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告 示

川崎市告示第60号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第58条

第１項の規定によるＮＰＯ法人くるみ－来未の特例認定

をしたので、同法第62条において準用する同法第49条第

２項の規定により次のとおり告示します。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　名称

　　ＮＰＯ法人　くるみ－来未

２ 　代表者の氏名

　　太田　修嗣

３ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市幸区下平間152番地５

　　コートハウス新川崎301

４ 　当該特例認定の有効期間

　　平成31年２月１日～平成34年１月31日

　　　───────────────────

川崎市告示第61号

　介護保険法115条の46第11項において準用する同法第

69条の14第２項の規定に基づき、次のとおり医療法人啓

和会が運営する「大島中島地域包括支援センター」の所

在地を変更したので告示する。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（変更前）

　所在地：川崎市川崎区大島上町18－１

　　　　　サニークレイン２階

（変更後）

　所在地：川崎市川崎区中島２－３－２

　　　　　川崎沖縄県人会館101

　　　───────────────────

川崎市告示第62号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医師名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

菊池　有史
武蔵小杉

ハートクリニック

川崎市中原区新丸子東

３－946－３

ＭＫファーストビル

１Ｆ

　　　───────────────────

川崎市告示第63号

　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11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定します。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第６３号

川崎市長　　　福田　紀彦

病院

No. 指定年月日 医療機関名 所在地 医療の種類 担当する医療 標榜科目 担当医師

1 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療 消化器外科 谷合　信彦

薬局

No. 指定年月日 薬局名 所在地 医療の種類 薬剤師

1 平成31年2月1日 スギ薬局　南加瀬店 幸区南加瀬4-11-11 育成医療・更生医療 神取　佳子

2 平成31年2月1日 そうごう薬局　梶が谷店
高津区末長1-9-1
スタイリオ梶が谷MALL5階

育成医療・更生医療 須賀　一名

3 平成31年2月1日
クスリのナカヤマ薬局
向ヶ丘遊園北口店

多摩区登戸2027
トゥッティ向ヶ丘1階

育成医療・更生医療 紺野　有紀

4 平成30年10月1日
クオール薬局
小田急百合ヶ丘駅店

麻生区百合丘1-21-1 育成医療・更生医療 島田　宗也

5 平成30年10月1日 SFC薬局貝塚店
川崎区貝塚2-5-19
ハイツ内田1階

育成医療・更生医療 山岡　綾子

6 平成30年10月1日
クオール薬局
聖マリアンナ医大前店

多摩区長沢2-20-31 育成医療・更生医療 松尾　和恵

7 平成30年10月1日 クオール薬局小倉店 幸区小倉5-1-20 育成医療・更生医療 佐藤　みちる

8 平成31年2月1日 アイン薬局　アトレ川崎店
川崎区駅前本町26-1
アトレ川崎8階

育成医療・更生医療 田中　絵理

9 平成31年2月1日
イオン薬局
イオンスタイル新百合ヶ丘

麻生区上麻生1-19 育成医療・更生医療 秋葉　勇人

10 平成31年2月1日 あるも薬局　武蔵小杉店 中原区小杉町1-530-1 育成医療・更生医療 杉浦　喬子

11 平成31年2月1日
薬局マツモトキヨシ
小田急アコルデ新百合ヶ丘店

麻生区万福寺1-17-1
北館3階

育成医療・更生医療 田中　陸人

12 平成31年2月1日
クスリのナカヤマ薬局
生田世田谷通り店

多摩区生田7-10-11 育成医療・更生医療 堀井　祟弘

13 平成31年2月1日 薬樹薬局　小杉2号店
中原区小杉町1-529
澤ビル1階

育成医療・更生医療 藤﨑　詩音

株式会社クスリのナカヤマ
代表取締役　中山唱司

　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11月7日号外法律第123号） 第59条第1項に規定する指定自立支
援医療機関として、次のとおり指定します。

開設者名

株式会社　スギ薬局
代表取締役　榊原　栄一

　 平成３１年　２月　１日

総合メディカル株式会社
代表取締役　坂本　賢治

株式会社クスリのナカヤマ
代表取締役　中山唱司

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

株式会社　アインファーマシーズ
代表取締役　大石美也

イオンリテール株式会社
代表取締役　岡崎双一

クオール株式会社
代表取締役　荒木勲

クオール株式会社
代表取締役　荒木勲

クオール株式会社
代表取締役　荒木勲

クオール株式会社
代表取締役　荒木勲

株式会社BloomingSoul
代表取締役　新沼徹

株式会社　マツモトキヨシ
代表取締役　大田貴雄

No. 指定年月日 薬局名 所在地 医療の種類 薬剤師

15 平成31年2月1日 ファーマシー京町 川崎区京町1-10-18 育成医療・更生医療 池田　哲也

16 平成31年2月1日 クリエイト薬局川崎向ヶ丘遊園店
多摩区登戸1854
伊藤ビル1階

育成医療・更生医療 松本　章宏

訪問看護

No. 指定年月日 訪問看護ステーション名 所在地 医療の種類 看護師

1 平成31年2月1日 ソフィア訪問看護ステーション鹿島田
幸区下平間144-27
小鹿倉ビル2階

育成医療・更生医療 4名

株式会社クリエイトエス・ディー
代表取締役　廣瀨泰三

開設者名

株式会社IBグループ
代表取締役　池田哲也

開設者名

ソフィアメディ株式会社
代表取締役社長　山本遼太郎
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川崎市告示第64号

　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11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定内容を変更します。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市告示第６４号

１ 病院又は診療所

（１）

№ 変更年月日 医療機関名 所在地 担当する医療 医療の種類 新医師名 旧医師名

1 平成30年8月15日 住永クリニック
高津区溝口2-6-26
アズマヤ栄橋ビル2階

腎臓に関する医療 育成医療・更生医療
住永　雅司
伴野麻悠子

住永　雅司

2 平成30年12月1日 日本鋼管病院 川崎区鋼管通1-2-1 整形外科に関する医療 育成医療・更生医療 大野　拓也 栗山　節郎

3 平成30年11月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 形成外科に関する医療 育成医療・更生医療 梶川　明義 相原　正記

4 平成30年11月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 小腸に関する医療 育成医療・更生医療
育成）古田　繁行
更生）大坪　毅人

育成）北川　博昭
更生）大坪　毅人

5 平成30年12月1日 総合新川橋病院 川崎区新川通1-15 整形外科に関する医療 育成医療・更生医療 須賀　雄一 樫山　政宏

（２）

№ 変更年月日 医療機関名 所在地 変更後 変更前 医療の種類

１ 平成30年5月29日
医療法人社団輔仁会
片倉病院

高津区新作4-11-16
医療法人社団輔仁会
理事長　豊島恵利子

医療法人社団輔仁会
理事長　光野貫一

育成医療・更生医療

２ 薬局

（１）

№ 変更年月日 薬局名 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名 開設者 医療の種類

１ 平成30年6月13日 薬樹薬局　鷺沼春待坂店
宮前区鷺沼3-5-8
ドルチェ鷺沼1階

木下　達也 束田　充
薬樹株式会社
代表取締役　入江充

育成医療・更生医療

2 平成30年6月16日
調剤薬局ツルハドラッグ
栗平駅前店

麻生区白鳥3-5-2
ガーデンヒルズ白鳥1階

円子　晧之 西村　安央
株式会社ツルハ
代表取締役　鶴羽順

育成医療・更生医療

3 平成29年9月4日 健ナビ薬樹薬局　古市場
幸区古市場1-47
ケーワンビル1階

石田　直丈 金原　知祥
薬樹健ナビ株式会社
代表取締役　金指伴哉

育成医療・更生医療

4 平成30年2月1日 健ナビ薬樹薬局　古市場
幸区古市場1-47
ケーワンビル1階

民野　裕子 石田　直丈
薬樹健ナビ株式会社
代表取締役　金指伴哉

育成医療・更生医療

5 平成30年7月1日 矢野調剤薬局　川崎店 多摩区菅1-1-12 新井　恵美 松浦　広美
株式会社矢野調剤薬局
代表取締役　矢野大太

育成医療・更生医療

6 平成30年6月11日 クリエイト薬局　ちとせ店
高津区千年301-1
グランドコスモ千歳101

永井　大樹 田口　翔大
株式会社クリエイトエス・
ディー
代表取締役　廣瀨泰三

育成医療・更生医療

7 平成30年8月1日 フジ薬局　オーパ店 麻生区上麻生1-1-1 粕谷　淑江 山﨑　章雄
株式会社フジ薬局
代表取締役　井上学

育成医療・更生医療

8 平成30年8月1日 ホリウチ薬局 川崎区駅前本町3-6 岡倉　宇蘭 石倉　涼子
株式会社サンドラッグファーマ
シーズ
代表取締役　落合佳宏

育成医療・更生医療

管理薬剤師の変更

　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11月7日号外法律第123号）第59条第1項に規定する指
定自立支援医療機関として、次のとおり指定内容を変更します。

平成３１年  ２月  １日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　崎　市　長　　　　福田　紀彦

医師の変更

開設者の変更（病院）
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№ 変更年月日 薬局名 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名 開設者 医療の種類

9 平成30年8月1日 宮前薬局 川崎区宮前町11-22 大島　啓一 小林　昌平
株式会社アインファーマシー
ズ
代表取締役　大石美也

育成医療・更生医療

10 平成30年8月11日 田辺薬局　鋼管通り店 川崎区鋼管通1-4-21 白士　淳也 吉田　卓史
有限会社アンディ
代表取締役　平山薫

育成医療・更生医療

11 平成30年8月1日
クオール薬局
聖マリアンナ医大前店

多摩区長沢2-20-31 松尾　和恵 甲斐　雅洋
クオール株式会社
代表取締役　中村敬

更生医療

12 平成30年8月9日 日生薬局　元住吉店
中原区木月住吉町3-10
アーク元住吉1階

髙井　友子 齋藤　靖恵
株式会社日本生科学研究所
代表取締役　青木勇

育成医療・更生医療

13 平成30年9月1日 ホリウチ薬局 川崎区駅前本町3-6 小林　直史 岡倉　宇蘭
株式会社サンドラッグファーマ
シーズ
代表取締役　落合佳宏

育成医療・更生医療

14 平成29年8月21日 ひまわり調剤　さいわい薬局 幸区大宮町2-8 森　大洋 田中　由香
ひまわり調剤薬局株式会社
代表取締役　笹沼壮

育成医療・更生医療

15 平成28年3月16日 ひまわり調剤　平間薬局 幸区下平間39 内田　令奈 松原　邦人
ひまわり調剤薬局株式会社
代表取締役　笹沼壮

育成医療・更生医療

16 平成29年8月1日 ひまわり調剤　かわさき薬局 川崎区日進町7-1 龍野　健 近藤　真規
ひまわり調剤薬局株式会社
代表取締役　笹沼壮

育成医療・更生医療

17 平成29年12月11日 さくら薬局　川崎長沢店 多摩区長沢2-14-9 武井　佐和子 染谷　満英
クラフト株式会社
代表取締役　大塚吉史

更生医療

18 平成26年4月1日 あい薬局　はるひ野駅前店
麻生区はるひ野4-4-1
はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞD棟

梶　哲也 岩崎　翔太
株式会社　富士薬品
代表取締役　高柳昌幸

育成医療・更生医療

19 平成30年6月1日 鋼管通薬局
川崎区鋼管通1-3-1
サンフラワービル1階

松下　嘉宏 中島　能行
株式会社メディカルサポート
代表取締役　與野清

育成医療・更生医療

20 平成25年7月24日 新町調剤薬局 川崎区小田1-4-23 守屋　美樹 榎本　晋二
株式会社光和
代表取締役　伊藤恵子

育成医療・更生医療

21 平成30年9月16日 共創未来　川崎薬局
川崎区宮前町11-22
アオキガーデンパレス101

宮良　愛 前田　みどり
株式会社ファーマみらい
代表取締役　清原陽子

育成医療・更生医療

22 平成29年5月16日 カバヤ調剤薬局　新丸子店 中原区新丸子734-1 鹿野　雅代 山寺　忠之
有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

育成医療・更生医療

23 平成29年5月16日 カバヤ薬局　高津警察前店 高津区溝口3-8-1 力石　綾子 金井　郷太郎
有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

育成医療・更生医療

24 平成26年8月11日 カバヤ薬局　溝口パークシティ 高津区久本3-6-1 高橋　直子 守屋　大
有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

育成医療・更生医療

25 平成30年10月1日 アイセイ薬局　高津区役所前店 高津区下作延2-4-3 林　義之助 甲斐　彩乃
株式会社アイセイ薬局
代表取締役　藤井江美

育成医療・更生医療

26 平成30年10月16日 大島　アルファ薬局 川崎区大島4-4-3 長谷山　美紀 織田　真枝
有限会社　アルファ薬局
代表取締役　上村弘

育成医療・更生医療

27 平成30年11月1日 SFC薬局貝塚店
川崎区貝塚2-5-19
ハイツ内田1階

辻本　友香 山岡　綾子
クオール株式会社
代表取締役　荒木勲

育成医療・更生医療

28 平成30年10月1日 健ナビ薬樹薬局　鹿島田
幸区新塚越201番地
ルリエ新川崎1階

酒井　新吾 上原　知未
薬樹健ナビ株式会社
代表取締役　金指伴哉
大和市西鶴間1-9-18

育成医療・更生医療

29 平成26年3月16日 プライム薬局　川崎店 川崎区新川通2-19 早川　徹 林田　則吉
株式会社プライム
代表取締役　高西正博

育成医療・更生医療
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№ 変更年月日 薬局名 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名 開設者 医療の種類

30 平成30年10月16日 プライム薬局　新川通店
川崎区新川通1-12
ﾒｲﾝｺｰﾌﾟｼﾝﾔ101号

福永　浩之 土屋　裕司
株式会社プライム
代表取締役　高西正博

育成医療・更生医療

31 平成30年10月1日 薬樹薬局　梶ヶ谷 宮前区宮崎153番地2 木ノ内　遥介 渡部　ななえ
薬樹株式会社
代表取締役　入江充

育成医療・更生医療

32 平成28年4月1日 薬局トモズ元住吉西口店
中原区木月1-28-8
渋谷ビル1階

關谷　妙子 藤本　彩香
株式会社トモズ
代表取締役　徳廣英之

育成医療・更生医療

33 平成30年5月9日 薬局トモズ元住吉西口店
中原区木月1-28-8
渋谷ビル1階

岡野　健太 關谷　妙子
株式会社トモズ
代表取締役　徳廣英之

育成医療・更生医療

34 平成30年10月1日 来間調剤薬局 幸区戸手2-3-14 矢野　道代 仲林　裕規
株式会社　志紀薬品
代表取締役　矢野耕志

育成医療・更生医療

35 平成30年9月1日 薬局トモズアトレ川崎店
川崎区駅前本町26-1
アトレ川崎1階

浅羽　広寛 鈴木　希
株式会社トモズ
代表取締役　徳廣英之

育成医療・更生医療

36 平成30年5月1日 薬局トモズラゾーナ川崎店
幸区堀川町72-1
1階10500

杉本　武央 外山　亮介
株式会社トモズ
代表取締役　徳廣英之

育成医療・更生医療

37 平成30年4月1日 新ゆり調剤薬局 麻生区万福寺1-8-7 髙橋　真 竹内　千里
共明産業株式会社
代表取締役　青柳隆一

育成医療・更生医療

38 平成30年12月1日 アイン薬局　川崎浅田店 川崎区浅田3-7-19 池田　洋太朗 伊藤　健司
株式会社アインファーマシー
ズ
代表取締役　大石美也

育成医療・更生医療

39 平成30年7月1日 薬樹薬局　ミューザ川崎
幸区大宮町1310
ミューザ川崎2階

田野井　裕香 萬代　尚之
薬樹株式会社
代表取締役　入江充

育成医療・更生医療

40 平成30年11月1日 日本調剤　こすぎ薬局 中原区小杉町1-513 大矢　維人 髙山　靖子
日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

育成医療・更生医療

41 平成30年7月1日 日本調剤　溝口薬局 高津区溝口4-6-2 髙橋　裕美 石井　直子
日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

育成医療・更生医療

42 平成30年4月1日 日本調剤　小杉町薬局 中原区小杉町3-441-1 髙橋　義紀 重田　俊介
日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

育成医療・更生医療

43 平成30年6月1日 日本調剤　川崎駅前薬局 川崎区日進町28-1 小野寺　陽亮 福島　岳
日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

育成医療・更生医療

44 平成30年4月1日 日本調剤　武蔵中原薬局 中原区下小田中3-33-7 佐藤　淳 深堀　久美子
日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

育成医療・更生医療

（２）

№ 変更年月日 薬局名 所在地

1 平成30年6月11日 ミネ薬局　登戸店 多摩区登戸3477

2 平成30年6月1日 伊勢町薬局 中原区木月伊勢町4-16-101

3 平成30年10月1日
クオール薬局　小田急百合ヶ
丘駅店

麻生区百合ヶ丘1-21-1

4 平成30年10月1日 SFC薬局　貝塚店
川崎区貝塚2-5-19
ハイツ内田1階

5 平成30年10月1日
クオール薬局　聖マリアンナ医
大前店

多摩区長沢2-20-31

代表取締役　中村敬

代表取締役　中村敬

変更後 変更前

代表取締役　荒木勲

代表取締役　米川仁章代表取締役　萩原光朗

代表取締役　荒木勲

代表取締役　鉢嶺文敏

開設者の変更

代表取締役　鉢嶺清

代表取締役　中村敬

代表取締役　荒木勲
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№ 変更年月日 薬局名 所在地

6 平成30年10月1日 クオール薬局　小倉店 幸区小倉5-1-20

7 平成30年9月1日
ライム薬局　ららテラス武蔵小
杉店

中原区新丸子東3-1302　4
階

8 平成30年10月1日 つる薬局　元住吉店 中原区木月1-28-5

9 平成30年10月1日 つる薬局　東有馬店
宮前区東有馬5-1-2　メディ
カルプラザD東有馬1階

10 平成30年7月1日 薬樹薬局　新登戸 多摩区登戸3374-1

11 平成30年7月1日 薬樹薬局　川崎のがわ 高津区野川3626

12 平成30年7月1日 薬樹薬局　川崎
川崎区新川通11-8
ｱｵｷｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙ新川通1階

13 平成30年7月1日 薬樹薬局　小杉
中原区小杉町1-515
コートコア小杉1階

14 平成30年7月1日 薬樹薬局　川崎2号店 川崎区境町3-4

15 平成30年7月1日 薬樹薬局　梶ヶ谷 宮前区宮崎153-2

16 平成30年7月1日 薬樹薬局　土橋
宮前区土橋3-3-1
ドゥーエ・アコルデB1階1号
室

17 平成30年7月1日 薬樹薬局　元住吉
中原区西加瀬17-8
エクセレントビュー元住吉1階

18 平成30年7月1日 薬樹薬局　鷺沼
宮前区鷺沼3-2-6
鷺沼センタービル1階

19 平成30年7月1日 薬樹薬局　馬絹
宮前区馬絹526-7
第2ケーエービル1階

20 平成30年7月1日 薬樹薬局　宮崎台
宮前区神木2-2-1
宮崎台メディカルプラザA棟
1階

21 平成30年7月1日 薬樹薬局　ミューザ川崎
幸区大宮町1310
ミューザ川崎2階

22 平成30年7月1日 薬樹薬局　武蔵新城
中原区上新城2-11-29
武蔵新城メディカルビル1階

23 平成30年7月1日 薬樹薬局　宮前平
宮前区小台2-6-6
宮前平メディカルモール1階

24 平成30年7月1日 薬樹薬局　宮前平2号店
宮前区小台2-6-6
宮前平メディカルモール1階

25 平成30年7月1日 薬樹薬局　鷺沼3号mammy店
宮前区鷺沼3-3-1
伊藤ビルB号室

26 平成28年9月1日 来間調剤薬局 幸区戸手2-3-14

27 平成28年6月29日 薬局トモズ今井南町店
中原区今井南町8-47
松本ビル1階

28 平成28年6月29日 薬局トモズ武蔵小杉店 中原区小杉町3-432

29 平成30年12月1日
有限会社　たま調剤薬局
千代ヶ丘店

麻生区千代ヶ丘8-1-3
ウエストプラザ104

取締役　瀬戸口達人

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　荒木勲

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

開設者住所
宮前区東有馬5-1-2

開設者住所
宮前区東有馬5-1-2

開設者住所
東京都目黒区八雲2-7-6-303

代表取締役　入江充

代表取締役　髙橋葉子

取締役社長　荒井俊一代表取締役　三津原博

代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　中村敬

変更後 変更前

開設者住所
東京都目黒区八雲2-7-6-302

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　德廣英之 代表取締役　師岡伸生

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　矢野耕志 代表取締役　矢野圭子

代表取締役　德廣英之 代表取締役　師岡伸生

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太

代表取締役　入江充 代表取締役　小森雄太
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（３）

№ 変更年月日 薬局名 所在地

1 平成30年2月8日 フジ薬局　柿生店 麻生区上麻生6-26-16

2 平成30年10月1日 アイン薬局　宮前店 川崎区宮前町11-22

3 平成30年10月1日 アイン薬局　川崎浅田店 川崎区浅田3-7-19

4 平成31年1月10日 日清調剤薬局　栗谷店 多摩区栗谷3-1-6

３ 訪問看護

（１）

№ 変更年月日

1 平成30年9月10日

2 平成30年9月10日

3 平成28年3月8日
所在地：川崎市中原区上小田中5-12-28
職員定数：常勤看護師2名、非常勤看護師4名

変更後

麻生区上麻生6-26-16
（住居表示の実施による）

ソフィア訪問看護ステーション溝口

東京都品川区西五反田1-3-8
五反田御幸ビル3階
TEL：03-6420-3875
FAX：03-6420-3876

東京都目黒区鷹番1-9-21
TEL：03-5768-2853
FAX：03-5768-2864

薬局名：アイン薬局　川崎浅田店 薬局名：アイリスファーマシー

変更後

その他の変更

訪問看護名称

麻生区上麻生6-26

薬局名：アイン薬局　宮前店 薬局名：宮前薬局

薬局名：マスカット薬局生田店 薬局名：日清調剤薬局栗谷店

変更前

所在地等の変更

さくら訪問看護ステーション

ソフィア訪問看護ステーション元住吉

東京都品川区西五反田1-3-8
五反田御幸ビル3階
TEL：03-6420-3875
FAX：03-6420-3876

変更前

東京都目黒区鷹番1-9-21
TEL：03-5768-2853
FAX：03-5768-2864

所在地：川崎市中原区今井南町24-16
職員定数：常勤看護師3名、非常勤看護師8名
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川崎市告示第65号

　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11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定を更新します。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市告示第６５号

１ 病院又は診療所

№ 更新年月日 医療機関名 所在地 医師名 医療の種類 担当する医療 開設者

1 平成31年2月1日
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院

高津区溝口1-16-7 吉村　誠 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院
理事長　加藤信夫

2 平成31年2月1日
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院

高津区溝口1-16-7 向井　一光 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院
理事長　加藤信夫

3 平成31年2月1日 前田記念武蔵小杉クリニック
中原区小杉町1-403
武蔵小杉STMビル6階

小川　千恵 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団前田記念会
理事長　前田国見

4 平成31年2月1日
医療法人社団こうかん会
日本鋼管病院

川崎区鋼管通1-2-1 大野　拓也 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
医療法人社団こうかん会
理事長　別所隆

5 平成31年2月1日 川崎市立井田病院 中原区井田2-27-1
栗原　夕子
中島由紀子

更生医療 免疫に関する医療 川崎市長　福田紀彦

6 平成31年2月1日 川崎市立井田病院 中原区井田2-27-1 滝本　千恵 更生医療 腎臓に関する医療 川崎市長　福田紀彦

7 平成31年2月1日
医療法人社団永康会
元住吉腎クリニック

中原区木月3-6-18
モトスミコアビル3階

新城　名保美 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団永康会
理事長　千葉哲男

8 平成31年2月1日
医療法人社団善仁会
溝の口第一クリニック

高津区久本3-2-3 松田　和世 更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団善仁会
理事長　安藤和弘

9 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 肥塚　泉 育成医療・更生医療 耳鼻咽喉科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

10 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 高木　均 育成医療・更生医療 眼科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

11 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 梶川　明義 育成医療・更生医療 形成外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

12 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 仁木　久照 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

13 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 田中　雄一郎 育成医療・更生医療 脳神経外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

14 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 三浦　偉久男 育成医療・更生医療 免疫に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

15 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1
育成）明石嘉浩・近田正
英
更生）明石嘉浩・宮入剛

育成医療・更生医療 心臓脈管外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

16 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 力石　辰也 育成医療・更生医療 腎移植に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

17 平成31年2月1日
川崎医療生活協同組合
川崎協同病院

川崎区桜本2-1-5 原　弘明 更生医療 整形外科に関する医療
川崎医療生活協同組合
理事長　桑島正臣

18 平成31年2月1日
川崎医療生活協同組合
川崎協同病院

川崎区桜本2-1-5 桜井　彰 更生医療 腎臓に関する医療
川崎医療生活協同組合
理事長　桑島正臣

19 平成31年2月1日
医療法人あさお会
あさおクリニック

麻生区万福寺1-8-10
第一優ビル　1～3階

前波　輝彦 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人あさお会
理事長　前波輝彦

20 平成31年2月1日
帝京大学医学部附属溝口病
院

高津区二子5-1-1 中村　茂 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
学校法人帝京大学
理事長　冲永佳史

№ 更新年月日 医療機関名 所在地 医師名 医療の種類 担当する医療 開設者

　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11月7日号外法律第123号）第59条第1項に規定する指
定自立支援医療機関として、次のとおり指定を更新します。

平成３１年  ２月  １日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　崎　市　長　　　　福田　紀彦
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　川崎市告示第６５号

１ 病院又は診療所

№ 更新年月日 医療機関名 所在地 医師名 医療の種類 担当する医療 開設者

1 平成31年2月1日
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院

高津区溝口1-16-7 吉村　誠 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院
理事長　加藤信夫

2 平成31年2月1日
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院

高津区溝口1-16-7 向井　一光 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団亮正会
総合高津中央病院
理事長　加藤信夫

3 平成31年2月1日 前田記念武蔵小杉クリニック
中原区小杉町1-403
武蔵小杉STMビル6階

小川　千恵 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団前田記念会
理事長　前田国見

4 平成31年2月1日
医療法人社団こうかん会
日本鋼管病院

川崎区鋼管通1-2-1 大野　拓也 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
医療法人社団こうかん会
理事長　別所隆

5 平成31年2月1日 川崎市立井田病院 中原区井田2-27-1
栗原　夕子
中島由紀子

更生医療 免疫に関する医療 川崎市長　福田紀彦

6 平成31年2月1日 川崎市立井田病院 中原区井田2-27-1 滝本　千恵 更生医療 腎臓に関する医療 川崎市長　福田紀彦

7 平成31年2月1日
医療法人社団永康会
元住吉腎クリニック

中原区木月3-6-18
モトスミコアビル3階

新城　名保美 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団永康会
理事長　千葉哲男

8 平成31年2月1日
医療法人社団善仁会
溝の口第一クリニック

高津区久本3-2-3 松田　和世 更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団善仁会
理事長　安藤和弘

9 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 肥塚　泉 育成医療・更生医療 耳鼻咽喉科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

10 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 高木　均 育成医療・更生医療 眼科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

11 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 梶川　明義 育成医療・更生医療 形成外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

12 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 仁木　久照 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

13 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 田中　雄一郎 育成医療・更生医療 脳神経外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

14 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 三浦　偉久男 育成医療・更生医療 免疫に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

15 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1
育成）明石嘉浩・近田正
英
更生）明石嘉浩・宮入剛

育成医療・更生医療 心臓脈管外科に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

16 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1 力石　辰也 育成医療・更生医療 腎移植に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也

17 平成31年2月1日
川崎医療生活協同組合
川崎協同病院

川崎区桜本2-1-5 原　弘明 更生医療 整形外科に関する医療
川崎医療生活協同組合
理事長　桑島正臣

18 平成31年2月1日
川崎医療生活協同組合
川崎協同病院

川崎区桜本2-1-5 桜井　彰 更生医療 腎臓に関する医療
川崎医療生活協同組合
理事長　桑島正臣

19 平成31年2月1日
医療法人あさお会
あさおクリニック

麻生区万福寺1-8-10
第一優ビル　1～3階

前波　輝彦 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人あさお会
理事長　前波輝彦

20 平成31年2月1日
帝京大学医学部附属溝口病
院

高津区二子5-1-1 中村　茂 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
学校法人帝京大学
理事長　冲永佳史

№ 更新年月日 医療機関名 所在地 医師名 医療の種類 担当する医療 開設者

　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11月7日号外法律第123号）第59条第1項に規定する指
定自立支援医療機関として、次のとおり指定を更新します。

平成３１年  ２月  １日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　崎　市　長　　　　福田　紀彦

21 平成31年2月1日
帝京大学医学部附属溝口病
院

高津区二子5-1-1 松井　克也 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
学校法人帝京大学
理事長　冲永佳史

22 平成31年2月1日
帝京大学医学部附属溝口病
院

高津区二子5-1-1 室伏　利久 育成医療・更生医療 耳鼻咽喉科に関する医療
学校法人帝京大学
理事長　冲永佳史

23 平成31年2月1日
帝京大学医学部附属溝口病
院

高津区二子5-1-1 石田　政弘 育成医療・更生医療 眼科に関する医療
学校法人帝京大学
理事長　冲永佳史

24 平成31年2月1日
医療法人社団青海会
しんゆり青木整形外科

麻生区万福寺6-7-2
メディカルモリノビル205

青木　航洋 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
医療法人社団青海会
理事長　青木航洋

25 平成31年2月1日 クラ矯正歯科クリニック 多摩区登戸新町101 蔵　真由美 育成医療・更生医療 歯科矯正に関する医療 代表　蔵真由美

26 平成31年2月1日 田中内科クリニック 中原区新丸子東1-774 鎌田　一寿 更生医療 腎臓に関する医療 代表　田中洋一

27 平成31年2月1日 川崎幸クリニック 幸区南幸町1-27-1 中島　豊 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療 理事長　石井暎禧

28 平成31年2月1日 三島眼科医院 高津区溝口1-9-1 三島　宣彦 育成医療・更生医療 眼科に関する医療 院長　三島宣彦

29 平成31年2月1日 太田総合病院 川崎区日進町1-50 太田　史一 育成医療・更生医療 耳鼻咽喉科に関する医療
医療法人愛仁会太田総合
病院
理事長　太田正治

30 平成31年2月1日 なかじまクリニック 川崎区中島3-9-9 木村　美根雄 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団槿仁会なかじ
まクリニック
理事長　木村美根雄

