金額の108

分の100に相当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２月４日　午前11時

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第７号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月18日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　平成31年度広告物、絵画等取付・取外業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、

　　　鷲ヶ峰営業所、菅生営業所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで
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　⑷ 　委託概要

　　 　バス車内額面及び車内ちらし広告並びにギャラリ

ーバス車内絵画等の取付作業及び取外作業を行う。

詳細は、仕様書による。

　⑸ 　予定作業数

　　　76,473作業

　　　注） 予定作業数は、あくまで予定でありこれを保

証するものではありません。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「その他」、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年１月18日から平成31年１月25日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成31年１月29日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　営業企画担当　山口

　　電話　044－200－2491

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１作業当たりの単価に予定作業数を乗じた総価で

行います。この金額には、その他一切の諸経費を含

めて算定してください。入札者は、算定した金額か

ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書の金額欄に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月５日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
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て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第８号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月24日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ノートパソコン（７台）賃貸借保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局本局

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「リース」、種目「事

務用機器」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年１月24日から平成31年１月31日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成31年２月５日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部庶務課　庶務係　瀧野

　　電話　044－200－3214

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月13日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要
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10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除をすることができるものとします。ま

た、上記変更又は解除に伴い損失が生じた場合は、

その損失の補填を川崎市交通局に対して請求するこ

とができるものとし、補償額は協議して定めるもの

とします。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第９号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月24日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 平成31年度川崎市交通局採用選考に係る求人広告

掲出業務（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要・予定回数

　　　仕様書のとおり

　　　注 ）予定回数は、あくまで予定でありこれを保証

するものではありません。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「広告代理店」で

登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年１月24日から平成31年１月31日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成31年２月５日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部庶務課　職員係　櫻井

　　電話　044－200－3215

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　掲出広告媒体ごとに単価と予定回数を乗じた総価

で行います。この金額には、その他一切の諸経費を

含めて算定してください。入札者は、算定した金額

から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた

金額を入札書の合計金額に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月13日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参
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　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月24日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　車両清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「建物清掃等」、地域区分「市内」で登

録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年１月24日から平成31年１月31日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成31年２月５日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　車両係　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
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経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月13日　午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　⑷ 　本調達が契約された場合、直接関連する他の委託

契約を本調達の契約業者と随意契約により締結する

予定があります。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市契約条例、川崎市交通局契約規程及び川崎市財政

局ホームページ「入札情報かわさき」の「公契約関

係」から、「特定工事請負契約及び特定業務委託契

約の手引」をご覧ください。

交 通 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市交通局公告（調達）第４号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年２月12日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　調達件名及び数量

　　　塩浜営業所ほか14施設で使用する電気（単価契約）

　　　数量は仕様書によります。

　⑵ 　調達概要

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、

　　　鷲ヶ峰営業所及び菅生営業所

　⑷ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい

う。）に、業種「その他の物品販売」、種目「電気供

給」で登録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

平成31年２月28日までに行ってください。申請の際

には、この公告文を持参してください。

　⑶ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項の規定により「Ａ」又は

「Ｂ」ランクに格付けされていること。

　⑷ 　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２

の規定に基づき小売電気事業の登録を受けているこ

と。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続
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　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　交通局企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月12日から平成31年２月28日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　入札説明書は、市バスホームページ内「入札情報」

からダウンロードしてください。また、３により一般

競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、３⑵

の期間中、入札説明書を無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成31年３月８日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部管理課　管理担当　木村

　　電話　044－200－2471

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、所定の入札書を用い、積算の基礎となっ

た単価等を詳細に記載した明細内訳書（様式は任

意）とともに、入札件名を記載した封筒に入れて提

出してください。

　　　入札は、予定使用電力量に対する総価で行います。

　　 　入札者は、契約電力、契約電流及び契約容量の基

本料金単価並びに電力量料金単価（いずれも小数点

第２位まで）を基に算出した金額から消費税及び地

方消費税に相当する金額を除いた金額（円未満は、

切り上げること。）を入札書に記載するようにして

ください。

　　 　なお、入札金額の算出に当たっては、力率は100

％とし、燃料費調整額及び電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成

23年法律第108号）に基づく賦課金は考慮しないも

のとします。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日時　平成31年３月25日　午前11時00分