31 平成31年2月1日 いしかわ矯正歯科
川崎区東田町5-3
ホンマビル2階

石川　剛 育成医療・更生医療 歯科矯正に関する医療 代表　石川剛

32 平成31年2月1日 まゆみ矯正歯科医院 中原区小杉町1-526-6　1階 斎藤　誠弓 育成医療・更生医療 歯科矯正に関する医療 代表　斎藤　誠弓

33 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 堀内　直樹 育成医療・更生医療 眼科に関する医療 川崎市長　福田紀彦

34 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 今西　順久 育成医療・更生医療 耳鼻咽喉科に関する医療 川崎市長　福田紀彦

35 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 鬼澤　勝弘 育成医療・更生医療 口腔に関する医療 川崎市長　福田紀彦

36 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 上田　誠司 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療 川崎市長　福田紀彦

37 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 今西　智之 育成医療・更生医療 脳神経外科に関する医療 川崎市長　福田紀彦

38 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 蜂谷　貴 育成医療・更生医療 心臓脈管外科に関する医療 川崎市長　福田紀彦

39 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 有馬　功一郎 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療 川崎市長　福田紀彦

40 平成31年2月1日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1 坂本　光男 育成医療・更生医療 免疫に関する医療 川崎市長　福田紀彦

41 平成31年2月1日 川崎駅前クリニック
川崎区駅前本町12-1
川崎駅前タワーリバーク6階

古川　智洋 更生医療 腎臓に関する医療 院長　古川智洋

42 平成31年2月1日
社会医療法人財団石心会
さいわい鹿島田クリニック

幸区新塚越201番地　ルリエ
新川崎

朝倉　裕士 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
社会医療法人財団石心会
理事長　石井暎禧

43 平成31年2月1日 住永クリニック
高津区溝口2-6-26
アズマヤ栄橋ビル2階

住永　雅司
伴野麻悠子

育成医療・更生医療 腎臓に関する医療 理事長　住永雅司

44 平成31年2月1日 聖マリアンナ医科大学病院 宮前区管生2-16-1 柴垣　有吾 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
学校法人聖マリアンナ医科
大学
理事長　明石勝也
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№ 更新年月日 医療機関名 所在地 医師名 医療の種類 担当する医療 開設者

45 平成31年2月1日
医療法人社団輔仁会
片倉病院

高津区新作4-11-16 光野　貫一 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団輔仁会片倉
病院
理事長　豊島恵利子

46 平成31年2月1日
社会医療法人財団石心会
川崎クリニック

川崎区日進町7-1 宍戸　寛治 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
社会医療法人財団石心会
理事長　石井暎禧

47 平成31年2月1日
社会医療法人財団石心会
川崎幸病院

幸区大宮町31-27 山本　晋 育成医療・更生医療 心臓脈管外科に関する医療
社会医療法人財団石心会
理事長　石井暎禧

48 平成31年2月1日
社会医療法人財団石心会
川崎幸病院

幸区大宮町31-27 宇田　晋 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
社会医療法人財団石心会
理事長　石井暎禧

49 平成31年2月1日
医療法人喜働会
りょうかわ矯正歯科クリニック

宮前区鷺沼1-11-1
ＤＩＫマンション209

両川　弘道 育成医療・更生医療 矯正歯科に関する医療 理事長　両川弘道

50 平成31年2月1日
独立行政法人労働者健康安
全機構
関東労災病院

中原区木月住吉町１-１ 横地　章生 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
独立行政法人労働者健康
安全機構
理事長　有賀徹

51 平成31年2月1日
独立行政法人労働者健康安
全機構
関東労災病院

中原区木月住吉町１-１ 荻野　浩希 育成医療・更生医療 形成外科に関する医療
独立行政法人労働者健康
安全機構
理事長　有賀徹

52 平成31年2月1日
独立行政法人労働者健康安
全機構
関東労災病院

中原区木月住吉町１-１
岡﨑　裕司
兵頭　晃

育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
独立行政法人労働者健康
安全機構
理事長　有賀徹

53 平成31年2月1日
独立行政法人労働者健康安
全機構
関東労災病院

中原区木月住吉町１-１
並木　淳郎
華山　直二

育成医療・更生医療 心臓脈管外科に関する医療
独立行政法人労働者健康
安全機構
理事長　有賀徹

54 平成31年2月1日
独立行政法人労働者健康安
全機構
関東労災病院

中原区木月住吉町１-１ 杉山　誠 育成医療・更生医療 脳神経外科に関する医療
独立行政法人労働者健康
安全機構
理事長　有賀徹

55 平成31年2月1日
独立行政法人労働者健康安
全機構
関東労災病院

中原区木月住吉町１-１ 杉尾　雄一郎 育成医療・更生医療 耳鼻咽喉科に関する医療
独立行政法人労働者健康
安全機構
理事長　有賀徹

56 平成31年2月1日
独立行政法人労働者健康安
全機構
関東労災病院

中原区木月住吉町１-１ 平林　多恵 育成医療・更生医療 眼科に関する医療
独立行政法人労働者健康
安全機構
理事長　有賀徹

57 平成31年2月1日
医療法人社団善仁会
丸子クリニック

中原区新丸子東1-840 酒井　紗織 更生医療 腎臓に関する医療
医療法人社団善仁会
理事長　安藤和弘

58 平成31年2月1日 本橋内科クリニック 多摩区宿河原3-1-6 本橋　信博 更生医療 腎臓に関する医療 院長　本橋信博

59 平成31年2月1日 渡辺クリニック 麻生区上麻生7-22-11 渡邉　寛之 更生医療 腎臓に関する医療
医療法人　柿生会
理事長　渡邉寛之

60 平成31年2月1日 総合新川橋病院 川崎区新川通1-15 須賀　雄一 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
医療法人　明徳会
理事長　内海通

61 平成31年2月1日 総合新川橋病院 川崎区新川通1-15 薄井　紀夫 育成医療・更生医療 眼科に関する医療
医療法人　明徳会
理事長　内海通

62 平成31年2月1日
国家公務員共済組合連合会
虎の門病院分院

高津区梶ヶ谷1-3-1 弘田　裕 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
国家公務員共済組合連合
会
理事長　松元祟

63 平成31年2月1日
国家公務員共済組合連合会
虎の門病院分院

高津区梶ヶ谷1-3-1 乳原　善文 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
国家公務員共済組合連合
会
理事長　松元祟

64 平成31年2月1日
国家公務員共済組合連合会
虎の門病院分院

高津区梶ヶ谷1-3-1 石井　保夫 育成医療・更生医療 腎移植に関する医療
国家公務員共済組合連合
会
理事長　松元祟

65 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 小早川　信一郎 育成医療・更生医療 眼科に関する医療
学校法人日本医科大学
理事長　坂本篤裕

66 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 大塚　智之 育成医療・更生医療 腎臓に関する医療
学校法人日本医科大学
理事長　坂本篤裕

67 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 井村　肇 育成医療・更生医療 心臓脈管外科に関する医療
学校法人日本医科大学
理事長　坂本篤裕

68 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 松根　彰志 育成医療・更生医療 耳鼻咽喉科に関する医療
学校法人日本医科大学
理事長　坂本篤裕

69 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 赤石　諭史 育成医療・更生医療 形成外科に関する医療
学校法人日本医科大学
理事長　坂本篤裕

№ 更新年月日 医療機関名 所在地 医師名 医療の種類 担当する医療 開設者
70 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 河路　秀巳 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療

学校法人日本医科大学
理事長　坂本篤裕

２ 薬局

№ 更新年月日 薬局名 所在地 管理薬剤師名 医療の種類

1 平成31年2月1日 フジ薬局　大学病院前店 多摩区長沢2-14-1 渡邉　典江 育成医療・更生医療

2 平成31年2月1日 薬局トモズアトレ川崎店
川崎区駅前本町26-1
アトレ川崎1階

浅羽　広寛 育成医療・更生医療

3 平成31年2月1日 薬局トモズラゾーナ川崎店
幸区堀川町72-1
1階10500

杉本　武央 育成医療・更生医療

4 平成31年2月1日 新ゆり調剤薬局 麻生区万福寺1-8-7 髙橋　真 育成医療・更生医療

5 平成31年2月1日 住吉新薬堂薬局 中原区木月2-2-35 笛吹　俊之 育成医療・更生医療

6 平成31年2月1日 株式会社　大西薬局 川崎区駅前本町7-4 山田　哲朗 育成医療・更生医療

7 平成31年2月1日 たから薬局　登戸店 多摩区登戸3486-3 吉光寺　春美 育成医療・更生医療

8 平成31年2月1日 有限会社　三角堂薬局 中原区小杉町3-5 鈴木　耕三 育成医療・更生医療

9 平成31年2月1日 ぱぱす薬局　武蔵小杉店
中原区中丸子13-21
LROCKS1階

鈴木　佐知子 育成医療・更生医療

10 平成31年2月1日 かえで調剤薬局
幸区南幸町2-79
ブリックハウス1階

神垣　ひろこ 育成医療・更生医療

11 平成31年2月1日 ミキ薬局　武蔵小杉店
中原区小杉町1-510-2
セ・クレール武蔵小杉101

入澤　将人 育成医療・更生医療

12 平成31年2月1日 田中薬局 川崎区出木野8-16 田中　充裕 育成医療・更生医療

13 平成31年2月1日 ファーコス薬局　中央 高津区溝口1-16-3 池末　文 育成医療・更生医療

14 平成31年2月1日 たま調剤薬局　千代ヶ丘店
麻生区千代ヶ丘8-1-3
ウエストプラザ104

瀬戸口　達人 育成医療・更生医療

15 平成31年2月1日 ファーコス薬局　かしの木 宮前区有馬3-13-5 鈴木　悠希 育成医療・更生医療

16 平成31年2月1日 あい薬局　はるひ野駅前店
麻生区はるひ野4-4-1
はるひ野メディカルヴィレッジ
D棟

梶　哲也 育成医療・更生医療

17 平成31年2月1日 高津薬局　溝ノ口店 高津区溝口1-14-13 宮島　理恵 育成医療・更生医療

18 平成31年2月1日 高津薬局　カタマチ 高津区久本1-2-5 倉島　朋子 育成医療・更生医療

19 平成31年2月1日 高津薬局　西武店
高津区下作延2-7-26-102
シティフォーラム溝口

宮島　梨絵 育成医療・更生医療

20 平成31年2月1日 高津調剤薬局
高津区溝口2-17-35
タチバナビル101

平川　加奈 育成医療・更生医療

21 平成31年2月1日 さつき調剤　山口薬局
多摩区登戸3314-2
丸栄登戸第2ビル1階B

山口　祐一 育成医療・更生医療

22 平成31年2月1日 さくら薬局　川崎長沢店 多摩区長沢2-14-9 武井　佐和子 更生医療

№ 更新年月日 薬局名 所在地 管理薬剤師名 医療の種類

株式会社トモズ
代表取締役　德廣英之

開設者

株式会社　フジ薬局
代表取締役　井上学

株式会社トモズ
代表取締役　德廣英之

共明産業株式会社
代表取締役　青柳隆一

代表　笛吹俊之

株式会社　大西薬局
代表取締役　谷本充生

株式会社　クアトロ
代表取締役　吉光寺春美

株式会社　ファーコス
代表取締役　島田光明

有限会社　たまプラザ104号室
代表取締役　髙橋葉子

有限会社　三角堂薬局
代表取締役　鈴木耕三

株式会社　ぱぱす
代表取締役　根津孝二

薬香有限会社
代表取締役　松島　善久夫

株式会社メディカルファーマシィー
代表取締役　和田功

株式会社　ヒロ・タナカ
代表　田中裕貴

株式会社　ファーコス
代表取締役　島田光明

株式会社　富士薬品
代表取締役　高柳昌幸

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

有限会社　山口薬局
代表取締役　山口祐一

クラフト株式会社
代表取締役　大塚吉史

開設者
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70 平成31年2月1日 日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉町1-396 河路　秀巳 育成医療・更生医療 整形外科に関する医療
学校法人日本医科大学
理事長　坂本篤裕

２ 薬局

№ 更新年月日 薬局名 所在地 管理薬剤師名 医療の種類

1 平成31年2月1日 フジ薬局　大学病院前店 多摩区長沢2-14-1 渡邉　典江 育成医療・更生医療

2 平成31年2月1日 薬局トモズアトレ川崎店
川崎区駅前本町26-1
アトレ川崎1階

浅羽　広寛 育成医療・更生医療

3 平成31年2月1日 薬局トモズラゾーナ川崎店
幸区堀川町72-1
1階10500

杉本　武央 育成医療・更生医療

4 平成31年2月1日 新ゆり調剤薬局 麻生区万福寺1-8-7 髙橋　真 育成医療・更生医療

5 平成31年2月1日 住吉新薬堂薬局 中原区木月2-2-35 笛吹　俊之 育成医療・更生医療

6 平成31年2月1日 株式会社　大西薬局 川崎区駅前本町7-4 山田　哲朗 育成医療・更生医療

7 平成31年2月1日 たから薬局　登戸店 多摩区登戸3486-3 吉光寺　春美 育成医療・更生医療

8 平成31年2月1日 有限会社　三角堂薬局 中原区小杉町3-5 鈴木　耕三 育成医療・更生医療

9 平成31年2月1日 ぱぱす薬局　武蔵小杉店
中原区中丸子13-21
LROCKS1階

鈴木　佐知子 育成医療・更生医療

10 平成31年2月1日 かえで調剤薬局
幸区南幸町2-79
ブリックハウス1階

神垣　ひろこ 育成医療・更生医療

11 平成31年2月1日 ミキ薬局　武蔵小杉店
中原区小杉町1-510-2
セ・クレール武蔵小杉101

入澤　将人 育成医療・更生医療

12 平成31年2月1日 田中薬局 川崎区出木野8-16 田中　充裕 育成医療・更生医療

13 平成31年2月1日 ファーコス薬局　中央 高津区溝口1-16-3 池末　文 育成医療・更生医療

14 平成31年2月1日 たま調剤薬局　千代ヶ丘店
麻生区千代ヶ丘8-1-3
ウエストプラザ104

瀬戸口　達人 育成医療・更生医療

15 平成31年2月1日 ファーコス薬局　かしの木 宮前区有馬3-13-5 鈴木　悠希 育成医療・更生医療

16 平成31年2月1日 あい薬局　はるひ野駅前店
麻生区はるひ野4-4-1
はるひ野メディカルヴィレッジ
D棟

梶　哲也 育成医療・更生医療

17 平成31年2月1日 高津薬局　溝ノ口店 高津区溝口1-14-13 宮島　理恵 育成医療・更生医療

18 平成31年2月1日 高津薬局　カタマチ 高津区久本1-2-5 倉島　朋子 育成医療・更生医療

19 平成31年2月1日 高津薬局　西武店
高津区下作延2-7-26-102
シティフォーラム溝口

宮島　梨絵 育成医療・更生医療

20 平成31年2月1日 高津調剤薬局
高津区溝口2-17-35
タチバナビル101

平川　加奈 育成医療・更生医療

21 平成31年2月1日 さつき調剤　山口薬局
多摩区登戸3314-2
丸栄登戸第2ビル1階B

山口　祐一 育成医療・更生医療

22 平成31年2月1日 さくら薬局　川崎長沢店 多摩区長沢2-14-9 武井　佐和子 更生医療

№ 更新年月日 薬局名 所在地 管理薬剤師名 医療の種類

株式会社トモズ
代表取締役　德廣英之

開設者

株式会社　フジ薬局
代表取締役　井上学

株式会社トモズ
代表取締役　德廣英之

共明産業株式会社
代表取締役　青柳隆一

代表　笛吹俊之

株式会社　大西薬局
代表取締役　谷本充生

株式会社　クアトロ
代表取締役　吉光寺春美

株式会社　ファーコス
代表取締役　島田光明

有限会社　たまプラザ104号室
代表取締役　髙橋葉子

有限会社　三角堂薬局
代表取締役　鈴木耕三

株式会社　ぱぱす
代表取締役　根津孝二

薬香有限会社
代表取締役　松島　善久夫

株式会社メディカルファーマシィー
代表取締役　和田功

株式会社　ヒロ・タナカ
代表　田中裕貴

株式会社　ファーコス
代表取締役　島田光明

株式会社　富士薬品
代表取締役　高柳昌幸

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

株式会社　高津薬局
代表取締役　鈴木方子

有限会社　山口薬局
代表取締役　山口祐一

クラフト株式会社
代表取締役　大塚吉史

開設者



川 崎 市 公 報 （第1,765号）平成31年(2019年)２月25日

－687－

23 平成31年2月1日 ひまわり調剤　さいわい薬局 幸区大宮町2-8 森　大洋 育成医療・更生医療

24 平成31年2月1日 伊勢町薬局
中原区木月伊勢町4-16
アクアハイム101号

八鍬　広幸 育成医療・更生医療

25 平成31年2月1日 二子薬局　溝の口店 高津区溝口1-11-26 渡辺　勇気 育成医療・更生医療

26 平成31年2月1日 二子薬局　パーク店
高津区溝口1-21-5
世紀コーポ1階

松本　眞紀枝 育成医療・更生医療

27 平成31年2月1日 二子薬局　センター店 高津区溝口1-5-1 瀬戸口　あかね 育成医療・更生医療

28 平成31年2月1日 二子薬局　津田山店 高津区下作延6-4-3 川松　あや 育成医療・更生医療

29 平成31年2月1日 二子薬局　中央店
高津区溝口1-12-20
ウエストキャニオンⅡ

山岸　ゆか里 育成医療・更生医療

30 平成31年2月1日 丈夫屋　メディカル薬局 高津区溝口1-18-8 藤巻　洋子 育成医療・更生医療

31 平成31年2月1日 新町調剤薬局 川崎区小田1-4-23 守屋　美樹 育成医療・更生医療

32 平成31年2月1日 川崎西口調剤薬局 幸区大宮町15-6 湯浅　和宗 育成医療・更生医療

33 平成31年2月1日 鋼管通薬局
川崎区鋼管通1-3-1
サンフラワービル1階

松下　嘉宏 育成医療・更生医療

34 平成31年2月1日 共創未来　溝の口薬局
高津区久本3-14-1
ｻﾞ･ﾀﾜｰｱﾝﾄﾞﾊﾟｰｸｽ田園都市
溝の口1階

峯　健太 育成医療・更生医療

35 平成31年2月1日 カバヤ調剤薬局　新丸子店 中原区新丸子734-1 鹿野　雅代 育成医療・更生医療

36 平成31年2月1日
カバヤ薬局　溝口パークシティ
店

高津区久本3-6-1 高橋　直子 育成医療・更生医療

37 平成31年2月1日 カバヤ薬局　高津警察前店 高津区溝口3-8-1 力石　綾子 育成医療・更生医療

38 平成31年2月1日 カバヤ薬局　坂戸本店 高津区坂戸1-6-19 堀田　和世 育成医療・更生医療

39 平成31年2月1日 カバヤ薬局　駅前高津店 高津区溝口3-7-7 木村　里香 育成医療・更生医療

40 平成31年2月1日 つばさ薬局　鋼管通店 川崎区鋼管通1-9-10 木所　里江 育成医療・更生医療

41 平成31年2月1日 アイセイ薬局　溝の口店 高津区久本3-2-1 山本　光美 育成医療・更生医療

42 平成31年2月1日 すこやか薬局 幸区南幸町1-33 荻野　麻未 育成医療・更生医療

43 平成31年2月1日 日本調剤　川崎調剤薬局 川崎区日進町1-68 近藤　悠紀 育成医療・更生医療

44 平成31年2月1日 日本調剤　川崎東薬局 川崎区田町2-10-37 木村　美奈子 育成医療・更生医療

45 平成31年2月1日 日本調剤　川崎中央薬局 川崎区新川通10-22 清水　修 育成医療・更生医療

46 平成31年2月1日 日本調剤　新川崎調剤薬局
幸区小倉1-1
ウエストタワーD棟2階

半田　てるみ 育成医療・更生医療

47 平成31年2月1日 日本調剤　武蔵小杉薬局 中原区小杉町3-432-1 田原　真一郎 育成医療・更生医療

№ 更新年月日 薬局名 所在地 管理薬剤師名 医療の種類

ひまわり調剤薬局株式会社
代表取締役　笹沼壮

有限会社ビーライク
代表取締役　萩原光朗

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

株式会社光和
代表取締役　伊藤恵子

株式会社光和
代表取締役　伊藤恵子

株式会社メディカルサポート
代表取締役　與野清

株式会社ファーマみらい
代表取締役　清原陽子

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　ケアメディカル
代表取締役　大橋剛

株式会社アイセイ薬局
代表取締役　藤井江美

株式会社アポテーカ・ジャパン
代表取締役　齊藤揚

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

開設者

23 平成31年2月1日 ひまわり調剤　さいわい薬局 幸区大宮町2-8 森　大洋 育成医療・更生医療

24 平成31年2月1日 伊勢町薬局
中原区木月伊勢町4-16
アクアハイム101号

八鍬　広幸 育成医療・更生医療

25 平成31年2月1日 二子薬局　溝の口店 高津区溝口1-11-26 渡辺　勇気 育成医療・更生医療

26 平成31年2月1日 二子薬局　パーク店
高津区溝口1-21-5
世紀コーポ1階

松本　眞紀枝 育成医療・更生医療

27 平成31年2月1日 二子薬局　センター店 高津区溝口1-5-1 瀬戸口　あかね 育成医療・更生医療

28 平成31年2月1日 二子薬局　津田山店 高津区下作延6-4-3 川松　あや 育成医療・更生医療

29 平成31年2月1日 二子薬局　中央店
高津区溝口1-12-20
ウエストキャニオンⅡ

山岸　ゆか里 育成医療・更生医療

30 平成31年2月1日 丈夫屋　メディカル薬局 高津区溝口1-18-8 藤巻　洋子 育成医療・更生医療

31 平成31年2月1日 新町調剤薬局 川崎区小田1-4-23 守屋　美樹 育成医療・更生医療

32 平成31年2月1日 川崎西口調剤薬局 幸区大宮町15-6 湯浅　和宗 育成医療・更生医療

33 平成31年2月1日 鋼管通薬局
川崎区鋼管通1-3-1
サンフラワービル1階

松下　嘉宏 育成医療・更生医療

34 平成31年2月1日 共創未来　溝の口薬局
高津区久本3-14-1
ｻﾞ･ﾀﾜｰｱﾝﾄﾞﾊﾟｰｸｽ田園都市
溝の口1階

峯　健太 育成医療・更生医療

35 平成31年2月1日 カバヤ調剤薬局　新丸子店 中原区新丸子734-1 鹿野　雅代 育成医療・更生医療

36 平成31年2月1日
カバヤ薬局　溝口パークシティ
店

高津区久本3-6-1 高橋　直子 育成医療・更生医療

37 平成31年2月1日 カバヤ薬局　高津警察前店 高津区溝口3-8-1 力石　綾子 育成医療・更生医療

38 平成31年2月1日 カバヤ薬局　坂戸本店 高津区坂戸1-6-19 堀田　和世 育成医療・更生医療

39 平成31年2月1日 カバヤ薬局　駅前高津店 高津区溝口3-7-7 木村　里香 育成医療・更生医療

40 平成31年2月1日 つばさ薬局　鋼管通店 川崎区鋼管通1-9-10 木所　里江 育成医療・更生医療

41 平成31年2月1日 アイセイ薬局　溝の口店 高津区久本3-2-1 山本　光美 育成医療・更生医療

42 平成31年2月1日 すこやか薬局 幸区南幸町1-33 荻野　麻未 育成医療・更生医療

43 平成31年2月1日 日本調剤　川崎調剤薬局 川崎区日進町1-68 近藤　悠紀 育成医療・更生医療

44 平成31年2月1日 日本調剤　川崎東薬局 川崎区田町2-10-37 木村　美奈子 育成医療・更生医療

45 平成31年2月1日 日本調剤　川崎中央薬局 川崎区新川通10-22 清水　修 育成医療・更生医療

46 平成31年2月1日 日本調剤　新川崎調剤薬局
幸区小倉1-1
ウエストタワーD棟2階

半田　てるみ 育成医療・更生医療

47 平成31年2月1日 日本調剤　武蔵小杉薬局 中原区小杉町3-432-1 田原　真一郎 育成医療・更生医療

№ 更新年月日 薬局名 所在地 管理薬剤師名 医療の種類

ひまわり調剤薬局株式会社
代表取締役　笹沼壮

有限会社ビーライク
代表取締役　萩原光朗

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

株式会社光和
代表取締役　伊藤恵子

株式会社光和
代表取締役　伊藤恵子

株式会社メディカルサポート
代表取締役　與野清

株式会社ファーマみらい
代表取締役　清原陽子

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　ケアメディカル
代表取締役　大橋剛

株式会社アイセイ薬局
代表取締役　藤井江美

株式会社アポテーカ・ジャパン
代表取締役　齊藤揚

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

開設者



（第1,765号）平成31年(2019年)２月25日 川 崎 市 公 報

－688－

23 平成31年2月1日 ひまわり調剤　さいわい薬局 幸区大宮町2-8 森　大洋 育成医療・更生医療

24 平成31年2月1日 伊勢町薬局
中原区木月伊勢町4-16
アクアハイム101号

八鍬　広幸 育成医療・更生医療

25 平成31年2月1日 二子薬局　溝の口店 高津区溝口1-11-26 渡辺　勇気 育成医療・更生医療

26 平成31年2月1日 二子薬局　パーク店
高津区溝口1-21-5
世紀コーポ1階

松本　眞紀枝 育成医療・更生医療

27 平成31年2月1日 二子薬局　センター店 高津区溝口1-5-1 瀬戸口　あかね 育成医療・更生医療

28 平成31年2月1日 二子薬局　津田山店 高津区下作延6-4-3 川松　あや 育成医療・更生医療

29 平成31年2月1日 二子薬局　中央店
高津区溝口1-12-20
ウエストキャニオンⅡ

山岸　ゆか里 育成医療・更生医療

30 平成31年2月1日 丈夫屋　メディカル薬局 高津区溝口1-18-8 藤巻　洋子 育成医療・更生医療

31 平成31年2月1日 新町調剤薬局 川崎区小田1-4-23 守屋　美樹 育成医療・更生医療

32 平成31年2月1日 川崎西口調剤薬局 幸区大宮町15-6 湯浅　和宗 育成医療・更生医療

33 平成31年2月1日 鋼管通薬局
川崎区鋼管通1-3-1
サンフラワービル1階

松下　嘉宏 育成医療・更生医療

34 平成31年2月1日 共創未来　溝の口薬局
高津区久本3-14-1
ｻﾞ･ﾀﾜｰｱﾝﾄﾞﾊﾟｰｸｽ田園都市
溝の口1階

峯　健太 育成医療・更生医療

35 平成31年2月1日 カバヤ調剤薬局　新丸子店 中原区新丸子734-1 鹿野　雅代 育成医療・更生医療

36 平成31年2月1日
カバヤ薬局　溝口パークシティ
店

高津区久本3-6-1 高橋　直子 育成医療・更生医療

37 平成31年2月1日 カバヤ薬局　高津警察前店 高津区溝口3-8-1 力石　綾子 育成医療・更生医療

38 平成31年2月1日 カバヤ薬局　坂戸本店 高津区坂戸1-6-19 堀田　和世 育成医療・更生医療

39 平成31年2月1日 カバヤ薬局　駅前高津店 高津区溝口3-7-7 木村　里香 育成医療・更生医療

40 平成31年2月1日 つばさ薬局　鋼管通店 川崎区鋼管通1-9-10 木所　里江 育成医療・更生医療

41 平成31年2月1日 アイセイ薬局　溝の口店 高津区久本3-2-1 山本　光美 育成医療・更生医療

42 平成31年2月1日 すこやか薬局 幸区南幸町1-33 荻野　麻未 育成医療・更生医療

43 平成31年2月1日 日本調剤　川崎調剤薬局 川崎区日進町1-68 近藤　悠紀 育成医療・更生医療

44 平成31年2月1日 日本調剤　川崎東薬局 川崎区田町2-10-37 木村　美奈子 育成医療・更生医療

45 平成31年2月1日 日本調剤　川崎中央薬局 川崎区新川通10-22 清水　修 育成医療・更生医療

46 平成31年2月1日 日本調剤　新川崎調剤薬局
幸区小倉1-1
ウエストタワーD棟2階

半田　てるみ 育成医療・更生医療

47 平成31年2月1日 日本調剤　武蔵小杉薬局 中原区小杉町3-432-1 田原　真一郎 育成医療・更生医療

№ 更新年月日 薬局名 所在地 管理薬剤師名 医療の種類

ひまわり調剤薬局株式会社
代表取締役　笹沼壮

有限会社ビーライク
代表取締役　萩原光朗

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

有限会社　丈夫屋
代表取締役　渡辺陸子

株式会社光和
代表取締役　伊藤恵子

株式会社光和
代表取締役　伊藤恵子

株式会社メディカルサポート
代表取締役　與野清

株式会社ファーマみらい
代表取締役　清原陽子

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　カバヤ
代表取締役　蒲谷亘

有限会社　ケアメディカル
代表取締役　大橋剛

株式会社アイセイ薬局
代表取締役　藤井江美

株式会社アポテーカ・ジャパン
代表取締役　齊藤揚

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

日本調剤株式会社
代表取締役　三津原博

開設者

48 平成31年2月1日 新作薬局 高津区4-11-23 中村　一美 育成医療・更生医療

49 平成31年2月1日 アイン薬局　宮前店
川崎区宮前町11-22
アオキガーデンパレス102

大島　啓一 育成医療・更生医療

50 平成31年2月1日 アイン薬局　川崎浅田店 川崎区浅田3-7-19 伊藤　健司 育成医療・更生医療

51 平成31年2月1日 プライム薬局　新川通店
川崎区新川通1-12
ﾒｲﾝｺｰﾌﾟｼﾝﾔ101号

福永　浩之 育成医療・更生医療

52 平成31年2月1日 プライム薬局　川崎店 川崎区新川通2-19 早川　徹 育成医療・更生医療

53 平成31年2月1日 健ナビ薬樹薬局　古市場
幸区古市場1-47
ケーワンビル1階

民野　裕子 育成医療・更生医療

54 平成31年2月1日 健ナビ薬樹薬局　鹿島田
幸区新塚越201
ルリエ新川崎1階

酒井　新吾 育成医療・更生医療

55 平成31年2月1日 タテベ薬局 中原区新丸子町741 建部　雅彦 育成医療・更生医療

56 平成31年2月1日 新作アルファ薬局 川崎区新川通1-10 小川　和子 育成医療・更生医療

57 平成31年2月1日 薬樹薬局　新登戸 多摩区登戸3374-1 久保田　佳孝 育成医療・更生医療

58 平成31年2月1日 薬樹薬局　川崎のがわ 高津区東野川1-7-10 原田　和也 育成医療・更生医療

59 平成31年2月1日 薬樹薬局　川崎
川崎区新川通11-8
ｱｵｷｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙ新川通1階