　　（イ）場所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期限　平成31年３月20日　必着

　　（イ）宛先　〒210－8577

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　　必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度の入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札参加者が川崎市交通局競争入札参加者心

得第７条により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者であった場合は参加できません。

10　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、平成31年第１

回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決

を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

11　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦
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情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、委員会への苦情申立てが行われ

た場合、契約締結等の手続を一時停止することがあ

ります。

13　Summary

　⑴ 　Procurement subject:

　　　 Electricity to use at Shiohama sales offices 

In addition to 14 facilities

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　11:00 A.M. 25 March, 2019

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　20 March, 2019

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section

　　　Transportation Bureau

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL:+81(0)44-200-3228

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第２号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権
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限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　本調達に関する落札決定の効果は、平成31年川

崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決

を要します。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院一般廃棄物収集運搬業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「廃棄物関連業務」

種　　目　「一般廃棄物収集」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること（許可証明書の写しは

参加申し込み時に提出すること）

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分（案件１と案件２は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院一般廃棄物収集運搬業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「廃棄物関連業務」

種　　目　「一般廃棄物収集」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること（許可証明書の写しは

参加申し込み時に提出すること）

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分（案件１と案件２は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院消防設備等点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「施設維持管理」

種　　目　「消火設備保守点検」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分（案件３と案件４は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院消防設備等点検業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「施設維持管理」

種　　目　「消火設備保守点検」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分（案件３と案件４は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎建物管理業務委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　　種　「施設維持管理」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 電離放射線個人線量測定業務委託

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「調査・測定」

種　　目　「その他調査測定」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院ＲＩ関係保守及び放射性物質法定濃度測定業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野１）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から４の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　ISO14001を取得していること。

２ 　ISO15189（臨床検査室―質と適合能力に対する特定要求事項）の認定を受けて

いること。

３ 　ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認定を受けていること。

４ 　財団法人「医療関連サービス振興会」から「医療関連サービスマーク」の認定

を受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の８）に

適合していること。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院胎盤及び産あい物処理業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「その他業務」

種　　目　「その他」

地域区分 設定しません。

そ の 他

えなその他出産に伴う産あい物処理業取締条例により神奈川県内において処理業者

として許可を自社において有すること（許可証明書の写しは参加申し込み時に提出

すること）

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件10）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院小児科病棟保育業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「その他業務」

種　　目　「介護、保育、福祉の業務サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件11）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院自動造影剤注入装置保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件12）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院人工呼吸器（ニューポートベンチレータ）保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件13）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院アトムメディカル製医用機器保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件14）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院体外式衝撃波結石破砕装置保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件15）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院高圧蒸気滅菌装置（オートクレーブ）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限
平成31年４月１日から平成34年３月31日まで

（３年間の複数年契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件16）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院自動血球分析装置（ＸＮ－3000）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件17）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院スピード低温滅菌システム保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限
平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

（５年間の複数年契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件18）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院昇降機設備保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「施設維持管理」

種　　目　「エレベータ保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会
競争参加申込時に、担当部署との仕様書確認と共に、現場視察を行うことを必須としますので、

病院局経営企画室契約担当まで御連絡ください。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月15日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。
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（案件19）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院立体駐車場昇降機設備保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「施設維持管理」

種　　目　「エレベータ保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会
競争参加申込時に、担当部署との仕様書確認と共に、現場視察を行うことを必須としますので、

病院局経営企画室契約担当まで御連絡ください。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月15日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

（案件20）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院昇降機設備（ケアセンター）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「施設維持管理」

種　　目　「エレベータ保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会
競争参加申込時に、担当部署との仕様書確認と共に、現場視察を行うことを必須としますので、

病院局経営企画室契約担当まで御連絡ください。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月15日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。
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（案件21）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 イントラパソコン・プリンタ等保守委託