井上　薫 育成医療・更生医療

60 平成31年2月1日 薬樹薬局　小杉
中原区小杉町1-515
コートコア小杉1階101号室

片山　直子 育成医療・更生医療

61 平成31年2月1日 薬樹薬局　川崎2号店 川崎区境町3-4 出口　雅之 育成医療・更生医療

62 平成31年2月1日 薬樹薬局　梶ヶ谷 宮前区宮崎153-2 木ノ内　遥介 育成医療・更生医療

63 平成31年2月1日 薬樹薬局　土橋
宮前区土橋3-3-1
ドゥーエ・アコルデB1階01号
室

多田　晴美 育成医療・更生医療

64 平成31年2月1日 薬樹薬局　元住吉
中原区西加瀬17-8
ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾞｭｰ元住吉1階

管波　幸 育成医療・更生医療

65 平成31年2月1日 ミキ薬局　川崎田町店
川崎区田町2-4-13-2
ｸﾞﾛｽ･ｳﾞｭｰ･ｽｸｴｱ ｱﾙﾀｲﾑⅢ

小口　聡久 育成医療・更生医療

66 平成31年2月1日 薬局トモズ元住吉西口店
中原区木月1-28-8
渋谷ビル1階

岡野　健太 育成医療・更生医療

67 平成31年2月1日 薬局トモズ今井南町店
中原区今井南町8-47
松本ビル1階

道法　萌黄 育成医療・更生医療

68 平成31年2月1日 来間調剤薬局 幸区戸手2-3-14 矢野　道代 育成医療・更生医療

69 平成31年2月1日 有馬調剤薬局
宮前区東有馬3-15-4
プリメーラ鷺沼101

吉武　千賀子 育成医療・更生医療

有限会社　アルファ薬局
代表取締役　上村弘

株式会社アインファーマシーズ
代表取締役　大石美也

株式会社アインファーマシーズ
代表取締役　大石美也

株式会社アインファーマシーズ
代表取締役　大石美也

株式会社　プライム
代表取締役　高西正博

株式会社　プライム
代表取締役　高西正博

薬樹健ナビ株式会社
代表取締役　金指伴哉

薬樹健ナビ株式会社
代表取締役　金指伴哉

代表取締役　建部雅彦

株式会社トモズ
代表取締役　德廣英之

有限会社　調剤薬局開発センター
代表取締役　矢野圭子

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

薬樹株式会社
代表取締役　入江充

株式会社メディカルファーマシィー
代表取締役　和田功

株式会社トモズ
代表取締役　德廣英之

株式会社　志紀薬品
代表取締役　矢野耕志
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３ 訪問看護

№ 更新年月日 訪問看護名称 医療の種類

1 平成31年2月1日
訪問看護ステーションなかはら
正吉苑

育成医療・更生医療

2 平成31年2月1日 かわさき訪問看護ステーション 育成医療・更生医療

3 平成31年2月1日
かわさき南部訪問看護ステー
ション

育成医療・更生医療

4 平成31年2月1日 訪問看護ステーション井田 育成医療・更生医療

5 平成31年2月1日 りんこう訪問看護ステーション 育成医療・更生医療

6 平成31年2月1日
帝京大学宮前訪問看護ステー
ション

育成医療・更生医療

7 平成31年2月1日
川崎大師訪問看護ステーショ
ン

育成医療・更生医療

8 平成31年2月1日 さいわい訪問看護ステーション 育成医療・更生医療

9 平成31年2月1日 さくら訪問看護ステーション 育成医療・更生医療

開設者

社会福祉法人正吉福祉会
理事長　櫻井千馨

医療法人誠医会
理事長　宮川政久

公益社団法人　川崎市看護協会
会長　廣瀨壽美子

公益社団法人　川崎市看護協会
会長　廣瀨壽美子

医療法人社団和光会
理事長　臼井　充郎

学校法人　帝京大学
理事長　沖永佳史

公益社団法人　川崎市看護協会
会長　廣瀨壽美子

川崎区中島3-6-8　コートクレール1階

中原区井田2-27-1　井田病院かわさき総合ケアセン
ター内

川崎区宮前町4-8　志田ビル1階

社会医療法人財団　石心会
理事長　石井暎禧

株式会社さくら
代表取締役　勝俣喜代子

中原区今井上町1-34　和田ビル3階

中原区今井南町24-16

幸区新塚越201　ルリエ新川崎6階

所在地

中原区新城1-7-3　河野ビル1階

川崎区大師駅前1-5-4

宮前区野川907

川崎市告示第66号

　平成31年第１回川崎市議会定例会を次のとおり招集し

ます。

　　平成31年２月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日　　時　　平成31年２月12日（火曜日）午前10時

２ 　場　　所　　川崎市役所内市議会議場

　　　───────────────────

川崎市告示第67号

　　　道路の区域の変更に関する告示の訂正について

　平成18年11月15日川崎市告示第516号の表を次のとお

り訂正します。

　　平成31年２月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

誤

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧 川崎町田

川崎市幸区小倉1687番

１先
15.00

～

30.00

54.61
川崎市幸区小倉1688番

２先

新 川崎町田

川崎市幸区小倉1687番

１先
14.8

～

31.2

21.79
川崎市幸区小倉1689番

１先

正

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧 川崎町田

川崎市幸区小倉1687番

１先
15.00

～

30.00

54.61
川崎市幸区小倉1688番

２先

新 川崎町田

川崎市幸区小倉1687番

１先
14.40

～

31.20

54.61
川崎市幸区小倉1688番

２先

　　　───────────────────

川崎市告示第68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２月４日から平成31年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年２月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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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 川崎町田

川崎市幸区小倉５丁目

1689番１先
14.40

～

31.20

29.73
川崎市幸区小倉５丁目

1688番１先

新 川崎町田

川崎市幸区小倉５丁目

1689番１先
17.74

～

27.77

29.73
川崎市幸区小倉５丁目

1688番１先

旧
鶴 見

溝 ノ 口

川崎市幸区小倉５丁目

1688番１先
14.40

～

17.63

50.98
川崎市幸区小倉５丁目

1685番２先

新
鶴 見

溝 ノ 口

川崎市幸区小倉５丁目

1688番１先
17.74

～

23.12

50.98
川崎市幸区小倉５丁目

1685番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第69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２月４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２月４日から平成31年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年２月４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

川 崎 府 中
川崎市多摩区生田１丁目238番１先

川崎市多摩区生田１丁目186番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第70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２月４日から平成31年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年２月４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
野 川

第498号線

川崎市宮前区野川39番

１先
2.73 7.23

川崎市宮前区野川39番

１先

新
野 川

第498号線

川崎市宮前区野川39番

14先
6.00 7.23

川崎市宮前区野川39番

13先

　　　───────────────────

川崎市告示第71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２月４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２月４日から平成31年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年２月４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

野 川

第49 8号線

川崎市宮前区野川39番14先

川崎市宮前区野川39番13先

　　　───────────────────

川崎市告示第72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２月５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
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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。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第73号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の

　　　廃止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

平成30年12月廃止等

事業者の名称 事業者番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社

ティーシーエス
1475001838

トータルケアサービス

川崎田島事業所
川崎市川崎区田島町23番１号

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売

京浜商事株式会社 1495200345
機能訓練特化型デイサービス

歩・友とどろき

川崎市中原区小杉御殿町

１丁目893－31
地域密着型通所介護

株式会社

あたたかハウス宝塚
1475302954 ケアパートナー　小さき花

川崎市高津区下作延２－12－

11
訪問介護

合同会社ななくさ 1475401038 なずな居宅介護支援事業所
川崎市多摩区東生田１丁目

15番３号
居宅介護支援

アニマルブリッジ

株式会社
1475502348

地域生活ラボ・

訪問介護センター

川崎市宮前区犬蔵２－４－10

－101

医療法人啓和会 1475003123
医療法人啓和会

ケアセンター浅田

川崎市川崎区浅田２－17－８

３階
居宅介護支援

アサヒサンクリーン

株式会社
1475100226

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
訪問介護

医療法人啓和会 1495100305
医療法人啓和会

デイサービス幸

川崎市幸区小倉３－９－20

２階

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

タケダ株式会社 1475500102 ハート・イン本店 川崎市宮前区犬蔵１－８－31
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

株式会社アスリート 1475101588 アイスタッフさいわい
川崎市幸区神明町１丁目14

レジデンスヨシダ101
訪問介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第74号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第75号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定の一部効

　　　力停止処分について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の24

第１項の規定により、指定の一部効力（新規利用者受入）

を停止しましたので、次のとおり告示します。

　　平成31年２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　⑴ 　事 業 者 名　モアナ・ビレッジ株式会社

　⑵ 　事業所番号　1455400257

　⑶ 　事 業 所 名　ラ・オハナ

　⑷ 　事業所所在地　川崎市多摩区西生田２－１－６

　⑸ 　処 分 内 容　指定の一部の効力停止

　　　　　　　　　　（新規利用者受入停止）

　⑹ 　処 分 期 間　平成31年３月１日から

　　　　　　　　　　平成31年８月31日まで

　⑺ 　サービス種類　児童発達支援及び放課後等

　　　　　　　　　　デイサービス

　　　───────────────────

川崎市告示第76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２月12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

平成31年２月１日指定等

事業者の名称 事業者番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社ウェルネス 1465490206
ひばりの森

訪問看護ステーション多摩

川崎市多摩区宿河原２丁目

５番２号202

訪問看護

介護予防訪問看護

医療法人社団晃進会 1475602288

医療法人社団晃進会

たま日吉台病院

居宅介護支援事業所

川崎市麻生区王禅寺1140

美しが丘西ハイツ101
居宅介護支援

株式会社

ハートフルケア
1495500538

看護小規模多機能型居宅介護

プラチナコミュニティ有馬

川崎市宮前区有馬６丁目

10番25号
看護小規模多機能型居宅介護

株式会社

日本アメニティライフ

協会

1495200444 花物語なかはら西
川崎市中原区上小田中

２－40－２

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活

介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　 　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）

公 告

川崎市公告第76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１日

 川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その１）

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 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者

を含むことができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測

量士補）を兼任することはできない。

　　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において直接的な

雇用関係（自社社員）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８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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その２）

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 平成31年４月１日から平成31年10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。
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参 加 資 格

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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11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 土地境界査定測量委託（その３）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　144－200－2097

入札日時等 平成31年３月13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。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その４）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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30年３月12日16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。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その５）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者￥を含むこ

とができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。
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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12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 土地境界査定測量委託（その６）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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11日　16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。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その７）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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11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。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その８）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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７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。
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その９）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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７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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その10）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。
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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委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－2000－2097

入札日時等 平成31年３月７日　16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。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その11）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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12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。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その12）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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13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13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その13）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年10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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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14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。
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（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その14）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年１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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

測量士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むこと

ができる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）

を兼任することはできない。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）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13日16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。

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

川崎市公告第77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１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅東口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区駅前本町地内他

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」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
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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、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ご注意ください。

　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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路維持（モール清掃）委託

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 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」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、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ご注意ください。

　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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路清掃委託

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 平成31年４月１日から平成32年３月13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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしく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、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑺ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

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、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ご注意ください。

　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 鹿島田駅施設（ペデストリアンデッキ）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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、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ご注意ください。

　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 武蔵小杉駅ＪＲ東急連絡通路等建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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、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ご注意ください。

　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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前横断歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町７丁目地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅北口通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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。

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。



（第1,765号）平成31年(2019年)２月25日 川 崎 市 公 報

－706－

そ　の　他

　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、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

ご注意ください。

　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 川崎駅中央通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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。

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、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ご注意ください。

　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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎駅施設（鹿島田跨線歩道橋）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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。

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、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ご注意ください。

　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 武蔵新城駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市中原区上新城２丁目11番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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330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1,765号）平成31年(2019年)２月25日 川 崎 市 公 報

－708－

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅横須賀線口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目1111番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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、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ご注意ください。

　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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度登戸土地区画整理事業土地境界測量委託

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月13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「測量」、種目「測量一般」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
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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

・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13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道皐橋水江町線（臨港警察署前交差点）道路詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区池上町１番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32年９月30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31・32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 　主任技術者及び照査技術者として、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。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道水路台帳平面図補正測量委託

履行場所 川崎市内全域

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月15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「測量」、種目「測量一般」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。
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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。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎・鹿島田駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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、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ご注意ください。

　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16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度　川崎都市計画施設測量業務委託

履行場所 川崎市幸区小倉２丁目ほか

履行期限 平成31年４月１日から348日間

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「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。
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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。

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 井田小学校校舎増築その他工事家屋事後調査委託

履行場所 川崎市中原区井田中ノ町29番１号

履行期限 平成31年４月１日から平成32年６月28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「補償コンサルタント」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　044－200－297

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。

（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市保管土地図図葉調製委託

履行場所 川崎市内全域

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「測量」、種目「測量一般」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
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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。

（案件19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 餅井坂陸橋他９橋耐震補強設計委託

履行場所 川崎市麻生区東百合丘３丁目１番地先他９箇所

履行期限 平成31年４月１日から平成32年９月30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31・32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（鋼構造及びコンクリート部門）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。

（案件20）

競争入札に

付する事項

件　　 名 主要地方道横浜上麻生道路詳細設計委託

履行場所 川崎市麻生区下麻生３丁目地内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９月30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31・32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

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　現場代理人及び主任技術者として、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
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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。

・ 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 武蔵小杉駅東口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目1302番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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、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ご注意ください。

　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78号

　川崎都市計画公園の変更（２・２・215号古川公園の

廃止）を予定しています。都市計画法（昭和43年法律第

100号）第16条第１項に基づく、川崎市都市計画公聴会

規則（平成12年川崎市規則第63号。以下「規則」という。）

の規定により、次のとおり公聴会を開催しますので、公

告します。

　なお、規則第２条の規定により、公述の申し出がない

ときは、公聴会を開催しません。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の内容

　⑴ 　都市計画の種類及び名称

　　　川崎都市計画公園の変更

　　　（２・２・215号古川公園の廃止）

　⑵ 　都市計画を定める土地の区域

　　（ア）追加する部分

　　　　なし
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　　（イ）削除する部分

　　　　川崎市　幸区　古川町地内

　　（ウ）変更する部分 

　　　　なし

２ 　公聴会の開催の日時及び場所

　⑴ 　日　時　平成31年４月13日（土）午前10時から

　⑵ 　場　所　幸市民館第１会議室

　　　　　　　（幸区戸手本町１丁目11番２号）

３ 　公述申出書の提出期間及び提出先

　 　公述の申し出は、公述意見の要旨及び住所・氏名等

を記載した「公述申出書」を提出してください。なお、

公述申出書の参考書式は、素案縦覧場所に備えており

ます。

　⑴ 　提出期間　平成31年３月12日（火）から

　　　　　　　　平成31年３月26日（火）まで

　⑵ 　提 出 先　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町１番地）

４ 　都市計画素案の説明会及び縦覧

　 　公聴会に先立ち、都市計画素案の説明会を次のとお

り開催します。また、説明会後、都市計画素案の縦覧

を行います。

　⑴ 　説明会

　　ア 　日　時　 平成31年３月11日（月）午後７時から

午後８時30分まで

　　イ 　場　所　幸市民館第１会議室

　　　　　　　　（幸区戸手本町１丁目11番２号）

　⑵ 　縦　覧

　　ア 　日　時　平成31年３月12日（火）から

　　　　　　　　平成31年３月26日（火）まで

　　イ 　場　所　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎区宮本町６番地　明治安田生命

川崎ビル５階）

　　　　　　　　幸区役所１階情報コーナー

　　　　　　　　（幸区戸手本町１丁目11番１号）

　　　　　　　　 川崎市立幸図書館（幸区戸手本町１丁

目11番２号　幸市民館内）

　　　　　　　　※ 都市計画課、幸区役所は、閉庁日

（土・日曜日・祝日）を除く平日の

午前８時30分から午後５時まで。

　　　　　　　　※ 幸図書館は、平日の午前９時30分か

ら午後７時まで及び土・日曜日・祝

日の午前９時30分から午後５時ま

で。なお、休館日がありますので御

注意ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第79号

　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」とい

う。）第73条第１項の規定により、北加瀬２丁目地区建

築協定を平成31年２月１日付けで認可したので法第73条

第２項の規定により公告します。

　なお、この協定書は、川崎市まちづくり局計画部景観

担当において一般の縦覧に供します。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　協定区域

　　川崎市幸区北加瀬２丁目80番１

２ 　建築物に関する基準

　 　建築物の敷地、意匠及び位置は、次の各号に定める

基準によらなければならない。

　⑴ 　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から古市場

矢上線（Ⅱ）の道路境界までの距離は２メートル以

上、北加瀬106号線及び107号線の道路境界までの距

離は3.5メートル以上とする。

　⑵ 　別紙２に示す古市場矢上線（Ⅱ）及び北加瀬106

号線並びに107号線に接する歩行者空間においては、

円滑な歩行者通行のための空間を維持するため、

垣・柵・屏等の設置は行わない。また、歩行者空間

に接する敷地においては、緑の連続性を確保し、緑

化に努める。

　⑶ 　協定区域内の建築物の居住者及び利用者等が利用

するための共用空間を維持するため、北加瀬67号

線、古市場矢上線（Ⅱ）、北加瀬106号線及び107号

線との通り抜けを妨げるような垣・柵・屏等の設置

は行わない。ただし、簡易に撤去可能なもので第６

条に定める建築協定運営委員会が認めたものはこの

限りではない。

　⑷ 　別紙２に示す北加瀬熊野台公園に接する部分にお

いては、協定区域内の建築物の居住者、利用者及び

周辺住民等に解放された遊び場並びに緑の連続性を

確保するため、プレイロット状の整備を985㎡以上

行い、緑化する。

３ 　建築協定認可申請書　申請代表者

　　住所　横浜市西区平沼一丁目40番26号

　　氏名　東日本旅客鉄道株式会社　支配人　廣川　隆

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第80号

　　　事業活動地球温暖化対策指針の変更について

　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例（平成21年

川崎市条例第52号）第８条第２項により、事業活動地球

温暖化対策指針（平成22年川崎市公告第101号）を次の

とおり変更し、平成31年４月１日から適用する。

　　平成31年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市公告第81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４日

 川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力補助競技場改修工事

履行場所 川崎市中原区等々力１

履行期限 契約の日から平成32年３月16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 　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。

　オ 　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 　平成31・32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。

　イ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ 　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。

　エ 　日本陸上競技連盟公認の陸上競技場において全天候型ウレタン舗装（オーバーレイを含む）

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」で登録されていること。

　イ 　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「運動場整備」ランク「Ａ」

で登録されていること。

　ウ 　「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。

　エ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　オ 　主任技術者（業種「土木」）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３月６日17時00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

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

方法等」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。
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そ　の　他

⑶ 　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月ころ）で議決を得たときに契約を締結します。

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。

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。

　 　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 中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町地内

履行期限 契約の日から平成35年３月31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。

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「土木」ランク「Ａ」で登録されてい

ること。

　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 　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。

　イ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ 　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。

⑶ 　共同企業体の構成員２、３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。

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３月６日17時00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

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【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「入札方法等」

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。
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そ　の　他

⑶ 　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月ころ）で議決を得たときに契約を締結します。

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。

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。

　 　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 早野聖地公園入口改修工事

履行場所 川崎市麻生区早野732

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。

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

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３月１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８月30日限り）を行う予定です。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路補修（緊急）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９月13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 　川崎市川崎区内に本社を有すること。

⑹ 　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」で登録されていること。

⑺ 　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。

⑻ 　「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。

⑼ 　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。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　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19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

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市幸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９月13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 　川崎市幸区内に本社を有すること。

⑹ 　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」で登録されていること。

⑺ 　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。
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参 加 資 格

⑻ 　「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。

⑼ 　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。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　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19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

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路補修（緊急19－１）工事

履行場所 川崎市中原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９月13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 　川崎市中原区内に本社を有すること。

⑹ 　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」で登録されていること。

⑺ 　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。

⑻ 　「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。

⑼ 　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。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　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19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
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路補修（緊急19－１）工事

履行場所 川崎市高津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９月13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 　川崎市高津区内に本社を有すること。

⑹ 　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」で登録されていること。

⑺ 　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。

⑻ 　「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。

⑼ 　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。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　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19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

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内道路補修（緊急19－１）工事

履行場所 川崎市宮前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９月13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 　川崎市宮前区内に本社を有すること。

⑹ 　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」で登録されていること。

⑺ 　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。
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参 加 資 格

　 　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。

⑻ 　「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。

⑼ 　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。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　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19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

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内道路補修（緊急19－１）工事

履行場所 川崎市多摩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９月13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 　川崎市多摩区内に本社を有すること。

⑹ 　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」で登録されていること。

⑺ 　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。

⑻ 　「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。

⑼ 　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。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　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19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
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（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路補修（緊急19－１）工事

履行場所 川崎市麻生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10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 　川崎市麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　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」で登録されていること。

⑺ 　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。

⑻ 　「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。

⑼ 　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。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　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19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

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

川崎市公告第82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２月５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

　　川崎市麻生区岡上字関299番１

 の一部　ほか７筆の一部　　

 1,590平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都港区六本木七丁目７番13号

　　株式会社ｈａｎａｂｕｓａ

　　代表取締役　星野　美穂

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：27戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年４月17日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第４号

　　平成30年７月19日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第58号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第83号

　平成31年度ウェルフェアイノベーション推進実施業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　平成31年２月５日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度ウェルフェアイノベーション

推進実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　新たな製品・サービスの創出を推進するプロジ

ェクト実施支援業務

　　イ 　新たな製品・サービスの活用を推進するプロジ

ェクト実施支援業務

　　イ 　事業支援体制について

　　ウ 　ウェルフェアイノベーションフォーラム・かわ

さき基準認証発表式開催業務

　⑶ 　委託期間　平成31年４月１日～平成32年３月27日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　法人格を有している者

　⑵ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑶ 　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者

　⑷ 　川崎市業務委託有資格名簿の当該契約に対応する

として定めた業種を「その他業務」、種目を「その

他」で登録されている者

　⑸ 　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

の申立がなされていない者

　⑹ 　産業分野及び福祉分野にネットワークや知見を持

つとともに、事業推進のため企画、運営、管理、監

督ができる体制を整えられる者

３ 　提案者を特定するための審査基準

　⑴ 　　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007　

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－3226

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28innova@city.kawasaki.jp

５ 　企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成31年２月５日（火）～２月13日

（水）（土日祝日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年２月５日（火）～２月13日（水）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　平成31年２月22日（金）～３月４日（月）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、類義業務の実

績、所要経費・概算見積書（各10部）

定款等応募する企業の事業内容がわか

るもの、直近の決算書（各１部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　17,999,999円

　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　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。

　　イ 　審査結果の発表は３月13日（水）を予定してい

ます。

　　ウ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第84号

　平成31年度かわさき基準推進事業実施委託の業者選定

に関する公募型企画提案の実施について、次のとおり公

告します。

　　平成31年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度かわさき基準推進事業実施

委託

　⑵ 　業務事項
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　　ア 　認証関係業務

　　イ 　認証製品更新業務

　　ウ 　認証福祉製品の「活用モデル」構築及び広報業

務

　⑶ 　委託期間　平成31年４月１日～平成32年３月27日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　法人格を有している者

　⑵ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑶ 　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者

　⑷ 　平成31年度及び平成32年度の川崎市業務委託有資

格名簿の当該契約に対応するとして定めた業種を

「99その他業務」、種目を「99その他」で申請して

いる者

　⑸ 　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

の申立がなされていない者

　⑹ 　産業振興に関する実績を有しており、会議の運営

支援や福祉製品の評価手法に精通している者

３ 　提案者を特定するための審査基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－2513

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28innova@city.kawasaki.jp

５ 　企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成31年２月５日（火）～２月13日

（水）（土日祝日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年２月５日（火）～２月13日（水）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　平成31年２月22日（金）～３月４日（月）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、類義業務の実

績、所要経費・概算見積書（各８部）

定款等応募する企業の事業内容がわか

るもの、直近の決算書（各１部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　9,665,999円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　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。

　　イ 　審査結果の発表は３月13日（水）を予定してい

ます。

　　ウ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第85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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件名

　　　議会かわさきレイアウト等作成業務委託

　⑵ 　業務内容

　　 　川崎市議会の諸活動の概要を広く正しく報じるこ

とにより、市民の議会に対する関心と理解を高める

ことを目的として発行する「議会かわさき」を多く

の市民が手に取って読みたくなる広報紙とするた

め、市民ニーズを捉え、見やすく・わかりやすく・

親しみやすい紙面を作成する。

　⑶ 　委託期間

　　　契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務規模概算額
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　　 　2,396,000円（消費税及び地方消費税を含む。）を

上限とします。

　⑸ 　企画提案説明書、仕様書及び各種様式等のダウン

ロード、本公告に係る詳細の確認は次のホームペ

ージから行うことができます。URL：http://www.

city.kawasaki.jp/980/page/0000064684.html

２ 　企画提案の提出者の資格

　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 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種・種目「99その他業務　09印刷物のデザイン」

に登載されていること。

　⑷ 　川崎市または他の官公庁の広報紙（誌）の作成実

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 　公募手続

　⑴ 　参加意向申出書等の配布及び公募参加申し込み

　　ア 　配布期間

　　　 　平成31年２月５日（火）から平成31年２月19日

（火）まで

　　イ 　提出期限

　　　　平成31年２月19日（火）午後５時まで

　　ウ 　配布及び受付時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで（土日祝日を除く。）

　　エ 　配布及び提出場所

　　　 　川崎市議会議会局総務部広報・報道担当（川崎

市役所第２庁舎５階）

　　オ 　提出方法

　　　　持参のみとします。

　　カ　提出書類

　　　（ア）参加意向申出書（様式１）

　　　（イ ）２⑷の参加資格を満たしていることが分か

る書類（過去３年以内に作成した川崎市また

は他の官公庁の広報紙（誌））

　⑵ 　提案資格確認結果の通知

　　 　提出書類により、企画提案の提出者の資格を確認

後、提案資格確認結果通知書（様式２）を平成31年

２月20日（水）に交付します。（郵送発送日）

　⑶ 　質問と回答

　　ア 　受付期間

　　　 　平成31年２月20日（水）から平成31年２月27日

（水）午後５時まで

　　イ 　提出先

　　　　川崎市議会議会局総務部広報・報道担当

　　　　メールアドレス：98kouhou@city.kawasaki.jp

　　ウ 　質問方法

　　　 　質問書（様式３）に必要事項を記入し、電子メ

ールで提出してください。提出後は、開封確認等

の方法により質問書を添付したメールが到達した

ことを確認してください。なお、電子メールの件

名は「議会かわさきプロポーザル質問書の送付」

としてください。

　　エ 　回答

　　　 　平成31年２月28日（木）以降、参加者全員に電

子メールで回答します。

４ 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年３月13日（水）午後５時まで

　⑵ 　受付時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土日祝日を除く。）

　⑶ 　提出場所

　　　川崎市議会議会局総務部広報・報道担当

　　　（川崎市役所第２庁舎５階）

　⑷ 　提出方法

　　　持参のみとします。

　⑸ 　提出書類（提出部数）

　　ア 　企画提案書（11部）

　　イ 　企画記事（（ア）及び（イ）各11部）

　　　 　下記の２つの企画記事を提案してください。ま

た、企画記事は実現可能な内容で作成してくださ

い。

　　（ア）企画記事（著名人起用型）

　　（イ）企画記事（自由作成型）

　　ウ 　２面以降の記事（11部）

　　エ 　見積書（１部）

　⑹ 　その他

　　 　提出期限後の企画提案書等の差し替え、変更、追

加は不可とします。

５ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　　平成31年３月22日（金）※時間は、別途連絡します。

　⑵ 　場所

　　　川崎市議会議会局会議室（川崎市役所第２庁舎５階）

　⑶ 　プレゼンテーション

　　ア 　企画提案書等の提出書類に基づき30分以内（提

案説明20分・質疑応答10分）でプレゼンテーショ

ンを行い、パソコンやプロジェクター等は使用し

ないものとします。

　　イ 　契約後に本業務に携わる者が企画提案書等の提

出書類を作成し、プレゼンテーションに参加しま

す。なお、当日の出席者は３名以内とします。
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　⑷ 　選考方法

　　ア 　下記⑸評価基準の「ア　事業目的」及び「イ　

企画力（著名人起用型及び自由作成型）」の合計

点数が最も高い事業者

　　イ 　見積書の総額が最も安い事業者

　⑸ 　評価基準

　　 　以下のアからカまでの項目で企画提案の評価を行

います。

　　ア 　事業目的（配点：10点）

　　イ 　企画力（配点：著名人起用型及び自由作成型そ

れぞれ10点）

　　ウ 　企画実行力（配点：５点）

　　エ 　デザイン力（配点：５点）

　　オ 　判読性・ユニバーサルデザイン（配点：５点）

　　カ　見積額（配点：５点）

　⑹ 　選考結果通知

　　 　平成31年３月26日（火）までに全ての企画提案者

に結果通知書（様式４）を交付します。（郵送発送日）

６ 　その他

　⑴ 　提出された応募書類等は返却しません。

　⑵ 　公募参加申し込みや企画提案に関する書類の作成

及び提出に要する一切の費用は提出者の負担としま

す。

　⑶ 　本市からの提供素材（テキスト及び写真データ）

は、本プロポーザルにのみ使用することとし、他の

用途に使用することはできません。

　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業務に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第86号

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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　平成31年度介護人材マッチング・定着支援事業

２ 　事業概要

　 　受託法人において積極的な広報を行い、介護職員初

任者研修（又はホームヘルパー２級研修）等の資格を

有していない求職者（正規職員を希望する求職者や、

パート、アルバイトを希望する主婦、学生、中高齢層

等の多様な人材層をターゲットとする。）を募集する。

その後、求職者に対し、介護職員初任者研修等の求職

者向け研修を実施し、介護保険サービス事業所で就労

するために必要な知識・技術を習得させるほか、後述

のインストラクター研修参加事業所との交流研修、実

習、見学を組み合わせた研修を実施し、主としてイン

ストラクター研修に参加する市内介護保険サービス事

業所への就労支援を行う。

　 　並行して、市内介護保険サービス事業所に対し、介

護保険サービス事業所全体のボトムアップにつなが

る、コミュニケーション力、コーチング、メンタルコ

ントロール、採用力等のノウハウを培うインストラク

ター研修を実施することによって、事業所全体の課題

解決、風通しの良さを育む雰囲気づくりや、採用力の

向上を図った後、就職相談会を通じて、就労のマッチ

ングを実施する。

　 　さらに、事業効果を確かなものとするため、求職者

向け研修とインストラクター研修の受講者双方にフォ

ローアップ研修を実施する。

３ 　履行期間

　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

４ 　応募資格

　　以下をすべて満たすこと。

　⑴ 　提案期日までの間、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 　提案期日までの間、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期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市の「平成31・32年度業務委託有資格業者名

簿」において、「業種　その他」「種目　その他」と

して登載されている（または契約時に登載見込みで

ある）こと。

　⑷ 　職業安定法による職業紹介事業許可を得ているこ

と。

　⑸ 　本事業について確実に履行することができること。

　⑹ 　本事業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。

　⑺ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　評価項目

　⑴ 　事業効果

　　①　適切な事業達成目標の設定

　　②　 求職者向け研修対象者へ向けた効果的な広報・

アプローチ等の実施

　　③　求職者の適切な選考の実施

　　④　効果的な研修の実施（求職者向け研修）

　　⑤　効果的な研修の実施（インストラクター研修）

　　⑥　具体的かつ効果的な就職支援、定着支援の実施

　⑵ 　事業基盤

　　⑦　事業を円滑に実施できる財務状況等の運営基盤

　　⑧　事業の適切な運営体制

　　⑨　類似する事業の実績

　⑶ 　適正実施

　　⑩　個人情報保護の取組

　　⑪　適切な経費の積算
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６ 　担当部署

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

７ 　公募参加申込書

　⑴ 　配布期間

　　　平成31年２月５日（火）から

　　　平成31年２月12日（火）まで

　⑵ 　配布場所

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580

　　ソリッドスクエア西館10階

　　 （川崎市インターネットホームページからもダウン

ロード可能）

　⑶ 　提出書類

　　公募参加申込書（様式１）　１部

　⑷ 　提出期限

　　　平成31年２月12日（火）午後５時（必着）

　⑸ 　提出方法

　　　郵送または電子メールのいずれかとする。

８ 　企画提案書

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年２月22日（金）午後５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　 　事務局（問合せ先）へ事前に予約の上、持参とす

る。（提出期限までの開庁日で午前９時から午後５

時まで。ただし正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　提出書類

　　 　次の書類をファイルに綴じてインデックスを付

し、７部（原本１部＋写し６部）作成して、提出する。

　　①　応募法人の紹介に関する書類

　　　ア 　応募法人が運営する他の事業の実績が分かる

資料

　　　イ 　応募法人の組織、財務状況等が分かる資料

　　　（ア ）定款又は寄附行為及び登記事項証明書（３

か月以内のもの）

　　　（イ ）平成29年度の財産目録、貸借対照表及び損

益計算書又は収支計算書

　　　　　 　平成30年度に設立された法人にあっては、

設立時の財産目録

　　　（ウ）職業紹介事業許可を証する書類の写し

　　　（エ ）「コンプライアンス（法令遵守）に関する

申告書（様式３）」

　　　（オ ）川崎市の入札契約における暴力団等排除措

置要綱に定める「誓約書（別表様式）」

　　②　企画提案書

９ 　提案会の実施（予定）

　⑴ 　日時

　　　平成31年３月４日（月）

　　※　日程変更の可能性があります。

　　※　時間は後日お知らせします。

　⑵ 　場所

　　　ソリッドスクエア西館10階

　⑶ 　時間

　　 　各応募法人について説明時間は20分、質疑応答15

分程度とする。

10　事務局（問い合わせ先）

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　場所　川崎市幸区堀川町580

　　ソリッドスクエア西館10階

　　電　話　　　044（200）2052

　　ＦＡＸ　　　044（200）3926

　　電子メール　40kosui@city.kawasaki.jp

11　その他

　⑴ 　募集要領の承諾

　　 　公募に関する事項については「平成31年度介護人

材マッチング・定着支援事業受託法人募集要領」に

よる。応募法人は、応募書類の提出をもってこの募

集要領の記載内容を承諾したものとみなす。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　費用負担

　　 　応募に関して必要となる費用は、応募法人の負担

とする

　⑷ 　概算金額

　　 　35,915千円（消費税及び地方消費税相当額を含

む）を限度額とする。

　　 　また、消費税率は平成31年10月以降の税率で計上

するものとする。

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　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す

るものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第87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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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築 造 主

住所・氏名

道路位置の

地名・地番
 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

10.00メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第219号

指　定

年月日

平成31年

２月５日

　　　───────────────────

川崎市公告第88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２月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　プロポーザルに付する事項

　⑴ 　託事業名　 平成31年度シティプロモーション推進

業務委託

　⑵ 　履行場所　 総務企画局シティプロモーション推進

室ブランド戦略担当ほか

　⑶ 　履行期限　平成31年４月１日～平成32年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　ア 　業務目的

　　　 　川崎市シティプロモーション戦略プランの目標

である「市民の『川崎への愛着・誇り（シビック

プライド）』の醸成」及び「川崎の対外的な認知

度やイメージの向上」を目指し、本市の多彩な魅

力や姿を様々な広報媒体を活用して市内外に戦略

的に発信するため、効果的・効率的な広報活動を

展開するとともに、より高い費用対効果を得るた

めの広報活動を推進する。

　　イ 　業務概要

　　　 　「平成31年度シティプロモーション推進業務委

託仕様書」のとおり

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、次の各

号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。

　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 　提案期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格名簿の「その他業務　その他」に登録され

ている者。

３ 　参加意向申出書及び仕様書等の配布、提出及び問い

合わせ先

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月18日

（月）までの午前８時30分から午後５時までとする。

　　 　ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）なら

びに平日の正午から午後１時までを除く。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局シティプロモーション推進室ブランド

　　　戦略担当　佐藤・青山担当

　　　電話番号　044－200－2473

　　　ファクス　044－200－3915

　　　e-mail　　17brand@city.kawasaki.jp

　　　 （市ホームページ「お知らせ・イベント・募集」

の「募集情報」からもダウンロード可能）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）　１部

　　イ 　応募事業者概要　１部

　⑷ 　提出方法　持参とする。

４ 　参加資格確認結果通知書の交付

　 　３により参加意向申出書を提出した者には、２の事

項について確認を行い、参加資格確認結果通知書（様

式２）を交付するものとする。

　　交付日　平成31年２月21日（木）（郵送発送日）

５ 　提案資格の喪失

　 　４により通知を受けた者が資格確認後において、次

のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を

行うことができないものとし、すでに提出された提案

書は無効とする。

　⑴ 　２にある当該契約に係る提案資格を満たさないこ

ととなったとき

　⑵ 　参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をした

とき

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき

　⑷ 　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな

いとき

６ 　仕様に関する質問

　⑴ 　質問先　３⑵に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月27日

（水）の午後５時までとする。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　メールによる（様式は問わない）。なお、質問し

た場合は電話にてその旨を３⑵の問い合わせ先に連

絡すること。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　平成31年３月４日（月）午後５時までに参加資格
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確認結果通知書の交付を受けた者へ電子メールにて

回答書を送付する。

７ 　企画提案書について

　⑴ 　提出期限　平成31年３月７日（木）

　⑵ 　提出場所　３⑵に同じ

　⑶ 　提出方法　 持参とする。（提出期限までの開庁日

で午前８時30分から午後５時までの

間。ただし正午から午後１時までを除

く。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画書　12部　（Ａ４ 　10ページ以内）

　　イ 　応募事業者概要　12部

　　ウ 　見積書（総額、内訳を記載）　１部

　　　　及び　見積書のコピー　11部

８ 　プレゼンテーション・ヒアリング（企画提案）

　⑴ 　日時　平成31年３月15日（金）（時間は後日連絡）

　⑵ 　場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　説明時間等

　　 　各団体説明時間は20分、その後10分間は質疑等を

行う。

　⑷ 　結果通知

　　 　企画提案に基づき評価・採点を行った結果は、各

団体あて結果通知書（様式４）を送付し、通知する

ものとする。

　　 　非特定の通知を受けた者は、通知日から30日以内

において、書面によりその理由についての説明を求

めることができる。

９ 　プレゼンテーションにおける評価項目

　⑴ 　情報収集力

　⑵ 　現状分析力

　⑶ 　企画の視点

　⑷ 　企画作成力

　⑸ 　企画実行力

　⑹ 　実施体制・積極性

10　企画提案事項等の詳細

　 　その他詳細は「「平成31年度シティプロモーション

推進業務委託」業者選定方法について」による。

11　関連情報を入手するための照会窓口

　　３⑵に同じ

12　その他

　⑴ 　使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　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。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入する。

　⑷ 　前払金

　　　否

　⑸ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする

　⑹ 　業務規模概算額

　　　10,028,000円以下（消費税込み）

　⑺ 　提出された書類は返却しない。

　⑻ 　応募申込や企画提案に関する書類の作成及び提出

に要する経費は提出者の負担とする。

　⑼ 　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、プロポーザル評価委員

会において、あらかじめ９の評価項目について事前

評価を行い、上位４社がヒアリングによる審査・評

価を受けることができるものとする。

　⑽ 　本契約の締結については、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第89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２月６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

　　　川崎市区役所通訳サービス業務委託（単価契約）

　⑵ 　業務概要

　　 　本委託は、各区役所・支所等にタブレット端末等

を導入することにより、外国語の遠隔通訳を実施

し、増加する外国人市民をはじめとした多様な来庁

者とのコミュニケーション支援を図ることを目的と

する。

　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 　業務規模概算額

　　 　5,824,992円（消費税額及び地方消費税額を含ま

ず）

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者名簿に登

録されていること（業種「99　その他業務－99　そ

の他」）
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　⑷ 　プライバシーマークを取得し、個人情報の取扱い

について適切な措置を講じる体制を整備しているこ

と。

　⑸ 　多言語（６か国語以上）でのＴＶ通訳業務の実績

が直近３年以上連続してあること。

３ 　提案内容の評価

　 　提案内容は、主に次の項目について評価する。詳細

は「川崎市区役所通訳サービス業務委託　選定評価基

準」のとおり。

　⑴ 　社の実績・能力

　⑵ 　導入機器・ソフトウェア

　⑶ 　通訳コールセンター

　⑷ 　見積金額の妥当性

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

佐藤

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 044－200－2459

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15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

もので締切日必着

６ 　参加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19日（火）に電

子メールで「参加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２月６日（水）から平成31年２月15日

（金）まで

　⑵ 　質問受付方法

　　 　参加意向申出書に添付の質問書により、電子メー

ルで受け付けます。

　　　電子メールアドレス　25kusei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　回答方法

　　 　平成31年２月19日（火）にすべての提案者に対し

て電子メール（川崎市業務委託有資格者業者名簿登

録時のアドレス宛）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　７部

② 見積書（年間想定数量による年額及び単価内訳、

税抜額）１部

③会社概要（パンフレット等）７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26日（火）　※当日必着

９ 　企画提案審査会

日　時

平成31年３月６日（水）午後２時から

※ 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

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 　提出書類は返却しません。

　⑷ 　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。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第90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６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区蟹ケ谷防球ネット等解体撤去工事

履行場所 川崎市高津区蟹ケ谷265番地３

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。
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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「解体」種目「解体」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 　解体工事業に係る建設業の許可を受けていること。ただし、平成28年５月31日までに受けたと

び・土工工事業に係る建設業の許可でも可とします。

⑼ 　主任技術者（業種「解体」）を配置できること。ただし、平成28年５月31日までに主任技術者（業

種「とび・土工」）の資格を有する者でも可とします。

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６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

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。

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 住吉中学校ほか１校校舎改修その他その１工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町27番１号ほか１校

履行期限 契約の日から平成31年11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14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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田中学校校舎改修その他その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11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14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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 西梶ヶ谷小学校ほか１校校舎改修その他工事

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷２丁目14番１ほか１校

履行期限 契約の日から平成32年２月28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14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 南加瀬保育園解体撤去工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬３丁目12番８号

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「解体」種目「解体」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 　解体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「解体」）を配置できること。ただし、平成28年５月31日までに主任技術者（業

種「とび・土工」）の資格を有する者でも可とします。

⑽ 　特別管理産業廃棄物管理責任者を配置できること。ただし、⑼の主任技術者（業種「解体」）又

は平成28年５月31日までに主任技術者（業種「とび・土工」）の資格を有する者との兼任を可とし

ます。

⑾ 　同一敷地内で鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で延床面積が500㎡以上

の解体工事実績（元請に限る。）を平成15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１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

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 中野島住宅新築第４号エレベータ設備工事

履行場所 川崎市多摩区中野島６丁目2008番１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 　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「機械」種目「昇降

機設置」で登録されていること。

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 　川崎市発注のエレベータ設置工事の完工実績（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６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

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 古川保育園解体撤去工事

履行場所 川崎市幸区古川町120番１

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「解体」種目「解体」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 　解体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「解体」）を配置できること。ただし、平成28年５月31日までに主任技術者（業

種「とび・土工」）の資格を有する者でも可とします。

⑽ 　特別管理産業廃棄物管理責任者を配置できること。ただし、⑼の主任技術者（業種「解体」）又

は平成28年５月31日までに主任技術者（業種「とび・土工」）の資格を有する者との兼任を可とし

ます。

⑾ 　同一敷地内で鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で延床面積が500㎡以上

の解体工事実績（元請に限る。）を平成15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６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

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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２庁舎議員控室等内部改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区砂子１丁目９番３号

履行期限 契約の日から平成31年６月14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 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。
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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６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

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 岡本太郎美術館常設展示室天井等補修工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１番５号

履行期限 契約の日から平成31年９月17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「Ｃ」

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 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）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６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

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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 住吉中学校外壁塗装改修その他その１工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町27番１号

履行期限 契約の日から平成31年11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「塗装」種目「塗装」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 　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。

　 　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「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。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。

⑽ 　外壁複合改修工法（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15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

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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田中学校外壁塗装改修その他その１工事

履行場所 川崎市多摩区三田２丁目5420番地２

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 　外壁複合改修工法（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15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

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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩消防署宿河原出張所改築工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原３丁目12番１号

履行期限 契約の日から平成32年２月28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「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32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 　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。

　 　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「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。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15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

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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川崎市公告第91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２月６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

　　川崎市幸区南加瀬五丁目2816番

 の一部　ほか３筆の一部　　

 958平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市幸区南加瀬五丁目19番32号

　　三橋　良信

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：20戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年９月13日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第84号

　　　───────────────────

川崎市公告第92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２月６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

　　川崎市麻生区下麻生一丁目１番１

 ほか８筆の一部　　

 2,839平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

　　株式会社　成建

　　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：14戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年12月26日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第129号

　　　───────────────────

川崎市公告第93号

　平成31度早野地区協働事業実施委託の業者選定に関す

る公募型企画提案の実施について、次のとおり公告しま

す。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　成31年度　早野地区協働事業実施委託

　⑵ 　委託期間　契約締結日～平成32年３月22日

　⑶ 　予算額（参考金額）

　　　1,977千円以内（消費税及び地方消費税含む）

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　事業実施に関わるノウハウと実績がある者

　⑵ 　法人格を有する者

　⑶ 　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者

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑸ 　川崎市業務委託有資格者名簿において、当該契約

に対応するとして定めた業種「その他業務」・種目

「その他」に登録されている者。ただし、企画提案

参加申出時に当該契約に対応するとして定めた業

種・種目に登録申請中である場合には、企画提案会

までに当該業種・種目に登録されていることを条件

とする。

　⑹ 　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

の申立がなされていない者

　⑺ 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

　⑻ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　提案内容の実行可能性

　⑸ 　経費の妥当性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

　　〒213－0015

　　神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７

　　ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階

　　電話（直通）　044－860－2461

　　ＦＡＸ　044－860－2464

　　メールアドレス　28nouti@city.kawasaki.jp

５ 　参加意向申出書の提出期間、場所及び方法

　⑴ 　提出期間　 平成31年２月７日（木）～２月19日

（火）（土曜日及び日曜日を除く）

　⑵ 　提出場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

６ 　提案資格確認の結果通知

　⑴ 　通知期日　平成31年２月22日　（金）
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　⑵ 　通知方法　電子メールにて通知

７ 　企画提案書の提出期間、場所及び方法

　⑴ 　提出期間　平成31年３月６日（水）～３月18日（月）

　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く）

　⑵ 　提出場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、見積書（１部）、

川崎市の入札契約における暴力団等排

除措置要綱に定める「誓約書（別表様

式）」（１部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　提案書類等に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　評価が同点となった場合の措置

　⑴ 　１位の点数をつけた委員が多い提案を採用します。

　⑵ 　⑴で選定されない場合、評価項目のうち、企画提

案の視点・内容の合計点数が高い提案を採用します。

　⑶ 　⑵で選定されない場合、見積金額が低い提案を採

用します。

12　その他必要と認める事項

　⑴ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

参加者の負担とします。

　⑵ 　その他

　　ア 　応募にあたっては、本公募型企画提案実施要領

を御確認ください。

　　イ 　参加意向申出書提出後に辞退をする場合には、

速やかに辞退届（様式任意）を提出してください。

　　ウ 　選定結果の発表は平成31年３月29日（金）を予

定しており、文書により全ての参加者に通知し、

本市ホームページにおいても公表します。電話等

による問合せには一切応じません。

　　　───────────────────

川崎市公告第94号

　　　聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内

　　　施設リニューアル計画に係る条例環境影

　　　響評価書について

　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26条の規定に基づく条例環境影響評価書の

提出がありましたので、同条例第27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32条に定める事項に

ついて次のとおり公告します。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：川崎市宮前区菅生２丁目16番１号

　　名　称：学校法人　聖マリアンナ医科大学

　　代表者：理事長　明石　勝也

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設

　　　リニューアル計画

　⑵ 　種類

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市宮前区菅生２丁目16番１号

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　病院建物の解体、新設及び改修

　⑵ 　内容

　　　区域面積　：約84,567㎡

　　　延べ床面積：約64,314㎡

５ 　指定開発行為の施行期間

　　平成31年７月～平成38年８月

６ 　条例評価書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　第２章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

　　第３章　環境影響評価項目の選定等

　　第４章　環境影響評価

　　第５章　環境保全のための措置

　　第６章　環境配慮項目に関する措置

　　第７章　環境影響の総合的な評価

　　第８章　関係地域の範囲

　　第９章　事後調査計画

　　第10章　 条例準備書に対する市民意見等の概要と指

定開発行為者の見解

　　第11章　 条例準備書に対する審査結果と指定開発行

為者の見解

　　第12章　その他

　　資料編

７ 　条例環境影響評価書の写しの縦覧の期間、場所及び

時間

　⑴ 　期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年３月８日

（金）まで

　　 　土曜日、日曜日及び祝日は除く。ただし、宮前区

役所では、第２・第４土曜日の午前８時30分～午後
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０時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場所

　　 　多摩区役所、多摩区役所生田出張所、宮前区役所、

宮前区役所向丘出張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95号

　平成31年度新川崎地区ネットワーク協議会運営等業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度新川崎地区ネットワーク協

議会運営等業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　協議会の運営補助

　　イ 　役員会の運営補助

　　ウ 　会員企業データベースの作成

　　エ 　協議会広報用パンフレットの作成

　　オ 　会員を対象とした研修会の企画及び運営補助

　　カ　ワークショップ研修会の企画及び運営補助

　　キ　報告書の作成

　　ク　その他

　⑶ 　委託期間　契約締結日～平成32年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種を「その他」、種目を「その他」で登録申

請している者

　⑵ 　本業務を実施する体制には、科学技術や技術経営

に関する企業向け講座等の実施実績を有する者を含

むこと。

　⑶ 　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者

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑸ 　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

の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、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ことの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成31年２月７日（木）から２月13日

（水）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年２月20日（水）　午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績

及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 平成31年３月１日（金）から３月７日

（木）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・見積書

（各７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　2,172,000円

　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含む。）
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　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　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。

　　エ 　消費税及び地方消費税の適用税率は10％としま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第96号

　平成31年度研究開発型ベンチャー企業成長支援事業実

施業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施に

ついて、次のとおり公告します。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度研究開発型ベンチャー企業

成長支援事業実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　メンターの登用

　　イ 　メンタリングの実施

　　ウ 　セミナーの実施

　　エ 　マッチングに向けたピッチイベント等の実施

　　オ 　支援対象者の公募及び事業の広報

　　カ　支援対象者選定の補助

　　キ　報告書の作成

　　ク　その他

　⑶ 　委託期間　契約締結日～平成32年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種を「その他」、種目を「その他」で登録申

請中であること。

　　※ 　ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委

託有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類を

提出し、同等の資格を有すると認められた場合

は、落札後に登録することを前提として登録申請

している者と同等に扱います。

　⑵ 　本業務を実施する体制に、主に起業前の個人を対

象とした支援プログラム等の実施実績を有する者を

含むこと。

　⑶ 　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者

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑸ 　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

の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、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ことの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成31年２月７日（木）から２月14日

（木）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年２月22日（金）　午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、事業者の概

要（１部）、過去５年程度の類似業務

の実績及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 平成31年３月５日（火）から３月12日

（火）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、事業者の概要、業務実施

体制、類似業務の実績及び見積書（各

８部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）
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８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　14,366,000円

　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　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。

　　エ 　消費税及び地方消費税の適用税率は10％としま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第97号

　平成31年度ナノ・マイクロ技術支援講座実施業務委託

の業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次

のとおり公告します。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度ナノ・マイクロ技術支援講

座実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　講座の企画・立案

　　イ 　受講者募集広報

　　ウ 　受講者との連絡調整

　　エ 　講座運営関係

　　オ 　事業報告

　　カ　その他

　⑶ 　委託期間　契約締結日～平成32年３月27日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種を「その他」、種目を「その他」で登録申

請中であること。

　　※ 　ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委

託有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類を

提出し、同等の資格を有すると認められた場合

は、落札後に登録することを前提として登録申請

している者と同等に扱います。

　⑵ 　本業務を実施する体制には、科学技術や技術経営

に関する企業向け講座等の実施実績を有する者を含

むこと。

　⑶ 　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者

　⑷ 　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者

　⑸ 　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

の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、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ことの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成31年２月７日（木）から２月14日

（木）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年２月22日（金）　午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績

及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）
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７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 平成31年３月５日（火）から３月12日

（火）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・概算見

積書（各７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　2,103,000円

　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　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。

　　エ 　消費税及び地方消費税の適用税率は10％としま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第98号

　平成31年２月６日川崎市公告第88号を次のとおり訂正

します。

　　平成31年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

誤

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、次の各

号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。

　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 　提案期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格名簿の「その他業務　その他」に登録され

ている者。

正

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、次の各

号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第99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２月７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

　　川崎市麻生区下麻生二丁目197番

 ほか２筆　　　　　

 1,341平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

　　株式会社　成建

　　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：９戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年10月11日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第101号

　　　───────────────────

川崎市公告第100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８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅北口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市中原区小杉町１丁目492番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日　限り
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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 　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「屋外清掃」種目「道路清掃」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３月12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、

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ご注意ください。

　 　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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」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３月12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。
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そ　の　他

・ 　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、

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ご注意ください。

　 　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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路清掃委託

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしく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、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑺ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

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12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、

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ご注意ください。

　 　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 幸区内道路清掃委託

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日　限り
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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 　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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしく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、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑺ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

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12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、

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ご注意ください。

　 　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 五反田川放水路施設設計（立坑内設備修正詳細設計等）業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田８丁目、登戸地内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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31・32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「河川、砂

防及び海岸・海洋部門」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（河川、砂防及び海岸・海洋部門）又は上下水道部門技術

士の資格を有する者を配置すること。

⑸ 　平成14年４月以降において、地下河川（放水路、調節地）又は地下貯留管の設備計画及び設計

業務に係る履行完了実績を有すること。

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12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。

・ 　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 登戸駅南北自由通路等建物清掃委託

履行場所 川崎市多摩区登戸3435地先他２箇所

履行期限 平成31年４月１日から平成32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。

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12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、

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ご注意ください。

　 　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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 若葉台駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区黒川600番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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。
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参 加 資 格

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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12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、

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ご注意ください。

　 　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 はるひ野道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区はるひ野５丁目８番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」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３月12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。
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路清掃委託

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

⑺ 　川崎市もしく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、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑻ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

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12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、

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ご注意ください。

　 　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 新百合ヶ丘駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生１丁目21番地先他１箇所

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。
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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12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、

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ご注意ください。

　 　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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 さいわい歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市幸区幸町２丁目585番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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12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、

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ご注意ください。

　 　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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎交通広場道路維持（清掃）委託

履行場所 川崎市幸区新川崎４番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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12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、

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ご注意ください。

　 　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 川崎駅西口（４・６・７・８号デッキ）清掃委託

履行場所 川崎市幸区大宮町９番地先他３箇所

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）
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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

・ 　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、

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ご注意ください。

　 　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14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市幸区大宮町地内他４箇所

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」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３月12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、

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ご注意ください。

　 　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。



（第1,765号）平成31年(2019年)２月25日 川 崎 市 公 報

－754－

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９月30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「屋外清掃」種目「道路清掃」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３月12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、

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ご注意ください。

　 　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16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路維持（側溝・桝清掃）委託

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 平成31年４月１日から平成31年９月20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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしく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）を受けている者。

⑺ 　バキューム車を保有または調達することが可能な者。

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
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入札日時等 平成31年３月12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、

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ご注意ください。

　 　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17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 岡上跨線橋長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市麻生区岡上27番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成31年12月27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31・32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

及びコンクリート部門」で登録されている者。

　⑷ 　管理技術者として、以下の要件を全て満たす者を配置すること。

　（ア）建設部門技術士（鋼構造及びコンクリート部門）の資格を有する者

　（イ）コンクリート構造診断士の資格を有する者

　（ウ ）平成27年４月１日以降に完了した、「キ電停止を伴う施工計画を実施した鉄道跨線橋の補修

又は補強設計業務」の実績を有する者

　（エ）平成27年４月１日以降に完了した、「橋梁の応力頻度測定・評価業務」の実績を有する者

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３月12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。
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（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度登戸土地区画整理事業建築物等調査積算業務委託（その36）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

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29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「物件部門」

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３月７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101号

　次の表の左欄に記載する者に対する大和都市計画事業

渋谷（南部地区）土地区画整理事業施行者大和市が発し

た土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第110条第１

項に基づく清算金債務承継通知及び清算金徴収通知は、

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２月８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

　 　神奈川県大和市渋谷五丁目100番32　高座渋谷駅西

口駅前広場にある掲示板

３ 　通知の内容の掲示期間

　　平成31年２月８日から平成31年２月18日まで

　　　───────────────────

川崎市公告第102号

　　　柿生駅前南地区施設建築物建設計画に係る

　　　条例環境影響評価準備書について

　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18条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価準備書の提出がありましたので、同条例第19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16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２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価準備書について

１　指定開発行為者

　　所在地：川崎市麻生区上麻生５丁目43番18号

　　名　称：柿生駅前南地区市街地再開発準備組合

　　代表者：理事長　鈴木　澄夫

２　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　柿生駅前南地区施設建築物建設計画

　⑵ 　種類

　　　高層建築物の新設（第２種行為）

　　　住宅団地の新設（第３種行為）

３　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市麻生区上麻生５丁目

４　指定開発行為の目的及び内容
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　⑴ 　目的

　　　商業施設及び共同住宅施設の新設

　⑵ 　内容

　　　区域面積：  約5,170㎡　　　　　　　　

　　　建物最高高さ： 約110ｍ　　　　　　　　

　　　延べ面積： 約37,500㎡　　　　　　　　

５　指定開発行為の施行期間

　　着手予定：2022年１月

　　完了予定：2026年１月

６　条例準備書の要旨

　第１章　指定開発行為の概要

　第２章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境の

特性

　第３章　環境影響評価項目の選定等

　第４章　環境影響評価

　第５章　環境保全のための措置

　第６章　環境配慮項目に関する措置

　第７章　環境影響の総合的な評価

　第８章　事後調査計画

　第９章　関係地域の範囲

　第10章　その他

　資料編

７　条例準備書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　 平成31年２月８日（金）から平成31年３月25日

（月）まで

　⑵ 　場所及び時間

　　 　 川崎市：麻生区役所 （８：30 ～ 17：00土日祝日

除く。だだし、第２・４土曜

日８：30 ～ 12：30は縦覧を

行います。）

　　　環境局環境評価室

　　　横浜市： 鶴川市民センター（８：30 ～ 22：00）

　　　　　　　 三輪コミュニティセンター（８：30 ～

22：00第３水曜日除く）

　　　　　　　 総務部市政情報課（８：30 ～ 17：00土

日祝日除く）

　　　　　　　 環境資源部環境保全課（８：30 ～ 17：

00土日祝日除く）

　　　───────────────────

川崎市公告第103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表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　環境技術・国際連携プロジェクト支援業務委託

　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）ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成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「その他業務」種目「催物会場設営及びイベン

ト、運営・企画」及び「翻訳、速記」に登録されて

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 　当該業務に必要な体制が可能なこと。

　　ア 　環境技術に関する専門知識を持ったスタッフや

通訳の対応が随時可能なこと。

　　イ 　環境技術の関係資料等の翻訳（日本語、英語、

中国語）が随時可能なこと。

　　ウ 　月に１～３回程度、視察対応のためのスタッフ

（記録及び通訳補助）の派遣が可能なこと。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、同種

の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・提出及び問合せ先

　　 　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事業推進課　近藤

　　　電　話　044－276－9118

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30kokuse@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）の９時から17時まで（土、日曜日及び12時か

ら13時までの間は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　　次の書類を全て提出してください。

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の契約実績を確認できる契約書等の写

し

　　※ 　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
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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）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参に限ります。

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25日（月）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25日（月）の９時から17時まで

　　（12時から13時までの間は除く。）

　⑵ 　受取り先

　　　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26日（火）から平成31年３月１日

（金）17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３月６日

（水）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・開札の日時

　　　　平成31年３月13日（水）10時00分

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　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

　　ウ 　入札の方法

　　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　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。

　⑷ 　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

「入札情報かわさき」（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３？に同じ。

　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

　　　夢見ヶ崎動物公園内ごみ収集運搬処理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市夢見ヶ崎動物公園

　　　川崎市幸区南加瀬１－２－１

　⑶ 　履行期間
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　　　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

　　 　本業務は、川崎市夢見ヶ崎動物公園から排出され

る塵芥類について収集運搬処理を行う。

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らない。

　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「廃棄物関連業務」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 　入札期日において、一般廃棄物収集運搬許可を得

ていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書の入手

又は配布、提出及び問い合わせ先

　 　次により一般競争入札参加を希望するものは、次に

より所定の一般競争入札参加資格確認申請書を提出す

ること。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市夢見ヶ崎動物公園

　　　川崎市幸区南加瀬１－２－１

　　　電話：044－588－4030

　　　ＦＡＸ：044－588－4043

　　　E-Mail：53yumemi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19日

（火）までとする（午前８時30分から正午まで、午

後１時から午後５時15分までとする。ただし、土・

日曜日・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 　一般廃棄物収集運搬許可証（写し）

　⑷ 　提出方法

　　　持参による提出とすること。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手又は配布方

法

　　 　提出書類（一般競争入札参加資格確認申請書）及

び仕様書は、インターネットからダウンロードする

ことが可能。（「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300）の「入札情報」の中に

あり。）ダウンロードができない場合には、「３⑵提

出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布する。

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業者名簿へ

登録した電子メールの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26日（火）までに送付す

る。

　 　ただし、申請者がメールアドレスを登録していない

場合は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を

交付する。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　交付期間

　　 　平成31年２月26日（火）とする（午前８時30分か

ら正午まで、午後１時から午後５時15分までとす

る。）。

５ 　入札説明会

　　入札説明会は実施しない。

６ 　仕様に関する問い合わせ及び回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　平成31年２月26日（火）から平成31年３月１日