履行場所

川崎市川崎区砂子１－８－９（川崎市病院局）

川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「電算関連業務」

種　　目　「その他の電算関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月15日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第３号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ア ）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
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入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　本調達に関する落札決定の効果は、平成31年川

崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決

を要します。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 再生紙の基本単価契約

履行場所

川崎市川崎区砂子１－８－９ 　（川崎市病院局）

川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「文具・事務機器」

種　　目　「用紙類」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

サ ン プ ル

提 出 期 間

平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。（同等品の提案については、上記の各

履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

サ ン プ ル

審 査 結 果
平成31年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月22日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成31年度内に発注が予想される見込数量であり、発注

を約束するものではありません。
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（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 ペーパータオルの基本単価契約（220㎜×230㎜）

履行場所

川崎市川崎区砂子１－８－９ 　（川崎市病院局）

川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　　種　「日用品雑貨」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

同 等 品 の

提 案 期 間

平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。（同等品の提案については、上記の各

履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る

回 答
平成31年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月22日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成31年度内に発注が予想される見込数量であり、発注

を約束するものではありません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 医師用白衣の単価供給契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「衣料用品」

種　　目　「白衣」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

同 等 品 の

提 案 期 間

平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。（同等品の提案については、上記の各

履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る

回 答
平成31年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月22日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成31年度内に発注が予想される見込数量であり、発注

を約束するものではありません。
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（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 ナースシューズの単価供給契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「衣料用品」

種　　目　「ゴム・皮革製品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

同 等 品 の

提 案 期 間

平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。（同等品の提案については、上記の各

履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る

回 答
平成31年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月22日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成31年度内に発注が予想される見込数量であり、発注

を約束するものではありません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院及び井田病院で使用する上半期給食用米穀の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「食料品」

種　　目　「食料品」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

納 品 予 定 米 の

提 案 期 間

平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。（提案については、川崎市立川崎病院

にて提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る

回 答
平成31年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月22日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成31年度上半期内に発注が予想される見込数量であり、

発注を約束するものではありません。
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（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院及び井田病院で使用する患者給食用乳製品等の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「食料品」

種　　目　「食料品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月22日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成31年度内に発注が予想される見込数量であり、発注

を約束するものではありません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎で使用する電気の調達

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「その他の物品販売」

種　　目　「電気供給」

地域区分 設定しません。

そ の 他

⑴ 　履行場所を含む区域における電気の供給について、電気事業法（昭和39年法律

第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受けている者で

あること。

⑵ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月１日制定）第４条第２項に基

づき、Ａランク又はＢランクに格付けされているものであること。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院血管内超音波画像システム（i-Lab CART）賃貸借

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療機器」

種　　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第４号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。
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　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する手術用電動ドリルの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成31年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療機器」

種　　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する手術用気動ドリルの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成31年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療機器」

種　　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する電動手術台（外来手術室）の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成31年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療機器」

種　　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する電気手術器（電気メス）の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 契約締結日から平成31年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療機器」

種　　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月25日から平成31年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第２号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　平成31年１月22日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　日　時　平成31年１月29日（火）14時00分から

２ 　場　所　明治安田生命川崎ビル３階　委員会室

３ 　議　事

　　（以下、非公開予定）

　　　議案第58号　小杉小学校の建物の取得について

　　　議案第59号　 鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能

に関する基本方針（案）について

　　　議案第60号　 国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画

の決定について

　　　議案第61号　 公文書開示請求に対する不作為に係

る審査請求についての裁決について

　　　議案第62号　 地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第29条の規定に基づく意見聴

取について

４ 　その他報告等

監 査 公 表

 31川監公第３号　　

 平成31年２月12日　　

監査の結果について（公表）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の

規定により監査を行いましたので、同条第９項の規定に

よりその結果に関する報告を次のとおり公表します。

 川崎市監査委員　　寺　岡　章　二　　

 同　　　植　村　京　子　　

 同　　　花　輪　孝　一　　

 同　　　山　田　益　男　　