（金）までとする（午前８時30分から正午まで、午

後１時から午後５時15分までとする。ただし、土・

日曜日・祝日を除く。）。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、次の宛先

まで持参、郵送又はＦＡＸ及びメールにより以下の

提出先に提出すること。

　　　〒212－0055

　　　川崎市夢見ヶ崎動物公園

　　　川崎市幸区南加瀬１－２－１

　　　電　話　044－588－4030

　　　ＦＡＸ　044－588－4043

　　　メール　53yumemi@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年３月５日に競争参

加資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通

知書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸ

によって回答書を送付する。

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

札参加資格を喪失する。

　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 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　 　入札金額は、単価で行う。見積もった単価を入札

書に記載すること。
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　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は消費税額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

契約金額の税抜き額に相当する金額を入札書に記載

すること。

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参に限る。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月11日（月）午後２時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市夢見ヶ崎動物公園

　　　　川崎市幸区南加瀬１－２－１

　⑵ 　入札保証金は、次のとおりとする。

　　　免除とする。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　上記８⑴に同じ。

　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

効な入札を行ったものを落札者とする。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

を実施することがある。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、

これを無効とする。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とする。

　⑵ 　契約書の作成の要否

　　ア 　契約書を作成することを要する。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担とする。

　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、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）の「契約関係規定」で閲覧することが

できる。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例（昭

和39年川崎市条例第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るもの

とする。

　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るものとする。

　⑶ 　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

額及び地方消費税額を含まないものとする。消費

税額及び地方消費税額は、契約の際に加算するも

のとする。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行うものとする。

　⑷ 　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に立ち会い

に関する権限の委任をした書類を事前に提出するこ

と。

　⑸ 　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うも

のとする。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もの

及び開札に立ち会わないものは除くこととする。

　⑹ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ

である。

　⑺ 　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 　入札件名

　　　高速液体クロマトグラフ質量分析計、四重極／

　　　飛行時間型質量分析装置年間保守及び定期点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　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２階

　　　川崎市健康安全研究所

　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

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成31・32年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「その他業

務」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か年に、本業務の対象機器と同メーカーの

機器について保守点検業務委託契約の実績があるこ

と。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について
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　 　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 　提出場所

　　　〒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２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月12日から２月15日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　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書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、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」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）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、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

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 　交付日時

　　　平成31年２月18日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「平成31・32年度　川崎市業務委

託有資格業者名簿」へ登録した際にメールアドレス

を登録している場合は、平成31年２月19日までに電

子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月19日から２月21日までとします。た

だし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日並び

に平日の正午から午後１時までを除く、午前８時30

分から午後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」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成31年２月22日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

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「２　競争入札参加資格に関する事項」

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、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 　入札方法等

　　ア 　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。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月26日　午後２時20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２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所
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　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」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ものが行った入札及び

「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

　　 　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。

８ 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、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。

　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

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、川崎市契約規則第32条の定め

るところにより、契約金額の10％を納入しなけれ

ばなりません。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

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

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑶ 　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」（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。

　　　───────────────────

川崎市公告第106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 　入札件名

　　　ＤＮＡシーケンサ年間保守及び定期点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　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２階

　　　川崎市健康安全研究所

　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

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成31・32年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「その他業

務」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か年に、本業務の対象機器と同メーカーの

機器について保守点検業務委託契約の実績があるこ

と。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　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 　提出場所

　　　〒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２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月12日から２月15日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　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書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、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」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）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、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

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た者には、次により競
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争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成31年２月18日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「平成31・32年度　川崎市業務委

託有資格業者名簿」へ登録した際にメールアドレス

を登録している場合は、平成31年２月19日までに電

子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月19日から２月21日までとします。た

だし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日並び

に平日の正午から午後１時までを除く、午前８時30

分から午後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」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成31年２月22日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

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「２　競争入札参加資格に関する事項」

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、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 　入札方法等

　　ア 　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。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月26日　午後２時

　　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２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」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ものが行った入札及び

「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

　　 　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。

８ 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払い金の要否

　　 　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

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

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑶ 　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」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契
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約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第107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 　入札件名

　　　健康安全研究所細菌検査器具滅菌洗浄等業務

　⑵ 　履行場所

　　　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２階

　　　川崎市健康安全研究所

　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

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成31・32年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「医療関連

業務」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か年に、本市又は他官公庁、研究施設にお

いて医療関連業務委託契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　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 　提出場所

　　　〒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２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月12日から２月15日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　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書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、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」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）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、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

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 　交付日時

　　　平成31年２月18日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「平成31・32年度　川崎市業務委

託有資格業者名簿」へ登録した際にメールアドレス

を登録している場合は、平成31年２月19日までに電

子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月19日から２月21日までとします。た

だし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日並び

に平日の正午から午後１時までを除く、午前８時30

分から午後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」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成31年２月22日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。



川 崎 市 公 報 （第1,765号）平成31年(2019年)２月25日

－765－

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「２　競争入札参加資格に関する事項」

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、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 　入札方法等

　　ア 　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。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月26日　午後３時

　　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２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時　

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」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ものが行った入札及び

「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

　　 　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。

８ 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

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

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑶ 　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」（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。

　　　───────────────────

川崎市公告　第108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　平成31年度　川崎市ホームページ

　　　　　　バナー広告掲載

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室等

　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

　　 　川崎市では、川崎市ホームページのトップページ

の一部を広告媒体として提供し、民間企業の有料広

告掲載を行っています。本業務は、バナー広告掲載

希望者の選定、バナー画像の作成・納品・広告料の

納入について一括して行うものとなります。

　　 　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 　過去２箇年の間に、本市又はその他の官公庁にお

いて、バナー広告掲載に関する類似の契約を１回以

上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行した

実績を有し、かつ、この役務を確実に履行すること

ができること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　次の配布・提出場所において、一般競争入札参加資
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格確認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説

明書を配布します。

　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホ

ームページからもダウンロードできます。この入札に

参加を希望する者は、次により所定の一般競争入札参

加資格確認申請書及び２⑶にある類似の契約実績を証

する書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を

持参により提出してください。

　・ 川崎市ホームページ（http://www.city.kawasaki.

jp/170/page/0000094405.html）

　　　入札説明会は実施しません。

　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

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局シティプロモーション推進室広報担当

　　　電　話　044－200－3606

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　e-mail　17hoso@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分から午後５時までとしま

す。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）な

らびに平日の正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出方法　持参または郵送（配達記録が残るもの

で受付期間内必着）

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 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　平成31年２月21日（木）午後１時から

　　　　　　午後５時まで

　　 　ただし、一般競争入札参加資格確認申請書に電子

メールのアドレスを記載した場合は、同日中までに

電子メールで送信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　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20日

（水）までの午前８時30分から午後５時まで及び平

成31年２月21日（木）の午前８時30分から正午まで

とします。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝

日）ならびに平日の正午から午後１時までを除きま

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

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。

　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、

送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連絡

ください。

　　 　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月22日（金）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 　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

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記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、その他提出書

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

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

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。

　　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額（入札

書に記載した金額の８％）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 　入札日時　平成31年２月28日（木）午前10時

　　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11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

予定価格以上の最高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

　　 　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。

８ 　契約手続等

　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％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。

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 　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109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　使用済みタイヤ更生業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　本市の指定する場所

　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

　　 　各生活環境事業所のごみ収集車等で使用した新品

タイヤ（使用済みタイヤ）の更生業務、及び、それ

に付随する使用済みタイヤの引取り、更生後のタイ

ヤ（更生タイヤ）の納入業務

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２年間（平成29・30年度）の期間に、本市又

は他官公庁において、使用済みタイヤ更生業務の契

約実績を有し、かつ業務完了実績を有すること。

　⑸ 　「ＪＩＳ　Ｋ　6329」の規格に基づき、使用済み

タイヤ更生業務を行うことが出来ること。

　⑹ 　契約時に、「ＪＩＳ　Ｋ　6329」の規格に基づき

使用済みタイヤ更生業務を行うことがわかるよう、

納入する更生タイヤを製造する工場が取得している

「ＪＩＳ　Ｋ　6329」にかかる認証書の写しを提出

すること。

３ 　競争参加申込書の配布・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２⑷⑹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

　　　環境局生活環境部収集計画課

　　　（川崎市役所第３庁舎16階）

　　　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　電話044－200－2570（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　　平成31年２月12日（火）から

　　　平成31年２月19日（火）

　　　 ９時から17時まで（土曜日、日曜日、休日及び12

時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

４ 　競争参加資格確認通知書・質問書及び仕様書等の交付

　 　競争参加申込書を提出し、競争参加資格があると認

めた者には、競争参加資格確認通知書・質問書及び仕

様書等を平成31年２月28日（木）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28日（木）９時から16時まで（12時

から13時は除く）

５ 　競争参加資格の喪失
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　 　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 　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。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　平成31年３月１日（金）から平成31年３月５日

（火）９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問の様式

　　 　競争参加有資格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

　　 　電子メール及びＦＡＸとします。なお、送信後は

必ず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　　044－200－2570

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月11日（月）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20日（水）11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　　　（川崎市川崎区東田町５番４号）

　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の場合は、調査を行う

場合があります。

　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110

分の100に相当する金額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（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.htm）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 　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議決を要し

ます。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第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　 王禅寺処理センターかわるんパークト

イレ点検清掃業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　 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　 王禅寺処理センターかわるんパークに

設置されている公衆トイレを正常に維

持するために必要な点検清掃を実施す

るものである。

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 　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「建物清掃等」、種目「建

築物清掃」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、
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同種のトイレ等点検清掃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。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

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２の⑷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　小木、齊藤

　　　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２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで９時から17時（日曜日及び12時から13時

までの間は除く）

　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２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写し

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３月５日（火）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３月５日（火）９時から17時

まで

　　　　　　　　（12時から13時までの間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成31年３月５日（火）から平成31年３月11日

（月）まで９時から17時（持参する場合、日曜日及

び12時から13時までの間は除く）

　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　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　 平成31年３月14日（木）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３月18日（月）

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　（持参以外は無効とします。）

　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 　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。）

　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（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

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。
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　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。

　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　 王禅寺処理センター排水処理設備点検

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　 平成31年４月１日（月）から

　　　　　　　　平成31年７月31日（水）まで

　⑷ 　業務概要　 王禅寺処理センターに設置されている

排水処理設備の機能を正常に維持する

ために必要な点検整備業務

　⑸ 　実施予定　 平成31年６月５日（水）から平成31年

６月19日（水）まで

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「電気・機械設備保守点

検」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者名簿に地

域区分「市内」で搭載されていること。

　⑸ 　過去５年間に本市、他官公庁又は民間において、

排水処理設備点検整備業務又は槽清掃点検業務の契

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。

　⑹ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を配置できる

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２⑸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

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　王禅寺処理センター

　　　技術係　齊藤、冨田、眞鍋

　　　電　話　044－966－6135

　　※ 　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２月12日（火）から

　　　平成31年２月18日（月）９時から17時まで

　　　（日曜及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とする。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑹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28日（木）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３　⑴ 　に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成31年２月28日（木）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28日（木）から平成31年３月４日

（月）９時から17時まで

　　　（日曜及び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

提出すること。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月７日（木）までに全社に文書（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
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行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　平成31年３月11日（月）

　　　　　　　　　　　　　14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。（http://www.

city.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。

　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　廃蛍光管運搬・処理業務委託

　⑵ 　履行場所　浮島処理センターほか10か所

　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　 本業務は、本市で回収された廃蛍光管

を、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に従い、本市が指定する保管場所か

ら受託者の処理施設まで運搬し、無害

化処理及び再資源化を図り適正に処理

するものである。

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 　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」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、

廃蛍光管の運搬・処理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 　一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。

　⑹ 　自社もしくは、協力会社で運搬が可能であること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

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２⑷⑸⑹に関する書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等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

　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　小林、松本

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　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・仕様書等閲覧期間

　　　 平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）９時から17時まで

　　　（土、日曜日及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送。ただし、郵送の場合は

申込書の提出締切日までに届くことと

し、不備がないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
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　　イ 　上記２⑸の許可証の写し

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22日（金）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22日（金）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22日（金）から平成31年２月26日

（火）９時から17時まで（土、日曜日及び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　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　平成31年３月４日（月）

　　 　全社へ文書（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３月６日（水）

　　　　　　　　　　　　10時30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 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　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　　　　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（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

　⑷ 　その他

　　 　本業務の一部を協力会社で行う場合は、予め本市

と覚書を締結するものとします。

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。

　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　 使用済み乾電池運搬及び処理業務委

託

　⑵ 　　履行場所　 川崎市川崎区浮島町509番地１ほか

２か所

　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　 本業務は、本市で回収された使用済
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み乾電池を、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律に従い、本市が指定す

る保管場所から受託者の処理施設ま

で運搬し、無害化処理及び再資源化

を図り適正に処理するものである。

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 　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。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

使用済み乾電池の運搬及び処理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 　一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

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２⑷⑸に関する書類を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等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

　　　環境局施設部処理計画課　担当　小林、佐藤

　　　電話　044－200－2588（直通）

　　※ 　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・仕様書等閲覧期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）９時から17時まで

　　　（土曜日、日曜日及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送。ただし、郵送の場合は

申込書の提出締切日までに届くことと

し、不備がないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の許可証の写し

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22日（金）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22日（金）

　　　　　　　　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22日（金）から平成31年２月26日

（火）９時から17時まで（土曜日、日曜日及び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　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　平成31年３月１日（金）

　　 　全社へ文書（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３月11日（月）

　　　　　　　　　　　　11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 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　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
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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　　　　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（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」から閲

覧できます。

　⑷ 　その他

　　 　本業務の一部を協力会社で行う場合は、予め本市

と覚書を締結するものとします。

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。

　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114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２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　事業名

　 　平成31年度　川崎市就業支援室「キャリアサポート

かわさき」運営事業の業務委託

２ 　履行期間

　　契約締結日から平成32年３月31日（火）まで

３ 　履行場所

　⑴ 　川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」

　　 　川崎市高津区溝口１－６－10てくのかわさき５階

（部屋の広さ　約60㎡）

　　　他市内

　⑵ 　川崎区役所内　川崎市川崎区東田町８

　⑶ 　麻生区役所内　川崎市麻生区万福寺１－５－１

４ 　事業概要

　 　本事業は、就職に関する総合相談窓口として、求職

者に対して、個別カウンセリング、求人開拓、職業紹

介等を行うとともに、若年者・女性・中高年齢者等の

対象者別に就職活動に役立つセミナー等を実施するな

ど総合的な就業支援を行う。また、人材不足等を課題

とする中小企業等に対する人材確保・定着等に係る支

援策を実施し、雇用の推進に努めることを目的とする

ものです。

５ 　参加者の資格要件

　 　本事業の応募資格は、次の条件をすべて満たすもの

となります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31、32年度の川崎市業務委託有資格業者名簿

において、業種・種目（委託：業種「その他業務」、

種目「その他」）に登録申請していること。

　⑶ 　提案期日までの間、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期間中でないこと。

　⑷ 　当業務について確実に履行することができること。

　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。

　⑹ 　職業安定法による有料職業紹介事業者の許可を受

けていること。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、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ことの

ない者

　⑻ 　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項の規定に違反しな

い者

６ 　担当部局

　　川崎市経済労働局労働雇用部

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル６階

　　電話番号（直通）　044（200）2276

　　ＦＡＸ番号　　　　044（200）3598

　　電子メール　　　　28roudou@city.kawasaki.jp

７ 　実施要領の交付及び参加意向申出書について

　⑴ 　申出書の提出期限

　　 　平成31年２月12日（火）～平成31年２月19日（火）

17時

　⑵ 　提出場所

　　　６の担当部局と同じ

　⑶ 　参加意向申出書の提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出方法
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　　 　代表者印をカラー読込の上、事務局宛てに電子メ

ールにて提出してください。

　⑸ 　参加資格確認の結果通知

　　 　平成31年２月20日（水）に電子メールにより通知

します。

８ 　企画提案書類の提出について

　⑴ 　提出期間及び受付時間

　　　平成31年２月28日（木）～平成31年３月１日（金）

　　　９時～ 17時（12時～ 13時を除く。）

　⑵ 　提出方法

　　　６の担当部局に持参してください。

　⑶ 　提出書類　８部（原本１部＋写し７部）

　　ア 　企画提案書

　　イ 　見積書

　　ウ 　会社概要（パンフレット等）

　　エ 　誓約書（別記様式）

９ 　企画提案会の実施と選定結果の通知

　⑴ 　企画提案会の実施日

　　　平成31年３月５日（火）予定

　　　時刻・場所については別途通知いたします。

　⑵ 　時間等

　　 　事前に提出されている書類に基づいて、提案説明

15分、質疑応答10分で提案を行っていただきます。

　⑶ 　選定結果通知

　　　平成31年３月６日（水）予定

　⑷ 　契約の締結（予定）

　　 　選定業者と詳細について協議し、協議が成立した

場合、平成31年４月１日（月）に契約を締結予定で

す。

10　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

11　選定方式

　　公募型企画提案方式による提案審査

12　選考方法

　 　５名の選考委員が応募者から提出された応募書類に

ついて、資格審査、書類審査及び提案審査を行い、選

定します。

13　その他必要と認める事項

　⑴ 　委託料（参考金額）

　　　43,818,000円（税込）

　⑵ 　企画書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

について

　　 　企画提案書の作成及び提出、企画提案会の出席に

係る一切の費用は、参加者の負担とします。

　⑶ 　詳細につきましては、本事業の募集要項等を参照

ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第115号

　スポーツ・文化総合センター事業モニタリング等支援

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

　　 　スポーツ・文化総合センター事業モニタリング等

支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎区役所まちづくり推進部地域振興課（川崎市

川崎区東田町８番地）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成32年３月19日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　スポーツ・文化総合センター事業に関する川崎市

が行う財務面及び運営・維持管理面のモニタリング

の支援業務委託

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 　入札期間において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格者名簿に業種「調査・測定」種目「その他

の調査・測定」で登載されている者。

　⑷ 　過去に本市又はその他官公庁で、類似の契約実績

があること。

３ 　入札参加申込書及び仕様書の配布等

　 　次により一般競争入札参加資格確認書を配布しま

す。この入札に参加を希望するものは、所定の一般競

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。なお、配布期間中にホームページからダウンロー

ドすることも可能とします。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8570　川崎市川崎区東田町８番地

　　　川崎区役所まちづくり推進部地域振興課

　　　電　話　044－201－3231

　　　ＦＡＸ　044－201－3209

　　　e-mail　ochiai-k@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）までとします。（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）。
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　⑶ 　提出書類

　　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

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　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、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

市業務委託有資格者名簿に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

認通知書は自動的に電子メールで交付されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　 平成31年２月19日（火）午前８時30分～午後５時

（ただし、正午～午後１時を除く）

　⑶ 　その他

　　 　一般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

２月12日（火）から平成31年２月18日（月）まで縦

覧します（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）。

５ 　仕様に関する質問について

　 　次により仕様書等の内容に関し、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。

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。

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月19日（火）から平成31年２月25日

（月）までとします（午前８時30分から午後５時ま

で）。

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月26日

（火）までに、全社宛て電子メールにて送付します。

なお、回答後の再質問は、受付しません。

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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「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

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札

件名が記載された封書に封印し、持参してください。

　⑵ 　入札金額

　　 　入札金額は、消費税及び地方消費税を含めないも

のを記入してください。

　⑶ 　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番地

　　　　　　　パレール三井ビルディング　３階

　　　　　　　第１会議室

　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

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　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。

　⑷ 　契約規則等の閲覧

　　 　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」から閲覧することができ

ます。

９ 　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。
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　⑶ 　入札説明書、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は３⑴の場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中

に縦覧できます。

　⑷ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本通貨に限ります。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　⑹ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第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 　業務件名

　　　 川崎市男女共同参画センター自動火災報知設備長

寿命化整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区溝口２丁目20番１号

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　 川崎市男女共同参画センターに設置されている自

動火災報知設備の複合盤１台及び表示盤（副受信

機）２台の交換を行う。

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 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「消火設備保守点検」に登載

されていること。

　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　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（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

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 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、点検・工事実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　［住所等］川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　［担当課］市民文化局人権・男女共同参画室

　　　電話　044－200－2300（直通）

　　　ＦＡＸ　　044－200－3914

　　　E-mail　25zinken@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、土日祝日を除く）

　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」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、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20日（水）午後１時から午後５時まで

　　 　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、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ

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20日（水）から２月25日（月）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、土曜日、日曜日及び祝日を

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。
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　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　25zinken@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3914

　⑸ 　回答方法　

　　 　平成31年２月28日（木）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。

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　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

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

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。

　　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 　落札決定に当たっては、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（入札

書に記載した金額の８％）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 　入札日時

　　　　平成31年３月６日（水）午前10時30分

　　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　市民文化局会議室

　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。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　免除

　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」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所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 　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。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」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。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第117号

　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 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　保育所等関係書類集配業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 こども未来局子育て推進部保育課ほか指定する保

育所等

　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 　委託内容

　　　 市内保育所等への各種帳票・チラシ類等の文書集

配業務

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
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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。

　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 　特定信書便事業の許可（本市区域内）を有し、過

去３年間に本市又は他自治体での類似の実績がある

こと。

３ 　仕様書等の配布・閲覧

　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　ア 　窓口での閲覧

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５－４ 

　　　　川崎市役所第３庁舎　14階

　　　　こども未来局子育て推進部保育課　担当　一木

　　　　電話：044－200－3727

　　イ 　インターネットでの閲覧

　　　 　川崎市ホームページ「入札情報」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の委託の

欄の「財政局入札公表」から閲覧及びダウンロー

ドすることが可能です。

　⑵ 　閲覧期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月20日

（水）まで（土、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４時まで）

４ 　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ものは、次により競争参

加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類（契約書の

写し等）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

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎　14階

　　　こども未来局子育て推進部保育課　担当　一木

　　　電話：044－200－3727

　　　E-mail：45hoiku@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

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・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（土、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４時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ「入札情報」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の委託の

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。

　　　 　ダウンロード出来ない場合は、４⑴の場所で４

⑵の期間に配布します。）

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加確認通知書の交付及び入札説明書

等の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、本市による提出

物・資格等の審査の上、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。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、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。

　⑴ 　場所

　　　４⑴に同じ

　⑵ 　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４時まで

　　 　また、入札説明書等は４⑴の場所において４⑵の

期間縦覧に供します（土・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４時まで）。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　場所

　　　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27日

（水）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、４⑴のメー

ルアドレスあてに開封確認付きの電子メールにて送

信してください。また、メール送信後にメールで送

信した旨を４⑴の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　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３

月１日（金）までに電子メールにて送付します。

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 　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。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、上記１？の契約金総額で行います。
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　　イ 　落札決定にあたっては、「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、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するの

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してください。

　　ウ 　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。

　　エ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎13階　会議室

　　イ 　日時　平成31年３月５日（火）午後２時

　⑶ 　郵送による場合の入札書のあて先及び受領期限

　　ア 　あて先

　　　　４⑴に同じ

　　イ 　送付期限　平成31年３月４日（月）午後４時必着

　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（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。

　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 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　入札後速やかに契約書を作成することを要します。

　　 　また、この委託契約に関する詳細なスケジュール

及び必要となる様式について、川崎市の指示に基づ

き速やかに提出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。

　⑷ 　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。

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の定め

るところによります。

　⑵ 　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 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑷ 　その他問い合わせ窓口は上記４⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第118号

　　　入　　札　　公　　告

　宮前区役所庁舎案内・庁中取締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

　　　宮前区役所庁舎案内・庁中取締等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５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

　　ア 　庁舎案内業務

　　イ 　庁中取締業務

　　ウ 　駐車場周辺における歩行者等安全確保業務　

　　エ 　その他付随する業務

２ 　競争入札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「警備」種目「人的警備」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 　過去２年間で官公庁舎において、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及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
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加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　近岡

　　　電　話　044－856－3123（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－856－3119

　　　E-mail：69soumu@city.kawasaki.jp

　　　 （一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月19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）

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出

　　　持参

　　・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

４ 　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無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦

覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

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、参加資格業種に登録されていること、２⑷の契約

実績があることを確認し、その結果を平成31年２月21

日（木）に確認通知書にて、平成31・32年度川崎市競

争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。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、入札参加申込時にさかのぼって、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、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に

より質問を行うことができます。

　⑴ 　質問書の様式

　　 　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年２月27日

（水）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）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月１日（金）に文書（電子メール又は

ＦＡＸ）にて送付します。

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

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等　監督員

　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・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年３月８日（金）午前10時

　　イ 　入札場所　宮前区役所４階第３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 　入札の金額

　　　入札は、契約金総額で行います。

　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

って有効な入札を行った者を落札者とします。

　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 　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、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　契約金額の10分の１以上とする。（川崎市契約規

則第32条）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://
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www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）で閲覧

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 　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」をご覧ください。

　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　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（その２）工事

履行場所 川崎市麻生区片平２丁目28番地先他３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「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 　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３月８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。
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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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内市道子母口宿河原線道路防護（法面）工事

履行場所 川崎市高津区新作２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「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 　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」）を専任で配置できること。

　 　ただし、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26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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川整備（その２）工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町14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年度平川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」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」）を専任で配置できること。

　 　ただし、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26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。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内標識補修工事

履行場所 川崎市宮前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」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 　とび・土工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「とび・土工」）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26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。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑ヶ丘霊園コンクリート柵板土留整備工事

履行場所 川崎市高津区上作延地内

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「土木」ランク「Ｃ」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 　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26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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　緑ヶ丘霊園サクラ並木等更新工事

履行場所 川崎市高津区下作延地内

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「造園」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 　造園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「造園」）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26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
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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

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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 河川・水路維持（幸）工事

履行場所 川崎市幸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「土木」ランク「Ｃ」又は「Ｄ」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 　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26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

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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 河川維持（多摩１）工事

履行場所 川崎市多摩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「土木」ランク「Ｃ」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 　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。
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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26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

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 河川維持（麻生）工事

履行場所 川崎市麻生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「土木」ランク「Ｃ」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 　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26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

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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 河川維持（中原）工事

履行場所 川崎市中原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。
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参 加 資 格

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「土木」ランク「Ｃ」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 　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26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

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120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　 川崎駅前（東口・西口）公衆トイレ清

掃等維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎駅前東口公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市川崎区駅前本町26）

　　　　　　　　 川崎駅西口公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市幸区堀川町72）

　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　 川崎駅前東口公衆トイレ及び川崎駅西

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

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２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）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
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　　 　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22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22日（金）から平成31年２月28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、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３月７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14日（木）　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

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

　　ア 　川崎市契約規則第33条第１項各号に該当する場

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 　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121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
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　⑴ 　件名

　　　平成31年度　川崎市議会貸切バス運行業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　本市の指定する場所

　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

　　 　貸切バス運行業務。詳細は「平成31年度　川崎市

議会貸切バス運行業務委託仕様書」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 　委託する貸切バス業務は運転手付で、次のとおり

とし、当該バスを３台以上保有していること。

　　ア 　自動車検査証の車体の形状の記載が「リヤーエ

ンジン」であること。

　　イ 　旅客席が７列シートで26 ～ 29人乗りであるこ

と。

　⑸ 　道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業

の許可を得ていること。

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及び必要な資料を提出しなけ

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９番地３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　　担当　岡

　　　電話　044－200－3367

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月22日

（金）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５時までとします。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、入札

説明書に添付されています。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　使用するバスの車検証の写し３台分及びバスの

カタログ等（シート配列の分かるもの）

　　ウ 　道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事

業の許可を得ていることを証明する書類の写し

　　エ 　確約書

４ 　仕様書の閲覧

　 　仕様書は、上記３⑴の場所において縦覧に供しま

す。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 　仕様書及び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２月27日（水）に

入札説明書及び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、同日に上記３⑴の場所において入札

説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を交付

します。

６ 　仕様等に関する問い合わせ先

　⑴ 　川崎市川崎区砂子１丁目９番地３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　　　担当　岡

　　　電話　044－200－3367

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月27日（水）から平成31年３月１日

（金）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」の様式により、提

出してください。

　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　98syomu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月５日（火）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
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　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、所定の入札書及び運

賃積算書をもって行います。入札書に記載する金

額は、貸切バスの使用１時間あたりの時間制運賃

の単価に推定利用時間（入札者の車庫から市役所

第２庁舎までの往復時間を含む）を乗じたもの

と、貸切バスの使用１キロあたりのキロ制運賃の

単価に推定利用距離（入札者の車庫から市役所第

２庁舎までの往復距離を含む）を乗じたものの総

合計額（税抜き）としてください。

　　イ 　入札書と運賃積算書には割印をし、入札件名が

記載された封筒に封印してください。

　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３月13日（水）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。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

　　 　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第122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

　　　 川崎市国民保護計画に基づく避難実施要領の作成

業務委託

　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７階

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年３月29日（金）

　⑷ 　業務概要

　　　 当市で発生が想定される国民保護事案を基に、新

たに避難実施要領のパターンを作成し、「市国民

保護避難実施マスターマニュアル」（平成27年３

月改訂）を改訂することで、市職員の国民保護に

関する知識・対応能力の向上を目的とする。

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出の締切日

において、平成29・30年度業務委託有資格業者名簿

の業種「調査・測定」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年間で国又は地方公共団体において、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。

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及び類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等）を提出しなければなりませ

ん。

　 　なお、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は持参により提出することとし

ます。

　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
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　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　危機管理計画担当

　　　電話　044－200－2850（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）午前９時00分から平成31

年２月18日（月）までの午後12時00分までとします。

ただし、閉庁日及び平日の正午から午後１時までを

除きます。

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

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 　通知書交付日

　　　平成31年２月19日（火）

　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、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。

　　 　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、一般競争入札参加資格確認通知書と一括して自

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 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　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20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、閉庁日及び平日の正午から午後１

時までを除きます。

　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に限ります。

　　　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22日（金）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Ｆ

ＡＸ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、総価で行います。入札者は見積った契

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。

　　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額（入札

書に記載した金額の８％）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 　入札日時　平成31年２月26日（火）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　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

　⑴ 　契約保証金の要否



川 崎 市 公 報 （第1,765号）平成31年(2019年)２月25日

－793－

　　　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、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。

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は、３⑴に同じで

す。

　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））

　　　───────────────────

川崎市公告第123号

　　　入　　札　　公　　告

　総合評価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

　　　川崎港船舶給水業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎港港湾区域内

　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 　調達概要及び想定給水回数

　　ア 　川崎港内の係留施設（民間の係留施設を含む。）

に係留する船舶及び錨地等に停泊する船舶に対し

給水作業を行うものです。

　　イ 　想定給水回数は、次のとおりとします。

　　　　運搬給水　 150回

　　　　岸壁給水　　18回

　　ウ 　詳細は「委託設計書」及び「川崎港船舶給水業

務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」により

ます。

　⑸ 　価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価一般競争入札（地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１

項の規定により落札者を決定する入札をいう。以下

同じ。）により行います。

２ 　総合評価落札方式採用理由

　 　船舶への給水業務は、船舶の航行に不可欠なサービ

スのため、受託業者には、安定的・確実な運営体制の

確保に加え、利用者からの希望に応じて確実にサービ

スを提供できる業務遂行能力が求められることから、

落札者の決定にあたっては、受託業者の技術能力及び

信頼性・社会性等と入札価格を一体的に評価できる総

合評価落札方式を採用することとします。

３ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　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 　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。

　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 　当該業務に使用する船舶については、次のいずれ

の条件も満たすこと。

　　ア 　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方メ

ートル以上の給水能力があり、かつ当該業務遂行

時に使用できること。

　　イ 　入札公告日から競争入札参加申込みを行うまで

の間において、適切に保管又は係留がされている

こと。

　　ウ 　船舶安全法に基づく定期検査、中間検査、又は

臨時検査等を適正に受け、合格していること。

４ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　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

　　　〒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

　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（土曜日、日曜日を除きます。）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 　競争入札参加申込書

　　イ 　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方メ

ートル以上の給水能力を持つ船舶を業務遂行時に
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使用できることを示す書類

　　ウ 　入札公告日から競争入札参加申込みを行うまで

の間について、使用予定船舶が適切に保管又は係

留がされていることを示す書類（契約書や許可書

等の写し）

　　エ 　船舶安全法に基づく検査を受け、合格したこと

を示す書類（直近の船舶検査証書）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参に限ります。

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

　　 　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

　　　　４⑴と同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成31年２月22日（金）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。

　　 　また、入札説明書及び仕様書等は４⑴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）までの（土曜日、日曜日を除きます。）午

前９時から午後５時まで、縦覧に供します。（正午

から午後１時の間は除きます。）

　　ア 　交付場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６ 　仕様書等及び総合評価落札方式評価項目算定資料

（以下「評価項目算定資料」という。）に関する問い

合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　４⑴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27日（水）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、電話による質問は

受け付けません。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　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 　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３の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。ただし、３⑷イについては、

「競争入札参加申込みを行う」を「開札予定日」に

読み替えるものとし、開札予定日まで適切に保管又

は係留がされていないことが明らかとなった場合も

含むものとする。

　⑵ 　４⑶の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札書と評価項目算定資料の提出

　　 　入札書・評価項目算定資料は入札説明書等に基づ

き作成し、入札件名及び商号又は名称を記載した封

筒に封入した「入札書」と「総合評価落札方式評価

項目算定資料在中」と記載した封筒に封入した「評

価項目算定資料」を一緒に、事前にご連絡をいただ

いた上で、直接持参により提出してください。

　　ア 　提出場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ 　提出書類

　　　（ア）入札書

　　　　　 　所定の入札書に入札件名及び商号又は名称

を記載し、封筒に入れて提出してください。

　　　　　 　本入札は、船舶の維持管理等に係る「業務

固定費」及び給水作業の回数に応じて支払う

「従量費」の各内訳ごとの単価に予定数量を

乗じた総価入札、契約は単価契約とします。

　　　　　 　また、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。詳細は「委託設計書」及び「仕

様書」を確認してください。

　　　（イ）評価項目算定資料

　　　　　 　評価項目算定資料は、「川崎港船舶給水業

務委託総合評価技術評価様式（以下、様式集）

という。」を用いて作成してください。様式

集をよくお読みになり、評価に必要な添付資

料（実績を示す契約書等）は必ず提出してく

ださい。添付資料の提出がない場合は評価の

対象といたしませんのでご注意ください。

　　ウ 　提出部数
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　　　 　入札書・評価項目算定資料は、各１部提出して

ください。なお、評価項目算定資料については、

写しも１部提出してください。

　　エ 　提出期間

　　　 　平成31年２月22日（金）から平成31年３月11日

（月）までの（土曜日、日曜日を除きます。）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。）

　　オ 　その他

　　　 　評価項目算定資料の内容については、別表「川

崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の各評価項

目等を参照して記載してください。ただし、提出

した評価項目算定資料の差替えは認めません。ま

た、提出された評価項目算定資料は返却いたしま

せん。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札予定日及び場所

　　ア 　開札予定日時

　　　　平成31年３月15日（金）午後１時30分

　　イ 　開札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン業務棟３階会議室

９ 　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

　　 　別表「川崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の

とおり

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　 　当該案件の入札参加資格を満たし、かつ提出され

た「評価項目算定資料」について別表「川崎港船舶

給水業務委託技術評価基準」の「配点」に基づき「川

崎港船舶給水業務委託総合評価審査委員会」で審議

し、技術評価点を決定します。

　⑶ 　採点方法

　　ア 　別表１の分類１～３の各評価項目（１－⑤及び

⑥を除く。）については、各評価の基準に基づき、

２～５段階の加点評価を行います。また、分類１

－⑤及び⑥については本市が調査を行い、その結

果に応じて減点評価を行います。

　　イ 　本評価において重複加点（１－⑤及び⑥を除

く。）はしないものとします。

　　　 　（例１）分類１－①「事業者の業務実績」、分

類１－②「船員の業務経験」の項目の場合

　　　 　業務実績又は経験に応じて評価します。なお、

複数の実績又は経験があった場合でも、重複加点

はせず、最も評価点の高い実績又は経験を評価対

象にします。

　　　 （例えば、「同種の実績（評価点６点）」及び「類

似アの実績（評価点４点）」がある場合において、

評価点は10点とはならず、６点となります。）

　　（例２） 分類３－①「給水作業の安全確保」配点20

点の項目の場合

　　　評価が「５」であれば評価点は　20×５／５＝20点

　　　評価が「３」であれば評価点は　20×３／５＝12点

　　　評価が「１」であれば評価点は　20×１／５＝４点

　　（例３） 分類１－⑤「法令遵守」（減点評価）の項

目の場合

　　　　　 　文書による指導・命令を受けた回数が「１

回」につき、２点の減点

　⑷ 　審査方法

　　 　審査の内容は非公開とします。

　　 　なお、審査の過程において、評価項目算定資料の

内容に対するヒアリングを３月12日（火）に実施す

る予定です。詳細については、競争入札参加者に別

途お知らせいたします。

10　落札者の決定方法

　⑴ 　落札候補者の決定

　　 　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、総合評価点の算出方

法は、次の算式により求められるものとします。

　　　総合評価点　＝　技術評価点（150点満点）

＋100×（１－入札価格／設計金額）

（小数点第５位以下切捨て）

　　 　最も高い総合評価点となった者が２者以上いる場

合は、くじにより決定します。該当者のうち、くじ

を引かない者があるときは、これに代えて総合評価

一般競争入札に関係のない市職員にくじを引かせる

ものとします。

　　 　なお、技術評価点が75点を下回った者については

落札者に決定しないものとします。

　⑵ 　入札参加資格の確認

　　 　当該落札候補者について、上記３に示した資格

（ただし、３⑷イについては、「競争入札参加申込

みを行う」を「開札予定日」に読み替えるものと

し、開札予定日まで適切に保管又は係留がされてい

ないことが明らかとなった場合も含むものとする。）

を満たしているかどうかの最終的な資格審査を実施

します。これらの審査等の結果、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、同様の審査

等を実施し落札者を決定します。

　⑶ 　入札の無効

　　ア 　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。
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　　イ 　「評価項目算定資料」の提出がない者はこれを

無効とします。

　⑷ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の競争入

札参加者の評価結果について、川崎市ホームページ

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２】により照会すること

ができます。

11　評価項目算定資料に係る虚偽記載について

　 　競争入札参加者が提出した評価項目算定資料に虚偽

の記載等の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。

12　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 　契約書の作成　要

　⑶ 　前払金　無

　⑷ 　業務開始日前日までに提出しなければならないも

の

　　ア 　使用する船舶の国籍証書（付随含む）

　　イ 　使用する船舶のタンクテーブル（貨物槽容量

表）及び給水能力を証する書類

　　ウ 　タンク内の水について、飲料水の水質基準に適

合していることを証明する直近の書類

　　エ 　従事者名簿

　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、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。

　⑹ 　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。

13　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照会窓口は上記４⑴に

同じです。

　⑶ 　事情により入札を延期又は取りやめる場合があり

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、川崎港船舶給水業務委託総合評価一般

競争入札要綱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。

14　入札の日程

平成31年２月12日（火） 入札公告

平成31年２月19日（火）
入札参加申込締切り（競争入札参加

申込書（添付書類を含む。）の提出）

平成31年２月22日（金）

入札参加資格確認通知書の交付

業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問受付開始

平成31年２月27日（水）
業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問締切り

平成31年３月４日（月）
業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問への回答

平成31年３月11日（月）
入札書及び評価項目算定資料の提出

締切り

平成31年３月12日（火） 評価項目算定資料に係るヒアリング

平成31年３月15日（金） 開札予定日

平成31年３月18日（月） 落札者決定及び結果公表（予定）

　　　───────────────────

川崎市公告第124号

　　　高石住宅建替計画に係る自主的環境影響評

　　　価準備書について

　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18条第１項の規定に準じて自主的環境影響

評価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規

定に準じて、次のとおり公告します。

　　平成31年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

自主的環境影響評価準備書について

１ 　事業者

　　所在地：川崎市川崎区宮本町１番地　

　　名　称：川崎市

　　代表者：川崎市長　福田　紀彦

２ 　事業の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　高石住宅建替計画

　⑵ 　種類

　　　住宅団地の新設

３ 　事業を実施する区域

　　川崎市麻生区高石４丁目130番157の一部

４ 　事業の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　共同住宅の建替え

　⑵ 　内容

　　　事業区域面積：約6,230㎡

　　　延べ面積　　：約5,170㎡（新１号棟除く）

５ 　事業の施行期間

　　着手予定：2020年８月

　　完了予定：2026年３月



川 崎 市 公 報 （第1,765号）平成31年(2019年)２月25日

－797－

６ 　自主的環境影響評価準備書の要旨

　第１章　本計画の概要

　第２章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境の

特性

　第３章　環境影響評価項目の選定等

　第４章　環境影響評価

　第５章　環境保全のための措置

　第６章　環境配慮項目に関する措置

　第７章　環境影響の総合的な評価

　第８章　関係地域の範囲

　第９章　その他

　資料編

７ 　自主的環境影響評価準備書の写しの縦覧の期間、場

所及び時間

　⑴ 　期間

　　　平成31年２月13日（水）から

　　　平成31年３月29日（金）まで

　　　 　土曜日、日曜日、祝日は除く。ただし、麻生区

役所では第２・第４土曜日の午前８時30分から午

後０時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場所

　　 　麻生区役所、多摩区役所、多摩区役所生田出張所

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125号

　公募型プロポーザルについて次のとおり公告します。

　　平成31年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　趣　旨

　 　本市では健康・医療・福祉、環境分野における世界

最高水準の研究開発から新産業を創出するオープンイ

ノベーション拠点として、殿町国際戦略拠点「キング

スカイフロント」の形成を進めています。

　 　国内外の企業や大学、研究機関等の研究者や科学系

ジャーナリストを主な対象として、キングスカイフロ

ントの最新動向や研究成果を効果的に発信することに

より、キングスカイフロントにおける取組や立地機関

への関心を高めるとともに、特に国内外の企業や大

学、研究機関等との連携促進、幅広いネットワークを

構築するため、「KING SKYFRONT　グローバル・プロモ

ーション」事業を実施します。

　 　なお、本件に係る業務は、日英２か国語による専門

的なコンテンツ制作や独自のネットワークを生かした

研究者、科学系ジャーナリストへの発信が不可欠であ

ることから、専門的な技術や経験を有する者に委託

し、受託候補者特定のために公募型プロポーザルを行

うこととします。

２ 　委託業務の概要

　⑴ 　業務委託件名

　　　平成31年度KING SKYFRONT

　　　グローバル・プロモーション業務委託

　⑵ 　業務委託内容及び履行期限

　　　仕様書のとおり

　⑶ 　契約上限額

　　　5,600,000円（消費税及び地方消費税を含む）

　⑷ 　担当部課

　　　川崎市臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部

　　　（担当　佐藤、髙橋）

　　　所在　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　第３庁舎10階

　　　電話　044－200－2945

３ 　提案資格

　 　当該業務に係る受注を希望する者（以下「提案者」

という。）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 　提案内容の審査及び評価に当たり行うヒアリング

（８⑴参照）の期日において、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「広告代理店」に登録されていること。

４ 　参加意向申出書等の提出

　 　本プロポーザルに参加を希望する者は、次によりプ

ロポーザル参加意向申出書（以下「参加意向申出書」

という。）（第２号様式）を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年２月25日（月）17時必着

　⑵ 　提出場所

　　　２⑷に同じ

　⑶ 　提出方法

　　　郵送又は持参

５ 　提案資格確認結果通知書の交付

　 　参加意向申出書を提出した者に対しては、提案資格

の確認の結果を提案資格確認結果通知書（第３号様

式）により通知します。

　⑴ 　交付期間

　　　平成31年２月27日（水）

　⑵ 　交付方法

　　　電子メールにて送付

　⑶ 　送付先

　　 　「参加意向申出書」に記載のある連絡担当者

E-mail
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　⑷ 　その他

　　 　当該業務委託について提案資格を有するとの確認

通知を受けた者が、提案を辞退する場合は、辞退書

（第４号様式）により届け出なければなりません。

６ 　当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に

関する提案書（以下「提案書」という。）等の提出

　⑴ 　提出書類

　　 　提案者は、期日までに次の書類を各10部提出して

ください。

　　ア 　提案書

　　イ 　見積書

　　ウ 　会社概要

　　エ 　担当予定技術者の経歴等

　⑵ 　提出期限

　　　平成31年３月８日（金）17時（必着）

　⑶ 　提出場所

　　　２⑷に同じ

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。なお、持参の場合は事前

連絡のうえ９時から17時までの間にお越しください

（ただし12時から13時を除く。また土曜日、日曜日

及び国民の祝日を除く。）。

　⑸ 　留意事項

　　ア 　書類作成・提出に伴う費用は、提案者の負担と

します。

　　イ 　提出いただいた提案書等は返却しません。

　　ウ 　提案書等を受託者の選定以外に提案者に無断で

使用することはありません。

７ 　関連情報を入手するための照会窓口等

　 　本業務及び提案書等に関する質問がある場合は次に

よりお問い合わせください。

　⑴ 　照会窓口

　　　２⑷に同じ

　⑵ 　受付期限

　　　平成31年２月28日（木）17時（必着）

　⑶ 　照会方法

　　 　持参又は郵送とします。なお、持参の場合は事前

連絡のうえ９時から17時までの間にお越しください

（ただし12時から13時を除く。また土曜日、日曜日

及び国民の祝日を除く。）。指定様式での照会のみ受

け付けます。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　公平を期すため、質問内容と合わせ、回答をすべ

ての提案者に対し平成31年３月４日（月）までに電

子メールで送付します。

８ 　提案内容の審査及び評価方法

　 　提案書等に関するヒアリングにより、本業務受託候

補者の特定を目的として設置したプロポーザル評価委

員会が、「９　提案内容の評価基準」に基づき審査・

評価を行います。

　⑴ 　ヒアリング日時

　　 　平成31年３月15日（金）を予定しています。時間

は後日指定します。

　⑵ 　ヒアリング場所

　　　後日指定します。

９ 　提案内容の評価基準

　 　評価委員が次の評価基準に基づき提案内容の審査及

び評価を行い、採点の合計点を算出し、合計点の最も

高い者を受託候補者として特定します。

　⑴ 　評価項目

　　ア 　業務内容の理解度

　　イ 　企画作成力・企画視点

　　ウ 　企画専門的知識・能力

　　エ 　業務実施体制

　　オ 　実現性

　　カ　業務への積極性

　　キ　実績

　　ク　企画提案内容と見積額の整合性

　⑵ 　配点

　　 　９⑴各項目につき、それぞれ10点を満点（評価委

員１名あたり120点満点）とします。なお、いずれ

かの評価項目において、３点以下となった提案者に

ついては、受託候補者として特定しないものとしま

す。

　⑶ 　加重項目

　　 　合計点の算出において、９⑴アからエまでの４項

目については、２を乗じるものとします。

　⑷ 　評価が同点となった場合の措置

　　 　採点の結果、評価が同点となった場合は、次によ

り受託候補者を特定します。

　　ア 　９⑴ア「業務内容の理解度」の合計点が最も高

い提案者

　　イ 　９⑷ア　に該当する提案者が複数ある場合、９

⑴イ「企画作成力・企画視点」の合計点が最も高

い提案者

　　ウ 　９⑷イ　に該当する提案者が複数ある場合、９

⑴ウ「企画専門的知識・能力」の合計点が最も高

い提案者

　　エ 　９⑷ウ　に該当する提案者が複数ある場合、９

⑴エ「業務実施体制」の合計点が最も高い提案者

　　オ 　９⑷エ　に該当する提案者が複数ある場合、評

価委員の協議により最終順位を決定します。

10　提案資格の喪失

　 　当該業務委託について提案資格を有するとの確認通

知を受けた者が、提案資格確認結果通知後において次

の各号のいずれかに該当するときは、当該契約に係る
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提案を行うことができないものとし、既に提出された

提案書及び行われた提案は無効とします。

　⑴ 　「３　提案資格」を満たさないこととなったとき。

　⑵ 　参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をした

とき。

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき。

　⑷ 　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな

いとき。

11　評価結果の通知

　　評価結果については、全ての提案者に通知します。

12　要請手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本円とします。

13　契約書作成の要否

　 　契約書の作成を要します。作成及び提出に要する費

用は受託者の負担とします。

14　その他

　⑴ 　提案書等の提出に関しては、「平成31年度KING 

SKYFRONT　グローバル・プロモーション業務委託提

案要領」も参照してください。

　⑵ 　様式は川崎市ホームページからダウンロードでき

ます。

　⑶ 　本件に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則によります。川崎市契約規則を含む契

約関係規程は、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）の「契約関係規程」から閲覧すること

ができます。

　⑷ 　契約保証金について、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。それ以外の場合は、

契約金額の10パーセントを納入しなければなりませ

ん。

　⑸ 　業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託す

ることはできません。

　⑹ 　本業務における一切の成果物は、すべて委託者に

帰属します。

　⑺ 　本業務を遂行する上で知り得た情報については、

市の了承を得ることなく第三者に漏らすことはでき

ません。

　⑻ 　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126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27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２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

種　　類 登録番号 場　　所

軽自動車

ミツビシ

トッポＢＪ

白

品川580　せ363

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番地

川崎市川崎区東扇島87番地

軽自動車

ミツビシ

タウンビー

黒

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番地

川崎市川崎区東扇島87番地

普通自動車

トヨタ

ウィルＶｉ

紫

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番地

川崎市川崎区東扇島87番地

軽自動車

スバル

サンバー　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番地

川崎市川崎区東扇島87番地

軽自動車

ホンダ

ライフ　黒

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番地

川崎市川崎区東扇島87番地

軽自動車

ホンダ

ライフ

アルマス

ゴールド

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番地

川崎市川崎区東扇島87番地

普通自動車

シトロエン

ＢＸ19ＴＺｉ

緑

登録番号　不明

車台番号　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

ホンダ

アクティ　白

登録番号　不明

車台番号　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　黒

登録番号　不明

車台番号　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

ホンダ

アクティ　白

登録番号　不明

車台番号　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

スズキ

エブリイ

シルバー

登録番号　不明

車台番号　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

登録番号　不明

車台番号　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

　　　───────────────────

川崎市公告第127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２月14日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

１ 　趣　旨
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　 　本市では平成30年３月、企業をはじめとするさまざ

まな関係者とともに、30年後の川崎臨海部の将来像と

して「臨海部ビジョン」を策定しました。現在は「臨

海部ビジョン」に基づき、今後も川崎臨海部が発展し

続け、本市の「力強い産業都市づくり」の中心として、

市民サービスや雇用を支えるだけでなく、産業拠点と

して世界の規範となるような地域となるよう目指して

います。

　 　川崎臨海部は京浜工業地帯の中心にあり、日本経済

を牽引する重要な役割を担ってきました。本市の「力

強い産業都市づくり」を支える重要なエリアであり、

優れた先端技術や環境技術を有する企業が集積してい

ます。

　 　しかし、製造業を中心とした工業地帯であることか

ら、市民が訪れる機会が限られ、立地企業との接点が

少ないため、企業活動があまり知られていない状況に

あります。

　 　また、近年の研究開発機能の集積やクリーンな環境

の変化など、近年の状況が正しく認識されていない状

況にもあります。

　 　こうしたことから、川崎臨海部に立地する企業の取

組や最新動向とともに、市民生活を支えている企業活

動を効果的に広く情報発信することにより、特に次世

代を担う子ども達をはじめとする市民の理解度や国内

外における認知度を高め、市民や就業者の誇りとなる

新しい川崎臨海部のブランドイメージの確立を図るた

め、「臨海部ＰＲ事業」を行います。

　 　なお、本件に係る業務は、川崎臨海部の認知度・理

解度の向上、イメージ向上等につなげるため、立地企

業等の活動を深く理解したうえで臨海部のブランディ

ング戦略を立案し、ＰＲ活動を実施する必要があるこ

とから、地域のブランディング、メディアへの広報活

動等の分野に精通し、高度な創造性や専門知識を有す

る者に委託し、受託候補者特定のために公募型プロポ

ーザルを行うこととします。

２ 　委託業務の概要

　⑴ 　業務委託件名

　　　平成31年度臨海部ＰＲ業務委託

　⑵ 　業務委託内容及び履行期限

　　　仕様書のとおり。

　　　仕様書は川崎市ホームページで確認してください。

　⑶ 　契約上限額

　　　11,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）

　⑷ 　担当部課

　　　川崎市臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部

　　　（担当　佐藤、髙橋）

　　　所在　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　第３庁舎10階

　　　電話　044－200－3634

３ 　提案資格

　 　当該業務に係る受注を希望する者（以下「提案者」

という。）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 　提案内容の審査及び評価に当たり行うヒアリング

（８⑴参照）の期日において、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「広告代理店」に登録されていること。

４ 　参加意向申出書等の提出

　 　本プロポーザルに参加を希望する者は、次によりプ

ロポーザル参加意向申出書（以下「参加意向申出書」

という。）（第２号様式）を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年２月25日（月）17時必着

　⑵ 　提出場所

　　　２⑷に同じ

　⑶ 　提出方法

　　　郵送又は持参

５ 　提案資格確認結果通知書の交付

　 　参加意向申出書を提出した者に対しては、提案資格

の確認の結果を提案資格確認結果通知書（第３号様

式）により通知します。

　⑴ 　交付期間

　　　平成31年２月27日（水）

　⑵ 　交付方法

　　　電子メールにて送付

　⑶ 　送付先

　　　 「参加意向申出書」に記載のある連絡担当者

E-mail

　⑷ 　その他

　　 　当該業務委託について提案資格を有するとの確認

通知を受けた者が、提案を辞退する場合は、辞退書

（第４号様式）により届け出なければなりません。

６ 　当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に

関する提案書（以下「提案書」という。）等の提出

　⑴ 　提出書類

　　 　提案者は、期日までに次の書類を各10部提出して

ください。

　　ア 　提案書

　　イ 　見積書

　　ウ 　会社概要

　　エ 　担当予定技術者の経歴等

　⑵ 　提出期限
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　　　平成31年３月８日（金）17時（必着）

　⑶ 　提出場所

　　　２⑷に同じ

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。なお、持参の場合は事前

連絡のうえ９時から17時までの間にお越しください

（ただし12時から13時を除く。また土曜日、日曜日

及び国民の祝日を除く。）。

　⑸ 　留意事項

　　ア 　書類作成・提出に伴う費用は、提案者の負担と

します。

　　イ 　提出いただいた提案書等は返却しません。

　　ウ 　提案書等を受託者の選定以外に提案者に無断で

使用することはありません。

７ 　関連情報を入手するための照会窓口等

　 　本業務及び提案書等に関する質問がある場合は次に

よりお問い合わせください。

　⑴ 　照会窓口

　　　２⑷に同じ

　⑵ 　受付期限

　　　平成31年２月28日（木）17時（必着）

　⑶ 　照会方法

　　 　持参又は郵送とします。なお、持参の場合は事前

連絡のうえ９時から17時までの間にお越しください

（ただし12時から13時を除く。また土曜日、日曜日

及び国民の祝日を除く。）。指定様式での照会のみ受

け付けます。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　公平を期すため、質問内容と合わせ、回答をすべ

ての提案者に対し平成31年３月４日（月）までに電

子メールで送付します。

８ 　提案内容の審査及び評価方法

　 　提案書等に関するヒアリングにより、本業務受託候

補者の特定を目的として設置したプロポーザル評価委

員会が、「９　提案内容の評価基準」に基づき審査・

評価を行います。

　⑴ 　ヒアリング日時

　　 　平成31年３月15日（金）を予定しています。時間

は後日指定します。

　⑵ 　ヒアリング場所

　　 　後日指定します。

９ 　提案内容の評価基準

　 　評価委員が次の評価基準に基づき提案内容の審査及

び評価を行い、採点の合計点を算出し、合計点の最も

高い者を受託候補者として特定します。

　⑴ 　評価項目

　　ア 　業務内容の理解度

　　イ 　企画作成力・企画視点

　　ウ 　企画専門的知識・能力

　　エ 　業務実施体制

　　オ 　実現性

　　カ　業務への積極性

　　キ　実績

　　ク　企画提案内容と見積額の整合性

　⑵ 　配点

　　 　９⑴各項目につき、それぞれ10点を満点（評価委

員１名あたり120点満点）とします。なお、いずれ

かの評価項目において、３点以下となった提案者に

ついては、受託候補者として特定しないものとしま

す。

　⑶ 　加重項目

　　 　合計点の算出において、９⑴アからエまでの４項

目については、２を乗じるものとします。

　⑷ 　評価が同点となった場合の措置

　　 　採点の結果、評価が同点となった場合は、次によ

り受託候補者を特定します。

　　ア 　９⑴ア「業務内容の理解度」の合計点が最も高

い提案者

　　イ 　９⑷アに該当する提案者が複数ある場合、９⑴

イ「企画作成力・企画視点」の合計点が最も高い

提案者

　　ウ 　９⑷イ　に該当する提案者が複数ある場合、９

⑴ウ「企画専門的知識・能力」の合計点が最も高

い提案者

　　エ 　９⑷ウ　に該当する提案者が複数ある場合、９

⑴エ「業務実施体制」の合計点が最も高い提案者

　　オ 　９⑷エ　に該当する提案者が複数ある場合、評

価委員の協議により最終順位を決定します。

10　提案資格の喪失

　 　当該業務委託について提案資格を有するとの確認通

知を受けた者が、提案資格確認結果通知後において次

の各号のいずれかに該当するときは、当該契約に係る

提案を行うことができないものとし、既に提出された

提案書及び行われた提案は無効とします。　

　⑴ 　「３　提案資格」を満たさないこととなったとき。

　⑵ 　参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をした

とき。

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき。

　⑷ 　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな

いとき。

11　評価結果の通知

　　評価結果については、全ての提案者に通知します。

12　要請手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本円とします。

13　契約書作成の要否

　 　契約書の作成を要します。作成及び提出に要する費
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用は受託者の負担とします。

14　その他

　⑴ 　提案書等の提出に関しては、川崎市ホームページ

に掲載する「平成31年度臨海部ＰＲ業務委託提案要

領」も参照してください。

　⑵ 　様式は川崎市ホームページからダウンロードでき

ます。

　⑶ 　本件に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則によります。川崎市契約規則を含む契

約関係規程は、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）の「契約関係規程」から閲覧すること

ができます。

　⑷ 　契約保証金について、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。それ以外の場合は、

契約金額の10パーセントを納入しなければなりませ

ん。

　⑸ 　業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託す

ることはできません。

　⑹ 　本業務における一切の成果物は、すべて委託者に

帰属します。

　⑺ 　本業務を遂行する上で知り得た情報については、

市の了承を得ることなく第三者に漏らすことはでき

ません。

　⑻ 　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128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２月14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

　　川崎市麻生区岡上字川井田下368番１

 ほか１筆　　　　　

 1,849平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市麻生区岡上603番地

　　宮野　光夫

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：28戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年１月26日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第137号

　　　───────────────────

川崎市公告第129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２月15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

　　川崎市多摩区菅稲田堤三丁目3308番１

 ほか１筆　　　　　

 1,168平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神奈川県横浜市西区南軽井沢５－１

　　株式会社　あさひハウジングセンター

　　代表取締役　高村　明彦

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30年９月20日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第88号

　　　───────────────────

川崎市公告第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15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市役所前モールほか植栽帯清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区砂子２丁目４－10ほか

履行期限 平成30年４月１日から平成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。
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参 加 資 格

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

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。

・ 　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、

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ご注意ください。

　 　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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道王禅寺西３号線道路設計委託

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西６丁目11番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月13日日限り

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31・32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」、

「鋼構造及びコンクリート部門」及び「土質及び基礎部門」の全てに登録されている者。

⑷ 　以下の要件を全て満たす者を配置すること。

　（ア ）管理技術者として、建設部門技術士（道路、鋼構造及びコンクリート、土質及び基礎のい

ずれか）の資格を有する者

　（イ ）建設部門技術士（道路、鋼構造及びコンクリート、土質及び基礎のいずれか）又はＲＣＣ

Ｍ（道路部門、鋼構造及びコンクリート部門、土質及び基礎部門のいずれか）の資格を有す

る者

　（ウ）測量士の資格を有する者

　（エ）地質調査技士の資格を有する者

　（オ）補償業務管理士の資格を有する者

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３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。
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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。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路清掃委託

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 平成31年４月１日から平成32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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

⑺ 　川崎市もしく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、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑻ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

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。

・ 　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、

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ご注意ください。

　 　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 武蔵溝ノ口駅南北自由通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目１番地先

履行期限 平成31年４月１日から平成32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。

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。

・ 　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、

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ご注意ください。

　 　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131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２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第132号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条

第１項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証申

請がありましたので、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２月15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31日 ＮＰＯ法人

ほっとハート

心の健康づくり推進会

石田　弘子 川崎市宮前区有馬９丁目15番23号 　この法人は、広く一般の

方に対して、カウンセリン

グ等に関する事業を行い、

社会に蔓延するストレスの

緩和を図り心の健康づくり

に寄与することを目的とす

る。

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

Wonder Children

織田　　弦 川崎市高津区久末

386番地90

　この法人は子育て期の親子に対

して、自己肯定感を高める事業の

一環として、講演会・セミナー・

スクール・イベントの開催、ホー

ムページやＳＮＳ、メディアや出

版物等での普及啓発を行うことで、

親子の自分らしい心と体の健全な

育成を図るとともに、誰もが愛し

愛される豊かな社会の実現に寄与

することを目的とする。

平成31年１月28日 特定非営利活動法人

ぴゅあーず

久保　将史 川崎市川崎区出来野３番

１－105号

ワンズレジデンス

　この法人は、乳幼児、児童に対

して、心身ともに健やかな発達を

援助し、健全で豊かに成長できる

場をつくり、またその保護者に対

して子育てをサポートする事業を

行い、もって子どもたちの健全育

成及び地域福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。

平成31年１月29日 特定非営利活動法人

チーム・ユニコン

三城　真一 川崎市麻生区片平２丁目

17番６号

　この法人は、現在および未来の

世代に対して、大規模災害発生に

備えた体制・対策づくり、大規模

災害発生の際の災害救援、および

その後の被災地の復興支援に関す

る事業を行い、持続可能な社会づ

くりに寄与することを目的とする。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第169号

　　入　　札　　公　　告

　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（賃貸借物品）

　　　平成31年度軽乗用自動車の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　中部児童相談所

　　　（川崎市高津区末長１丁目３番９号）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年７月１日から平成38年６月30日

　⑷ 　賃貸借物品の特質

　　　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」種目「車両」に登載されており、かつ、Ａ又

はＢの等級に格付けされていること。

　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 　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３ 　一般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

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、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

　　　中部児童相談所

　　　（川崎市高津区末長１丁目３番９号）管理担当

　　　電話　044－877－8111

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月４日

（月）まで（土曜日、日曜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）とします。（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似業務の履行実績資料
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４ 　一般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メー

ルアドレスに、平成31年３月６日（水）までに、一般

競争入札参加資格確認通知書及び仕様書を送付します。

　 　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、平成31年３月６日（水）の午前９時から正午に上

記３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知

書及び仕様書を交付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年３月６日（水）午前９時から平成31年３

月７日（木）正午までとします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸまたはメールアドレス宛に送付して

ください。

　　ア 　電子メール　45tyubzi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－877－8733

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成31年３月11日（月）まで

に参加全社宛て、文書（ＦＡＸまたは電子メール）

にて回答します。

６ 　一般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

　　 　入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に賃貸借期間（84か月）及び台数を乗じた額で

見積もりをしてください。なお、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20日（水）午前10時

　　イ 　場所　中部児童相談所

　　　　　　　（高津区末長１丁目３番９号）

　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

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33号各号の規定により免除とし

ます。

　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、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」で閲覧できます。

９　契約内容の変更

　 　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。

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 　詳細は仕様書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は上記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170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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　Ｂ型肝炎ワクチン接種等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内の各消防署等

　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 　委託概要

　　 　Ｂ型肝炎ワクチン接種等に関する業務の詳細は

「仕様書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　本件入札は、次の関係する条例、規則等を理解し、
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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「医療関係業務」、種

目「その他の医療関連業務」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

　　　消防局総務部人事課職員厚生係

　　　（消防局総合庁舎８階）

　　　電話　044－223－2532（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日から平成31年３月１日までの、

９時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分

までは除く）とします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　仕様書の配布期間及び問合わせ

　⑴ 　配布場所及び問合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　仕様書配布期間

　　 　平成31年２月25日から平成31年３月１日までの、

９時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分

までは除く）とします。

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 　交付日時

　　　平成31年３月５日

　　 　ただし、直接受け取りに来庁される場合は９時00

分から17時00分まで（12時00分から13時00分までを

除く）とします。

　⑵ 　交付場所

　　　メールアドレス宛て電子メールにて交付します

　　　（直接受け取る場合は３⑴に同じ）。

６ 　仕様等に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書に添付されてい

る「質問書」を持参又は電子メールとし、郵送によ

る提出は認めません。

　　　電子メールアドレス（84zinzi@city.kawasaki.jp）

　⑶ 　受付期限

　　 　平成31年３月５日から平成31年３月７日までの、

平日９時00分から17時00分（12時00分から13時00分

までを除く）とします。

　⑷ 　回答日

　　 　平成31年３月12日に参加全社宛て、文書（ファク

シミリ又は電子メール）にて送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　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。

８ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　　本市指定の入札書による入札方式

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時：平成31年３月19日10時00分

　　イ 　場所：川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　消防局総合庁舎８階第１会議室

　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 　入札書の記載金額

　　　入札は単価によるものとします。

　　 　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。

　⑺ 　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
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「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。

９ 　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

　　 　関係条例、規則等は、川崎市インターネットホー

ムページ「入札情報かわさき」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）

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 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　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係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第171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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 川崎港海底トンネルで使用する電力の供給に関する

契約

　　（調達見込数量　約1,308,611キロワット時）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　港湾局川崎港管理センター港湾管理課

　　川崎市川崎区東扇島38番地１

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成31年１月31日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　サミットエナジー株式会社

　　代表取締役　小澤　純史

　　東京都千代田区内神田二丁目３番４号

５ 　落札金額

　　21,480,736円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成30年12月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第172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年度シニア世代の情報誌「楽笑」作成業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市

　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「その他業務」種目「印刷

物のデザイン」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

　　　堀越

　　　電　話　044－200－2620（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25日（月）から平成31年３月４日

（月）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
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　　　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３月６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

　　　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25日（月）午前８時30分から平成31

年２月27日（水）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３月１日（金）

　　　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年度シニア世代の情報誌「楽笑」

作成業務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３月13日（水）

　　　　　　　　　午前11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12階12Ｃ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
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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173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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 さいわい健康福祉プラザ及び幸こども文化センタ

ー設備運転保守等管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１－11－５

　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うち、次の業種及び種目のいず

れにも登載予定とされていること。

業　　　種 種　　　目

建物清掃等 建築物ねずみこん虫等防除

施設維持管理 電気・機械設備保守点検

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

　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

　　　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

　　　荒井

　　　電　話　044－200－2680（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25日（月）から平成31年３月４日

（月）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３月６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

　　　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25日（月）から平成31年３月５日
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（火）までの午前８時30分から午後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３月８日（金）

　　　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、さいわい健康福祉プラザ及び幸こども

文化センター設備運転保守等管理業務委託に係る

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３月11日（月）

　　　　　　　　　午後４時00分

　　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　10Ｄ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

　　 　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。

　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174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

　　　あさお体験広場に係る運営管理業務委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区上麻生４丁目25番１号

　　　ゆうゆう広場あさお

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　ゆうゆう広場あさおにある体験広場を、近隣の市
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立小中学校の児童生徒及び教職員の農業体験・実習

の場として活用するため、運営管理を受注者に委託

するものです。

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「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」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者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３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付及び提出

　 　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 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月４日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等

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（「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入

札情報（入札公表・落札結果」の委託欄の「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、上記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 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　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３月６日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成31年３月６日（水）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年３月７日（木）から平成31年３月12日

（火）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「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。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年３月18日

（月）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の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ますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　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。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、年間委託料の金額（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

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 　入札日時　平成31年３月25日（月）午前11時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第４研修室

　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

予定価格の範囲以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。
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　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

「川崎市役所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

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　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 　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 　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。

　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175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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ＩＴ資産管理システム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３月６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　坂本・森田

　　　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25日（月）から平成31年３月６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３月14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25日（月）から平成31年３月６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。



川 崎 市 公 報 （第1,765号）平成31年(2019年)２月25日

－815－

　⑴ 　日時　平成31年３月14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　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３月14日（木）から

平成31年３月22日（金）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29日（金）、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４月５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。

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４月12日（金）午後３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４月11日（木）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

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 Server machinery for IT asset-management 

system

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　3:00 P.M.April 12,2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail :

　　　April 11,2019

　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176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　 川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高
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等学校附属中学校インターネット回線

に関する契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高

等学校附属中学校

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　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 　一般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25日（月）から平成31年３月４日

（月）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25日（月）午前８時30分から平成31

年３月12日（火）午後５時まで（土・日曜日、祝日

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15日

（金）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３月７日（木）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３月７日（木）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20日（水）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、

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
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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、

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177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年度高齢者特別乗車証明書一斉更新に係る

案内文等の作成及び封入封緘等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日（月）から６月10日（月）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「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、類似の契約実績及び工事実

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

　　　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

　　　金澤

　　　電　話　044－200－2651（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25日（月）から平成31年３月１日

（金）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３月６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

　　　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
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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25日（月）午前８時30分から平成31

年３月８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。

　　　E-MAIL　40zaitak@city.kawasaki.jp

　　　川崎市役所健康福祉局長寿社会部

　　　高齢者在宅サービス課

　⑸ 　回答方法

　　　平成31年３月13日（水）

　　 　 全 社 に 電 子 メ ー ル（E-MAIL　40zaitak@city.

kawasaki.jp）にて回答します。

　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年度高齢者特別乗車証明書一斉

更新に係る案内文等の作成及び封入封緘等業務に

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％（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３月18日（月）午後３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10Ｅ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

　　　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

「入札情報かわさき」の「入札情報」の「契約関係

規定」で閲覧することができます（URL　http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）。

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

報かわさき」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（URL

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

html）。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議
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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178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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎市中央卸売市場北部市場の電気需給に関する契約

　　（調達見込数量　9,397,176キロワット時）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　川崎市宮前区水沢１－１－１

３ 　落札者を決定した日

　　平成31年２月４日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　東京電力エナジーパートナー株式会社

　　代表取締役　川崎　敏寛

　　東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

５ 　落札金額

　　141,359,314円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成30年12月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第179号

　　　入　　札　　公　　告

　「庁舎等植樹維持剪定管理業務委託」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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　庁舎等植樹維持剪定管理業務委託

　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年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　庁舎等植樹維持剪定管理業務委託仕様書による。

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

有資格業者名簿において、以下の業種・種目につい

ていずれも登載されていること。

　　ア 　業種99「その他業務」・種目03「除草、せんて

い等樹木管理」

　　イ 　業種24「廃棄物関連業務」・種目01「一般廃棄

物収集運搬業」

　⑷ 　業務委託仕様書の内容を遵守し、確実に業務を実

施することができるとともに、植樹維持剪定管理業

務に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑸ 　本委託業務と同等の業務実績を過去５年以内に１

件以上有すること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　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

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　担当　杉本

　　　電話　044－200－2081

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から同３月１日（金）ま

での開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記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/）の「契約関係規定」で閲覧

することができるほか、同ホームページからダウン

ロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争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３月４日（月）まで

に川崎市の平成31・32年度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一
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般競争入札参加資格の確認通知書を送付します。ま

た、申請者が電子メールアドレスの登録を行っていな

い場合、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年３月４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時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、平成31年３月６日（水）正午

までに、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付

けます。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合

は、電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

ものについては、回答書を平成31年３月８日（金）

までに電子メールにて送信します。ただし、電子メ

ールアドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸに

て送付します。

　⑷ 　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等に関しては回答しません。

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 　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 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月11日（月）　午後１時30分

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎４階　庁舎管理課会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　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。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。

　⑷ 　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　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 　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の場所又は「入札情報かわさき」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 　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。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　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180号

　　　入　　札　　公　　告

　「第３庁舎ほか警備業務委託」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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　第３庁舎ほか警備業務委託

　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
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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31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　第３庁舎ほか警備業務委託仕様書による。

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 　川崎市内に本社を有すること。

　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年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目について、いず

れも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」

　⑸ 　第３庁舎ほか業務委託仕様書の内容を遵守し、確

実に業務を実施することができるとともに、この警

備に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑹ 　平成25年度以降、本市又は他官公庁において施設

警備業務（駐車場警備のみ及び機械警備を除く。）

の12か月以上の契約実績を有すること。

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

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　　担当　杉本

　　　電話　044－200－2081

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から同３月１日（金）ま

での開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記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/）の「契約関係規定」で閲覧

することができるほか、同ホームページからダウン

ロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争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、次の日時までに川崎市の平成

31・32年度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一般競争入札参加

資格の確認通知書を送付します。また、申請者が電子

メールアドレスの登録を行っていない場合、次により

確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年３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

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、平成31年３月６日（水）正午

までに、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付

けます。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、

電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　回答は平成31年３月８日（金）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷ 　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等に関しては回答しません。

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 　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 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月11日（月）　午後４時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎４階　庁舎管理課会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税
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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。

　⑷ 　開札の日時

　　　⑴イと同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　⑴ウと同じ

　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 　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の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

　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

に該当しますので、同条例第８条各号に掲げる事項

を契約書に定めます。

　　 　詳しくは、「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」を御覧ください。

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。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　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181号

　平成31年度川崎エコタウン等情報発信交流事業委託の

業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次の

とおり公告します。

　　平成31年２月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度川崎エコタウン等情報発信

交流事業委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　エコタウン会館管理運営業務

　　イ 　視察対応業務

　　ウ 　工業団地内企業活動支援業務

　　＊ 業務の詳細については、仕様書を参照してくださ

い。

　⑶ 　委託期間　平成31年度中

２ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　建物の維持管理及び運営実施業務への対応が可

能な者

　　イ 　川崎エコタウン全般に関する知識を有している者

　　ウ 　法人格を有する者

　　エ 　平成31年・32年度川崎市業務委託有資格業者名

簿に、業種を「施設維持管理」、種目を「その他

施設維持管理」で登録申請している者

　　　※ ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委

託有資格者名簿の登録申請に係る所定の書類を

提出し、同等の資格を有すると認められた場合

は、登録申請している者と同等に扱います。

　　オ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でない者

　　カ 　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

続開始の申立がなされていない者

　　キ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第

５号）第７条に規定する暴力団員等、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

ことのない者

　　ク 　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

しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力・ネットワーク
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　⑷ 　実施体制

　⑸ 　概算見積額のバランス

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局国際経済推進室

　　 〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2313

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28ecotech@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　 平成31年２月25日（月）～３月７日

（木）（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年３月８日（金）正午必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）・電子メール

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年３月19日（火）正午必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（10部）、所要経費・概算

見積書（１部）、団体概要（定款・パ

ンフレット等応募する団体又は企業の

事業内容がわかるもの）（10部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ。

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額

　　　2,977,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の発表は３月25日（月）を予定してい

ます。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第182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

　　　 がん検診無料クーポン券等の作成、封入封緘及び

発送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康増進課指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年６月28日

　⑷ 　業務内容

　　　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「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 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と本業務と

種類及び規模（処理件数２万件以上）をほぼ同じく

する契約を２回以上にわたって締結し、これらを誠

実に履行した具体的な事例・実績を有していること。

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

加申込書及び実績調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）2431

　　　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、競争参加申込書及び実績調書は、

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
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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25日（月）から平成31年３月１日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時までとします。

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　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。

　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 　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６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先

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年３月８日（金）から平成31年３月12日

（火）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３月14日（木）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。

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。

　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及び実績調書につい

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18日（月）午前10時

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階12Ｄ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、総額（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。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の８（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、入札者は見積った契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載してく

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。

　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
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　　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

　　　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。

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 　その他問合せ窓口は上記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（調達）第183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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 リサイクルパークあさお建設事業条例環境影響評

価に係る事後調査（供用時その３）業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　リサイクルパークあさお建設事業は指定開発行為

の第１種行為に該当し、「川崎市環境影響評価に関

する条例」により事後調査を行い、その結果及び規

則で定める事項について記載した報告書を作成し、

市長に提出しなければならない。本業務において

は、仮称リサイクルパークあさお建設事業に係る条

例環境影響評価書に基づき事後調査（供用時の植物

及び緑の調査）を実施する。

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「建設コンサルタント」種

目「廃棄物部門」で登録されている者。

　⑷ 　過去10年間において、官公庁における環境影響評

価条例に基づく廃棄物処理施設に関する環境影響評

価業務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及び提出

　 　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てください。

　⑴ 　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

　⑵ 　配布期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月１日

（金）まで

　⑶ 　提出受付期間

　　ア 　受付日

　　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月１日

（金）

　　イ 　受付時間

　　　　９時から17時まで（12時から13時までを除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参のみとします。（持参以外は無効となります。）

　⑸ 　提出先及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部施設建設課　妻木

　　　電　話：044－200－2597（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3923

　⑹ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２の⑷で規定される業務の契約実績

４ 　仕様書の閲覧

　⑴ 　閲覧場所

　　　３の⑸に同じ

　⑵ 　閲覧期間

　　　３の⑶に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付、仕様書及

び内訳書の配布

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

し申請を認められた者には、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。また、次により仕様

書及び内訳書を配布します。それらの書類は、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
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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、直接受取りに来庁されるようお願いしま

す。

　⑴ 　配布場所

　　　３の⑸に同じ

　⑵ 　配布期間

　　ア 　受付日

　　　　平成31年３月６日（水）

　　イ 　受付時間

　　　　９時から17時まで（12時から13時までを除く。）

６ 　質問書の配布、受付及び回答

　⑴ 　配布場所

　　　３の⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　３の⑵に同じ

　⑶ 　質問受付期間

　　ア 　受付日・受付時間

　　　 　平成31年３月７日（木）９時から平成31年３月

11日（月）17時まで（持参の場合の受付日は土、

日を除き、受付時間は９時から17時まで［12時か

ら13時までを除く。］）

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　持参場所

　　　　３の⑸に同じ

　　イ 　電子メール

　　　　30siseke@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－200－3923

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月14日（木）、全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

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。

８ 　入札の手続等

　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・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年３月22日（金）10時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第３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、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」にて閲覧できます。

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 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　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184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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　農業技術支援センター警備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　　　　　　川崎市農業技術支援センター

　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 　業務内容 　農業技術支援センターの建物及びこれ

に付帯する物件について、火災、盗難、

不法侵入を早期に発見し、安全を確保す

るための警備を機械警備等により行う。

２ 　競争入札参加資格
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　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければならない。

　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 　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」）

に登録される予定の者で、過去３年以内に川崎市ま

たは他官公庁に類似の業務実績があること。

　⑷ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受

けていること。

３ 　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、次により入札参加の申

し込みをしなければならない。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市農業技術支援センター

　　　〒214－0006　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　電話　044－945－0153（担当　谷川）

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成31年２月25日（月）から

　　　平成31年３月５日（火）まで

　　　午前９時30分から午後４時まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　業務実績を確認できる書類の写し

　　ウ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出後、２の入札参加資格につい

て審査し、一般競争入札参加資格審査結果通知書によ

り結果を通知します。

　 　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、３月６日

（水）に電子メールで送付します。なお、電子メール

アドレスを登録していない場合は、ＦＡＸで送付しま

す。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、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。

　⑵ 　質問受付期間

　　　平成31年３月６日（水）から

　　　平成31年３月７日（木）まで

　　　午前９時30分から午後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 　質問書の提出方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　28nougic@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－945－6655

　⑸ 　回答方法

　　 　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を、平

成31年３月８日（金）に全社あてに文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）で送付します。回答後の再質問は

受け付けません。

６ 　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、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、入札参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　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13日（木）

　　　　　　　　　　　　　午後１時30分

　　ウ 　入札書の提出場所　川崎市農業技術支援センター

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　上記７⑴イに同じ

　⑷ 　開札の場所　上記７⑴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

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の場合は、調査を行

う場合があります。

　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

　　 　契約期間の総額を入札金額とします。契約金額は

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。

　　 　また、入札金額には契約期間内の業務履行に必要

となる一切の費用を含めて見積もるものとし、月額

の業務委託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨て

た額）を月数（60 ヵ月）で乗じる方法で見積りを

してください。

　⑻ 　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、入札に参加

してください。
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８ 　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。

９ 　その他

　⑴ 　この一般競争入札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。

　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、発注

者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、上記解除に伴い受注者に損失が生

じた場合は、その損失の補償を発注者に対して請求

することができるものとし、補償額は双方で協議し

て定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第185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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 農業技術支援センター農作業用機械賃

貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　　　　　　川崎市農業技術支援センター

　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　  農作業用機械（スピードスプレーヤー

（病害虫防除用自動農薬散布機））及

び乗用草刈機の賃貸借

２ 　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

さなければならない。

　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 　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」の種目「その他」に登録される予定の者で、川

崎市に納入実績があること。

３ 　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、次により入札参加の申

し込みをしなければならない。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市農業技術支援センター

　　　〒214－0006　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　電話044－945－0153（担当　谷川）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月５日

（火）まで

　　　午前９時30分から午後４時まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　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後、２の入札参加資

格について審査し、一般競争入札参加資格審査結果通

知書により結果を通知します。

　 　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、３月６日（水）に電子メールで送付します。な

お、電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、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。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年３月６日（水）から平成31年３月７日

（木）まで

　　　午前９時30分から午後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 　質問書の提出方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　28nougic@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－945－6655

　⑸ 　回答方法

　　 　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を、平
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成31年３月８日（金）に全社あてに文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）で送付します。回答後の再質問は

受け付けません。

６ 　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、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、入札参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　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13日（水）　

　　　　　　　　　　午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所　川崎市農業技術支援センター

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　上記７⑴イに同じ

　⑷ 　開札の場所　上記７⑴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

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の場合は、調査を行

う場合があります。

　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

　　 　賃貸借期間の総額を入札金額とします。契約金額

は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。

　　 　また、入札金額には契約期間内の業務履行に必要

となる一切の費用を含めて見積もるものとし、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）を月数（60 ヵ月）で乗じる方法で見積りをし

てください。

　⑻ 　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、入札に参加

してください。

８ 　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。

９ 　その他

　⑴ 　この一般競争入札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。

　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、発注

者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、上記解除に伴い受注者に損失が生

じた場合は、その損失の補償を発注者に対して請求

することができるものとし、補償額は双方で協議し

て定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第186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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校空気調和設備保守点検業務

委託（Ａブロック）

２ 　履行場所　 川崎市立殿町小学校（川崎区殿町１－17

－19）ほか４校

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、川崎市立学校５校における空

気調和設備の保守点検業務を行う。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

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 　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項各号による中小企業者であ

ること。

　⑸ 　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」、希望種

目「空調・衛生設備保守点検」に登載されているこ

と。
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　⑹ 　平成27年度以降で本市又はその他の官公庁と類似

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。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・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 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑹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25日（月）～平成31年３月４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９時00分～ 12時まで、13時～ 17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

　　　管理担当　今井

　　　電話　044－200－3270

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「見積用仕様書類」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 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成31年３月５日（火）から平成31年３月８日

（金）まで

　　　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

　　 　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／ＲＷ）に

Ｅｘｃｅｌ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。）

　⑶ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月12日（火）までに、全社へ文書（電

子メール又はＦＡＸ）にて送付します。

10　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、確認通知書を平成31年３月

６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15日（金）

　　　　　　　　　　　　９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第２会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　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の場合は、調査を行う

場合があります。
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　⑵ 　入札の無効

　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った

入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札の場合は、これを無効とします。

14　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　　　　免除

　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。

15　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。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第187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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校空気調和設備保守点検業務

委託（Ｂブロック）

２ 　履行場所　 川崎市立大師中学校（川崎区大師河原２

－１－１）ほか５校

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、川崎市立学校６校における空

気調和設備の保守点検業務を行う。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

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 　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項各号による中小企業者であ

ること。

　⑸ 　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」、希望種

目「空調・衛生設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑹ 　平成27年度以降で本市又はその他の官公庁と類似

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。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・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 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑹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25日（月）～平成31年３月４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９時～ 12時まで、13時～ 17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

　　　管理担当　今井

　　　電話　044－200－3270

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
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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「見積用仕様書類」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 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成31年３月５日（火）から平成31年３月８日

（金）まで

　　　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

　　 　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／ＲＷ）に

Ｅｘｃｅｌ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。）

　⑶ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月12日（火）までに、全社へ文書（電

子メール又はＦＡＸ）にて送付します。

10　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、確認通知書を平成31年３月

６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15日（金）

　　　　　　　　　　　　９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第２会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　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の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　入札の無効

　　 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

14　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　　　　免除

　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。

15　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。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第188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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校空気調和設備保守点検業務

委託（Ｃブロック）

２ 　履行場所　 川崎市立久本小学校（高津区久本３－11

－３）ほか６校

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、川崎市立学校７校における空

気調和設備の保守点検業務を行う。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

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

　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項各号による中小企業者であ

ること。

　⑸ 　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」、希望種

目「空調・衛生設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑹ 　平成27年度以降で本市又はその他の官公庁と類似

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。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・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 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑹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25日（月）～平成31年３月４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９時～ 12時まで、13時～ 17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

　　　管理担当　今井

　　　電話　044－200－3270

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「見積用仕様書類」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 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成31年３月５日（火）から平成31年３月８日

（金）まで

　　　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

　　 　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／ＲＷ）に

Ｅｘｃｅｌ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。）

　⑶ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年３月12日（火）までに、全社へ文書（電

子メール又はＦＡＸ）にて送付します。

10　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、確認通知書を平成31年３月

６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15日（金）

　　　　　　　　　　　　９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第２会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま
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す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　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の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　入札の無効

　　 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

14　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　　　　免除

　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。

15　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。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第189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

り公示します。

　　平成31年２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

　　　消防隊及び救急隊用自動体外式除細動器賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７　消防局川崎消防署ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年５月１日から平成36年４月30日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防隊及び救急隊が救急現場等で使用する自動体

外式除細動器の賃貸借契約

　　　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 　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「製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リー

ス」に登録されており、かつＡの等級に格付けされ

ていること。

　　 　また、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登録のない者も含む。）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３月11日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 　納入した物品に対して、修理、部品供給等のアフ

ターサービスを、本市の求めに応じて迅速に実施で

きる体制を有すること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同等機

器の賃貸借契約の実績があること。

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

　　　消防局総合庁舎７階救急課救急管理係

　　　電話　044－223－2665（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日から平成31年３月11日までの平

日９時00分から17時00分まで（12時00分から13時00

分までは除く）とします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２⑸を証する契約書の写し等書類

　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書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、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」の「入札公表（物品、財政局）」

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 　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
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します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成31年３月20日

　　 　ただし、直接受け取りに来庁される場合は９時00

分から17時00分まで（12時00分から13時00分までを

除く）とします。

　⑵ 　交付場所

　　 　メールアドレス宛て電子メールにて交付します

（直接受け取る場合は３⑴に同じ）。

５ 　仕様等に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参及び電子メールとし、郵送による提出は認め

ません。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。

　　　電子メールアドレス　84kyukyu@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期限

　　 　平成31年３月20日から平成31年３月25日までの平

日９時00分から17時00分（12時00分から13時00分ま

でを除く）とします。

　⑷ 　回答日

　　 　平成31年３月28日に参加全社宛て、文書（ファク

シミリ又は電子メール）にて送付します。

６ 　カタログの提出について

　 　入札参加資格があると認められたものは、導入予定

機種の名称及び仕様等のカタログを３⑴の場所に平成

31年３月29日17時00分までに提出してください。ま

た、入札日の前日までの間において、提出したカタロ

グに対し、本市から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

　 　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。

８ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。見積った月額の賃貸借料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に60を乗じた額

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）提出日時

　　　　　平成31年４月８日10時00分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）提出期限

　　　　　平成31年４月７日必着

　　（イ）提出場所

　　　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。

　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。

９ 　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

合は免除します。

　⑵ 　支払方法

　　　賃貸借料については、月額支払とします。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

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」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）

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 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

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。

　⑷ 　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
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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。

　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。

11　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 The contract for the lease of the Automated 

External Defibrillator.

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　10:00 AM 8 April , 2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　7 April , 2019

　⑷ 　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Rescue and Ambulance Section

　　　Fire Fighting Department

　　　Fire Bureau

　　　20-7,Minamimachi ,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8565,Japan

　　　Tel:044-223-2665

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第190号

　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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 ＡＥＤに係る心電図波形表示用パーソナルコンピ

ュータの賃貸借及び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内消防庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年５月１日から平成36年４月30日まで

　⑷ 　調達概要

　　　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「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 　この調達物品について、納入後、修理、部品供給

等のアフターサービスを本市の求めに応じて迅速に

実施できること。

　⑸ 　過去５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締結し、誠実に履行し

た実績があること。

　⑹ 　業務が円滑に行えるように、調達予定である全て

の機器について受付窓口を一本化するとともに、障

害発生時に速やかな出張対応サービスが可能な体制

を有すること。

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

　　　消防局総合庁舎７階救急課救急管理係

　　　電話　044－223－2665

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日から平成31年３月１日までの９

時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分ま

では除く）とします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２⑸を証する契約書の写し等書類

　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書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、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」の「入札公表（物品、財政局）」

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 　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３月５日に平成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一般競争参加資格

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、次により一般競争参加資格確認通知書を交付し

ます。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年３月５日

　　　９時00分から17時00分まで
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　　　（12時00分から13時00分までを除く）。

５ 　仕様等に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。また、質問については、一般競

争参加資格確認通知書に添付の「質問書」にてお願

いします。

　　　電子メールアドレス　84kyukyu@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年３月５日から平成31年３月８日までの９

時00分から17時00分（12時00分から13時00分までを

除く）とします。

　⑷ 　回答日

　　 　平成31年３月12日に参加全社に電子メール又はフ

ァクシミリにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　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 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。見積った月額の賃貸借料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に60を乗じた額

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３月15日10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　消防局総合庁舎７階第２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。

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 　支払方法

　　　賃貸借料については、月額支払とします。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

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」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 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　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。

　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191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

　　　多言語通訳業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　受注者が多言語通訳業務を履行する場所

　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 　調達概要

　　 　本業務は、24時間365日対応の多言語電話同時通

訳体制を確保し、消防局消防指令センターでの119

番通報対応等の際に、発注者からの要望を受けて電

話同時通訳を行うものです。

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
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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「その他業務」種目「その他」に

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 　情報セキュリティーに関する国際規格（ISO 

27001）及びプライバシーマークの２つの資格を取

得していること。

　⑸ 　過去10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）並びに情報セキュリティーに関する国際規格

（ISO 27001）及びプライバシーマークの資格を取得

していること確認できる書類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　044－223－2545

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日から平成31年３月４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３月７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25日から平成31年３月11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14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18日　午前11時00分
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　　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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第192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

　　　消防指令システム用空調機器保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ 　消防局総合庁舎ほか

　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、消防指令システム用空調機器の保守点

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」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　044－223－2639

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日から平成31年３月４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３月７日
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　　 　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25日から平成31年３月11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14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18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193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

　　　災害情報伝達装置の賃貸借及び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区栗木台４丁目２番１号

　　　麻生消防署栗木出張所
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　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、災害情報伝達装置（ファクシミリ）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

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日午前９時から平成31年３月１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３月５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25日から平成31年３月７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11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。
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　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月13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/

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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第194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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ＲＰＡ導入支援業務委託

　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 　委託概要

　　 　本調達は、Robotic Process Automation ／ロボ

ティック・プロセス・オートメーションのソフトウ

ェアツールを活用した定型作業の自動化について、

庁内業務との適合性や作業の効率性向上等の効果の

検証するために、必要な支援を委託するものです。

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 　平成31・32年度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。

　⑶ 　入札期日までの間、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

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎９階

　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課　村石、大江

　　　電　話　044－200－2109（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から３月５日（火）まで

とします（９時00分から正午まで及び13時00分から

17時00分まで（土日を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、平成31年３月５

日（火）17時00分までに、必要な書類全てが川崎市

役所総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確実に到

着する必要があります。）
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４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等

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７日（木）13時00分から17時00分まで

　　 　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 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、配布をします。また、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」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 　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」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　平成31年３月７日（木）から３月13日（水）の17

時00分までとします。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。また、質問をする場合は、質問書を送信した

旨を３⑴の担当まで電話で御連絡ください（９時00

分から正午まで及び13時00分から17時00分まで（土

日を除く。））。ただし、入札参加資格のない者から

の質問は、受け付けません。

　⑷ 　回答

　　 　平成31年３月15日（金）までに、入札参加資格が

あると認められる者に対し、電子メールで送付しま

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　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

　　ア 　入札は、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

提供及びサービスの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。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税額及び地方消費額税を加算した金額を

もって落札価格とするので、入札者は見積った契

約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月20日（水）14時00分

　　イ 　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　川崎市役所第３庁舎９階開発室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　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ない者が行った入札及び川

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。

８ 　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。

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。

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％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
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は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

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 　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。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

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195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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　防災行政無線南部防災センター機械警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市南部防災センター（川崎区小田７－３－１）

　⑶ 　履行期限

　　　平成36年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出の締切日

において、平成31・32年度業務委託有資格業者名簿

の業種「警備」、種目「機械警備」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年間以内に官公庁において、仕様書記載の

類似契約を締結し、これらを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、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、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）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　地域連携担当

　　　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25日から３月５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

とします。ただし、閉庁日を除きます。

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 　通知書交付日

　　　平成31年３月７日まで

　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、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。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿に登録し

た際に電子メールアドレスを登録している場合は、

一般競争入札参加資格確認通知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 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月25日から３月11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

とします。ただし、閉庁日を除きます。

　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。
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　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸによります。

　　　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月13日までに、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、Ｆ

ＡＸ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、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の消費税抜きの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、消費財及び地方消費税に相当する額を加算

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 　入札日時　平成31年３月19日（火）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部室

　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。

８ 　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 　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。

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は、３⑴に同じで

す。

　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））

　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196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年度防災行政無線システム運用・保守支援

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　市役所第３庁舎７階ほか

　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

　　　入札説明書による。

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
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託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」に登録さ

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 　過去２年間で２件以上、無線設備の点検、保守等

に関する契約を締結し、これらをすべて誠実に履行

していること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、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、一般競争入札参

加資格確認申請書、「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）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　災害システム担当

　　　電話　044－200－2856

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から３月１日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成31年３月

４日（月）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、正午から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会、現地調査及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会及び現地調査

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場

所において、「３⑵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。

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、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６日（水）午後１時から午後５時まで

　　 　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 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　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25日（月）から３月８日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成31年３月

11日（月）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、土曜日及び日曜日並びに平日の正午から午

後１時までを除きます。

　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

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、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

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月12日（火）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。

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　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

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の消費税抜きの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
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　　ア 　入札日時　平成31年３月15日（金）午前11時

　　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７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　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。

９ 　契約の手続き等

　 　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

　　 　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」配下の「特定契約（公契約）に

関する情報」を御覧ください。また、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」及

び「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所

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 　関連情報を入手するための窓口「３⑴配布・提出

場所及び問い合わせ先」に同じです。

　⑶ 　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、

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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第197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年度同報系防災行政無線システム定期点検

及び保守業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　市役所第３庁舎７階ほか

　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

　　 　川崎市が設置している同報系防災行政無線設備の

機能維持及び安全性確保のため、各部電圧測定、動

作確認、点検、調整、修理、消耗部品交換及び保守

等を行う。

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　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２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、無線設備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。

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、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）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　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2856（直通）
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　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月１日

（金）までの午前８時30分から午後５時まで及び平

成31年３月４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時までを

除きます。

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、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵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。

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、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６日（水）午後１時から午後５時まで

　　 　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 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　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25日（月）から平成31年３月８日

（金）までの午前８時30分から午後５時まで及び平

成31年３月11日（月）午前８時30分から正午までと

します。

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び平日の正午から午後

１時までを除きます。

　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

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、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

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月12日（火）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。

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　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

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の消費税抜きの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 　入札日時　平成31年３月15日（金）

　　　　　　　　　午前10時00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７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　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
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　　 　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

　 　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

　　 　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

市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「公

契約関係」を御覧ください。また、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」及

び「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所

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 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第198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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 かわさき南部斎苑及びかわさき北部斎苑で使用する

電力の供給に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　健康福祉局保健所生活衛生課

　　川崎市幸区堀川町580番地

　　ソリッドスクエア西館12階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成31年２月５日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　東京電力エナジーパートナー株式会社

　　代表取締役　川崎　敏寛

　　東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く）

　　43,212,404円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　特例政令第６条による公告を行った日

　　平成30年12月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第199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25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 　高規格救急自動車 ４台　　

　　イ 　救助工作車（Ⅱ型） １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９月13日

　　イ 　平成31年９月30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３月11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25日～平成31年３月11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25日～平成31年３月11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25日～平成31年３月11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

　　消防局総務部施設装備課　担当　関澤

　　電話　044－223－2553

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25日～平成31年３月11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
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法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　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25日～平成31年

３月11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25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25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25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４月９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４月９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４月５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
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　　 　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

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　High-standard ambulance car 4units

　　②　Rescue work vehicle (TYPE Ⅱ) 1units

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,9 April 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200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

　　　 川崎市公文書館自動ドア・エレベータ設備保守点

検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市公文書館（川崎市中原区宮内４丁目１番１号）

　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

　　 　川崎市公文書館に設置する自動ドア及びエレベー

タ設備の正常な機能を常時維持するための保守点検

業務委託

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「施設維持管理」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

　 　次により一般競争入札参加資格確認申請書を配布し

ます。この入札に参加を希望するものは、所定の一般

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

　　　〒211－0051　川崎市中原区宮内４丁目１番１号

　　　川崎市公文書館　寺島　担当

　　　電話番号　044－733－3933

　　　ＦＡＸ　044－733－2400

　　　e-mail　17koubun@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月26日（火）から平成31年３月５日

（火）までとします（月曜日・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時ま

で）。
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　⑶ 　提出書類

　　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

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送又は持参（いずれの場合も、平成31年３月５

日（火）午後５時までに川崎市公文書館に到着する

必要があります。）

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、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

確認通知書は自動的に電子メールで交付されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年３月８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 　その他

　　 　一般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

２月26日（火）から平成31年３月５日（火）まで縦

覧に供します（月曜日・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時まで）。

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年３月８日（金）から平成31年３月15日

（金）までとします（午前８時30分から午後５時ま

で）。

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　平成31年３月20日（水）までに、全社あて電子メ

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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、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

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札

件名が記載された封書に封印し、持参してください。

　⑵ 　入札金額

　　 　入札金額は、消費税及び地方消費税を含めないも

のを記入してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月26日（火）　午後２時

　　イ 　場所　川崎市公文書館　会議室

　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

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　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」から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 　入札説明書、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は３⑴の場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中

に縦覧できます。

　⑶ 　この入札への参加者が２社以上にならないとき

は、この入札を中止することがあります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　⑹ 　詳細は入札説明書によります。
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　⑺ 　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201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　 南部児童相談所ほか１か所解体撤去設

計業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区藤崎１丁目６番８号ほか

　⑶ 　履行期間　平成31年７月31日限り

　⑷ 　委託概要　解体撤去工事の設計業務委託

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 　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「建築設計」に登録さ

れていること。

　⑸ 　次の要件を満たす自社所属の者を管理（主任）技

術者として配置できること。

　　 　建築士法第２条第２項に規定する一級建築士取得

後10年以上の実務経験を有する者。

３ 　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）

技術者届の配布、提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）技術者届

（技術者の資格及び業務実績を証する資料を添付する

こと。）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配付、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル８階）

　　　まちづくり局総務部庶務課経理係

　　　電話：044－200－2966

　　　 （一般競争入札参加申込書及び配置予定管理

（主任）技術者届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。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月１日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　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

　 　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「委託」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、入札参加申込時にさかのぼって、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、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

５ 　仕様書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者に無償で仕様

書を交付します。また、仕様書を縦覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様書の内容に関して次

により質問を行うことができます。質問は書面で提出

するものとし、仕様書の該当箇所を明示してください。

　⑴ 　受付場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル９階）

　　　まちづくり局施設整備部公共建築担当

　　　電話：044－200－2964

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年３月８日（金）から平成31年３月11日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問書の様式を使用し、６⑴の受付場所に備え付

けた質問箱に質問書を投入してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布

します。（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。）

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

全ての者に対し、平成31年３月15日（金）までに文
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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

　 　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 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成31年３月26日（火）午前10時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　第３庁舎15階第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　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

をもって入札を行った者のうち、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。

　　 　当該落札候補者については、上記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、最低制限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

の「川崎市業務委託契約に係る最低制限価格取扱要

綱・運用指針」を御覧ください。

　⑷ 　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、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者が

いない場合は、直ちに再度入札を行います。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「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　　免除

　⑵ 　前払金　　　　有

　⑶ 　契約書の作成　要

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の定め

るところによります。

　⑵ 　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。

　⑶ 　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。

　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。

　⑸ 　この委託は、消費税及び地方消費税の税率８％が

適用されます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第202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　 港湾振興会館屋上防水及び外壁改修そ

の他工事設計業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区東扇島38番地１

　⑶ 　履行期間　平成31年９月30日限り

　⑷ 　委託概要　 屋上防水改修、外壁改修及び駐車料金

所屋根撤去工事の実施設計業務委託

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 　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「建築設計」に登録さ

れていること。

　⑸ 　次の要件を満たす自社所属の者を管理（主任）技

術者として配置できること。

　　 　建築士法第２条第２項に規定する一級建築士取得

後10年以上の実務経験を有する者。

３ 　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）

技術者届の配布、提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）技術者届

（技術者の資格及び業務実績を証する資料を添付する

こと。）を提出しなければなりません。
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　⑴ 　配付、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル８階）

　　　まちづくり局総務部庶務課経理係

　　　電話：044－200－2966

　　　 （一般競争入札参加申込書及び配置予定管理

（主任）技術者届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。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月１日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　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

　 　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「委託」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、入札参加申込時にさかのぼって、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、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

５ 　仕様書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者に無償で仕様

書を交付します。また、仕様書を縦覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様書の内容に関して次

により質問を行うことができます。質問は書面で提出

するものとし、仕様書の該当箇所を明示してください。

　⑴ 　受付場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル９階）

　　　まちづくり局施設整備部長寿命化推進担当

　　　電話：044－200－2975

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年３月８日（金）から平成31年３月11日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問書の様式を使用し、６⑴の受付場所に備え付

けた質問箱に質問書を投入してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布

します。（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。）

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

全ての者に対し、平成31年３月15日（金）までに文

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

　 　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 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成31年３月26日（火）午前11時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　第３庁舎15階第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　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

をもって入札を行った者のうち、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。

　　 　当該落札候補者については、上記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、最低制限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

の「川崎市業務委託契約に係る最低制限価格取扱要

綱・運用指針」を御覧ください。

　⑷ 　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
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ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者が

いない場合は、直ちに再度入札を行います。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「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　　免除

　⑵ 　前払金　　　　有

　⑶ 　契約書の作成　要

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の定め

るところによります。

　⑵ 　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。

　⑶ 　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。

　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。

　⑸ 　この委託は、消費税及び地方消費税の税率８％が

適用されます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第203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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　国保ハイアップシステム下期改修業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局医療保険部保険年金課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成30年12月20日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気株式会社　神奈川支社

　　支社長　木下　孝彦

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　契約金額

　　82,058,400円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第204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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 後期高齢者医療保険料督促状等作成及

び封入封緘業務

　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　印字・封入封緘業務

２ 　競争参加資格

　 　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こと。

　⑵ 　当該契約年度の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」で登載されてい

ること。

　⑶ 　入札期日において、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 　ISO ／ IEC 27001の認証を受けている、あるいは

プライバシーマークを取得していること。

　⑸ 　入札期日において、当委託契約に係る成果物の作

成等を行う履行（作業）拠点を、３⑴に定める場所

から直線距離で片道50ｋｍ圏内に有すること

　⑹ 　平成28年度から30年度に当市を含む官公庁におい

て類似業務の契約実績があり、問題なく履行されて

いること。

３ 　入札説明書、仕様書の閲覧

　　次により入札説明書等を閲覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部長寿・福祉医療課

　　　担当：大竹

　　　電話　044－200－2655

　⑵ 　閲覧期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月１日

（金）までの午前９時00分から正午まで及び午後１
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時00分から午後５時00分までとします。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出及び問い

合わせ先

　⑴ 　提出物

　　 　この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出

する必要があります。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　類似の契約実績を証する書面（実績表）

　　ウ 　上記２の⑷を証明する書類（またはその写し）

　　　 　上記２の⑸履行（作業）拠点は「ア　一般競争

入札参加資格確認申請書４履行（作業）拠点所在

地」に住所を記載してください。

　　　 　「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（実績表）」の様式に

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 　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

　　　川崎市健康福祉局医療保険部長寿・福祉医療課

　　　担当：大竹

　　　電話　044－200－2655

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月４日

（月）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。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　上記４により、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、入札説明書及び仕様書を交

付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年３月６日（水）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。（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　　 　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、電子メールで一般競争入札参加資格確認通知

書、入札説明書等を送付します。

　⑶ 　入札説明会

　　　実施しません。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　質問受付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年３月７日（木）から平成31年３月16日

（土）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

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40tyojyu@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年３月18日（月）に全社へ文書（電子メー

ル）で送付します。

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

　　ア 　入札は、上記５で交付する仕様書に記載する各

想定業務量に、それぞれ単価を乗じた総額で行い

ます。

　　イ 　入札は上記５で交付する入札説明書に添付の所

定の入札書をもって行います。なお、各単価につ

いても合わせて当市に開示するものとします。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額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するので、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。

　　エ 　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。

　　オ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。
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　⑵ 　入札書の提出日時

　　ア 　入札日時　平成31年３月20日（水）午後１時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　　　パレール三井ビル13階会議室

　　　　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。）

　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アの場所及び「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

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。

　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、本調達における予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第205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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　庁内共通システム基盤追加メモリの賃貸借及び

　　　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５月１日から平成33年１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　森田・坂本

　　　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25日（月）から平成31年３月５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）

　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。
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　⑴ 　日時

　　　平成31年３月８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

　　　３⑴に同じ

　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25日（月）から平成31年３月５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３月８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

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　仕様に関する質問は、平成31年３月８日（金）か

ら平成31年３月13日（水）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18日（月）、

全社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

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

　　 　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22日（金）午後３時

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　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

　　 　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

　　　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。

　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は、３⑴に同じと

なります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第206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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 番号利用事務システム用パーソナルコンピュータ

保守業務委託契約

　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　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31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　 番号利用事務システム用パーソナルコンピュータ

保守業務委託

　　　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「電

算関連業務」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 　この保守業務委託について確実に履行することが

できること。

　⑸ 　本市若しくはその他の政令指定都市又は都道府県

において、この調達物品と同等規模のパソコン設定

や保守に係る作業の契約実績を有すること。

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　森田・坂本

　　　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25日（月）から平成31年３月５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）

　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 　日時

　　　平成31年３月８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

　　　３⑴に同じ

　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25日（月）から平成31年３月５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３月８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

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　仕様に関する質問は、平成31年３月８日（金）か

ら平成31年３月13日（水）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18日（月）、

全社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

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

　　ア 　入札は、総額（税抜き）で行います。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

スの導入に際して必要となる各種工事・設定・代

行手続等に係る一切の費用を含め見積るものとし

ます。

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

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

って落札価格とするので、入札参加者は、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

する金額を除いた金額を入札書に記載してくださ

い。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。
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　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成31年３月22日（金）午後４時

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　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

　　 　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

　　　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。

　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に同じと

なります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第207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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　バーチャルチャネルライセンス

　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 　履行期限

　　　平成31年４月１日

　⑷ 　調達概要

　　　バーチャルチャネルライセンス

　　　詳細は「入札説明書」によります。

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「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」種目「ソフトウェア・消耗品」に登載さ

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 　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を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

　　　〒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　森田・根本

　　　電　話　044－200－3076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月４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 　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６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

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他
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　　 　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25日（月）から平成31年３月４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３月６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

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　仕様に関する質問は、平成31年３月６日（水）か

ら平成31年３月11日（月）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13日（水）、

全社にＦＡＸ又はメールにて送付します。

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。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、総額（税抜き）で行います。また、こ

の金額には調達に際して必要となる各種代行手続

等に係る一切の費用を含め見積るものとします。

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

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

って落札価格とするので、入札参加者は、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

する金額を除いた金額を入札書に記載してくださ

い。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。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、契約ごとに

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18日（月）　午後４時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　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。

９ 　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。

　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に同じと

なります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第208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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　撤去保管自転車２次売却

　⑵ 　履行場所　自転車等保管所９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 　概　　要　 本契約は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
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号）に基づき売却処分をするもので、

本市が指定した撤去し保管している自

転車を全て引き受けることとする。な

お、詳細は別途仕様書によるものとす

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

たさなければならない。

　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年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「回収資材」のうち種目「車

両」又は「その他（備考欄に「自転車」の記載あり）」

で登録がされていること。

　⑷ 　当該入札公告の日から過去５か年以内に本市又は

他官公庁において同規模の売却契約の実績があるこ

と。

３ 　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出

　 　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らない。

　⑴ 　配布期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月４日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

まで（土曜日・日曜日を除く。）

　⑵ 　配布場所

　　 　 川 崎 市 ホ ー ム ペ ー ジ 内、http://www.city.

kawasaki.jp/530/page/0000089711.html又は、川崎

市川崎区駅前本町12番地１　川崎駅前タワー・リバ

ーク20階

　　　建設緑政局自転車利活用推進室（担当　栁橋）

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月４日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

まで（土曜日・日曜日を除く。）

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２「一般競争入札参加資格」の⑷の実績を

証明する資料（契約書の写し等）

　⑸ 　提出方法

　　 　持参もしくはメール、ＦＡＸにて提出すること。

メール、ＦＡＸでの提出の場合必ず提出した旨を担

当宛て電話連絡すること。

　⑹ 　提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　川崎駅前タワー・リバーク20階

　　　建設緑政局自転車利活用推進室（担当　栁橋）

　　　電話：044－200－3596

　　　ＦＡＸ：044－200－3979

　　　電子メール：53ziten@city.kawasaki.jp

　⑺ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求める場合がある。

また、提出された書類は返却しない。なお、入札説

明会は開催しない。

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３月７日（木）までに送付する。

　 　なお、委任先メールを登録していない場合は、平成

31年３月７日（木）午前９時から正午まで及び午後１

時から午後４時までに上記３⑹の提出場所に直接受け

取りに来ること。

５ 　仕様に関する問合わせ及び回答

　⑴ 　問合せ期間

　　 　平成31年３月７日（木）から平成31年３月11日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

まで（土曜日・日曜日を除く。）

　⑵ 　問合せ先

　　　上記３⑹に同じ

　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に送付すること。また、質問

書を送信した旨を担当まで連絡すること。なお、質

問書以外による問い合わせには一切応じない。

　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13日（水）に、全参加

者宛てにＦＡＸ又は電子メールで送付する。

６ 　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

札参加資格を喪失する。

　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 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月19日（火）午前11時
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　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎区駅前本町12－１

　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　　　建設緑政局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とする。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　上記７⑴に同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　市が指定した不適合自転車の買取りも含めた適合

自転車１台あたりの単価（税抜き）を入札金額とす

る。

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を

行ったものを落札者とする。ただし、その者の入札

価格が著しく高価格であるときは、調査を実施する

ことがある。

　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

れを無効とする。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、川崎市契約規則第33条第４号の規

定により免除とする。

　⑵ 　契約書の作成の要否

　　ア 　契約書を作成することを要する。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担とする。

　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、上記３⑹の提出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/）の「契約関係規定」で閲覧することが

できる。

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

るところによるものとする。

　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る。

　⑶ 　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

額及び地方消費税額を含まないものとする。消費

税額及び地方消費税額は、契約の際に加算するも

のとする。

　　イ 　入札は所定の入札書により行うものとする。

　⑷ 　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

に関する権限の委任をした書類を事前に提出するこ

と。

　⑸ 　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うも

のとする。ただし、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もの及び

開札に立ち会わない者は除くこととする。

　⑹ 　関連情報を入手するための窓口は、上記３⑹の提

出場所と同じである。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第209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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　自転車等保管所警備業務委託

　⑵ 　履行場所　自転車等保管所９施設（13か所）

　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 　概　　要　 本業務は、撤去した放置自転車等の保

管所における休業日及び業務時間外の

機械警備を行うものである。「防犯」、

「火災監視」、「非常通報」に係る警備

業務を行うため、施設外周等に警報機

器を設置し、異常の有無を監視し、異

常があった場合における緊急対処及び

警察等への通報を行うものとする。な

お、詳細は別途特記仕様書によるもの

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ものは、次の条件をすべ

て満たさなければならない。

　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年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「警備」種目「機械警備」で登載されていること。

　⑷ 　当該入札公告の日から過去５か年以内に本市又は

他官公庁において同規模の機械警備業務の実績があ

ること。

３ 　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出

　 　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らない。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
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　　　川崎駅前タワー・リバーク20階

　　　建設緑政局自転車利活用推進室（担当　栁橋）

　　　電　話：044－200－3596

　　　ＦＡＸ：044－200－3979

　　　電子メール：53ziten@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年２月25日（月）から平成31年３月４日

（月）まで

　　 　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（土曜日・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２「一般競争入札参加資格」の各号を証明

する資料（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る。

　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らない。また、提出され

た書類は返却しない。

　　 　仕様書については上記３⑴の場所において無償で

交付する。

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のうち参加資格が

あると認められたものには、川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登載した際に登録した委任先メールアドレス

に平成31年３月７日（木）までに送付する。委任先メ

ールを登録していない場合は、直接受け取りに来るこ

と。

　　なお、入札説明会は開催しない。

　⑴ 　交付日

　　　平成31年３月７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時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ及び回答

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年３月７日（木）から平成31年３月11日

（月）まで

　　 　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すること。また、質問書

を送信した旨を担当まで御連絡すること。

　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13日（水）に、参加全

社宛てにＦＡＸ又は電子メールで送付する。

　　 　なお、電話等による問い合わせには一切応じない。

６ 　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

札参加資格を喪失する。

　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 　入札の方法

　　 　自転車等保管所警備業務に係る費用の総額（税抜

き）を入札金額とする。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年３月19日（火）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎区駅前本町12－１

　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　　　建設緑政局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とする。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　上記７⑴に同じ

　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

効な入札を行ったものを落札者とする。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

を実施することがある。

　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

れを無効とする。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とする。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、免除とする。

　⑵ 　契約書の作成の要否

　　ア 　契約書を作成することを要する。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担とする。

　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、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー
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ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧することが

できる。

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

るところによるものとする。

　⑵ 　この入札への参加者が、２社以上にならないとき

は、この入札を中止することがある。

　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る。

　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

額及び地方消費税額を含まないものとする。消費

税額及び地方消費税額は、契約の際に加算するも

のとする。

　　イ 　入札は所定の入札書により行うものとする。

　⑸ 　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に立ち会い

に関する権限の委任をした書類を事前に提出するこ

と。

　⑹ 　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うも

のとする。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もの

及び開札に立ち会わないものは除くこととする。

　⑺ 　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す

る。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第210号

　　　入　　札　　公　　告

　「麻生区役所　設備運転監視および保守点検業務」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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務名

　　　麻生区役所　設備運転監視および保守点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　（川崎市麻生区役所）

　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 　業務内容

　　　別紙、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 　川崎市内に本社、支社又は支店（営業所を含む）

を有すること。

　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年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目全てに登載され

ていること。

　　ア 　業種17「建物清掃等」

　　　　種目02「建築物環境測定」

　　イ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目01「電気・機械設備保守点検」

　　ウ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目02「エレベータ保守点検」

　　エ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目03「空調・衛生設備保守点検」

　　オ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目04「消火設備保守点検」

　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・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２月25日（月）から平成31年３月１日

（金）までの土曜日、日曜日及び休日を除く午前９

時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　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２月25日（月）から平成31年３月
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１日（金）まで縦覧に供します。

５ 　入札説明書に関する質問等の受付

　 　質問等に関しては、平成31年３月５日（火）午後５

時までの間、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け

付けます。質問書の様式は特に定めません。回答につ

いては、平成31年３月８日（金）までに電子メール又

はＦＡＸにて全社あて回答します。

６ 　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

認められたものには、平成31年３月４日（月）までに、

川崎市の平成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。

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 　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

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年３月14日（木）　午後１時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　　　麻生区役所４階　第３会議室

　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

　　　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 　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、本契約に係る平成31年度の予算

の議決を条件とします。

税 公 告

川崎市税公告第18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30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第19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。
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　　平成31年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第20号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の方に送達すべきと

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30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数

・

備考

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分

平成31年

２月13日
計７件

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）

７月

随時分

平成31年

２月13日
計１件

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）
第２期分

平成31年

２月13日
計８件

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）

８月

随時分

平成31年

２月13日
計２件

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）

９月

随時分

平成31年

２月13日
計５件

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分

平成31年

２月13日
計55件

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）

10月

随時分

平成31年

２月13日
計46件

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）

11月

随時分

平成31年

２月13日
計３件

平成

30年度

市民税・県民税

（特別徴収）

平成30年

10月分

平成31年

２月13日
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第21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30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第22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30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第23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２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第24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２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第25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２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第26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
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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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第27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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第28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２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第29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２月８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）

１月

随時分

以降

平成31年２月28日

１月随時分
計13件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第30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２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第31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２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第32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２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第33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
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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２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第34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２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

訓 令

川崎市訓令第１号

 健康福祉局　　

　川崎市職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

　　平成31年２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　川崎市職員の勤務時間等に関する規程の一

　　　部を改正する訓令

　川崎市職員の勤務時間等に関する規程（昭和35年川崎

市訓令第４号）の一部を次のように改正する。

　別表健康福祉局の部保健所の款動物愛護センターの項

中「日曜日及び土曜日」を「４週間を通じ８日」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、平成31年２月12日から施行する。

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第11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５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30年度　多摩区下水幹枝線実施設計委託第15号

履行場所 川崎市多摩区地内

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、次の全ての管路施設実施設計業務の元請履行完了実績を有

し、当該実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　ア 　実施設計（基本設計：分流雨水）

　イ 　耐震実施設計（レベル１・２）を含む、実施設計（新設・詳細設計、開削工法）

　ウ 　耐震実施設計（レベル１・２）を含む、実施設計（新設・詳細設計、中大口径推進工法）

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記エ及びオは兼務できません。

　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 　建設部門技術士（鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）の資

格を有する者

　ウ 　建設部門技術士（トンネル）若しくはＲＣＣＭ（トンネル）の資格を有する者、又は平成25

年４月１日以降に新設・詳細設計業務（中大口径推進工法）を業務責任者として実施した経験

を有する者
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参 加 資 格

　エ 　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

　オ 　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28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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度入江崎水処理センター全りん・全窒素測定装置ほか保守点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

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」に登載されている者。

⑷ 　成15年４月１日以降に下水道施設における全りん・全窒素測定装置等の水質測定装置の点検整

備業務、又は水質測定装置製作・据付業務の元請履行完了実績を有すること。

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28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年度入江崎水処理センターほか場内造園整備委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期限 平成31年４月１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。
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参 加 資 格

⑸ 　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」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

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。

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28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 平成31年度等々力水処理センターほか場内造園整備業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期限 平成31年４月１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「その他業務」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

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。

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28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。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度下作延仮排水所ほか保守点検業務委託

履行場所 川崎市高津区下作延４丁目30－28先ほか

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「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28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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度マンホールポンプ所ほか保守点検業務委託

履行場所 川崎市全区

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」又は「準市内」で登録さ

れている者。

⑷ 　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」に登載されている者。

⑸ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。

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28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。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度加瀬水処理センター市民開放施設維持管理業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

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」又は「準市内」で登録さ

れている者。

⑷ 　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「電気・機械設備

保守点検」に登載されている者。

⑸ 　平成16年４月１日以降に契約した、国又は地方公共団体が発注した防災設備（エンジンポンプ

据付型）、給排水設備及び放送設備を有した屋外施設型の市民開放施設（公園を含む）における、

施設維持管理業務委託の元請履行完了実績を有すること。

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28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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度　水運用システム路上局流量制御設備保守点検委託

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）ほか10箇所

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「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28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。
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そ　の　他

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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度北部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９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28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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度西部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市宮前区、多摩区、高津区地内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９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３月５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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度南部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 平成31年４月１日から平成31年９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。
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契約条項を

示す場所等

川崎市上下水道局総務部契約課（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－3117

入札日時等 平成31年３月７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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度入江崎水処理センタースカム清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

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「屋外清掃」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28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」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第12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５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 第１導水ずい道細山伏越　流量計及び流量計変換器盤更新工事

履行場所 川崎市麻生区向原３丁目５番地（細山伏越）

履行期限 契約の日から250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 　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」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ｂ」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 　電気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「電気」）を配置できること。

⑽ 　上下水道施設又は工業用水道施設における、監視制御設備に付随する電気計装設備の設置工事

又は更新工事（修繕を含む）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27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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大島４丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区大島４－４－３先

至：川崎区大島５－26－４先　ほか２件

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「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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　 　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３月４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「菅馬場３丁目350mm－100mm配水管布設替工事」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、「菅馬場３丁目350mm－100mm配水管布設替工事」の順に行います。

⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「菅馬場３丁目350mm－100mm配水管布設替工事」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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅馬場３丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区菅仙谷３－５－３先

至：多摩区菅馬場３－11先　ほか１件

履行期限 契約の日から245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。
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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３月４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「大島４丁目350mm－100mm配水管布設替工事」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、「大島４丁目350mm－100mm配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

　⑶ 　「大島４丁目350mm－100mm配水管布設替工事」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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田山王町150mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区渡田山王町11－１先

至：川崎区渡田山王町14－11先　ほか６件

履行期限 契約の日から285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。
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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。

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３月４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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鷺沼地区ほか下水枝線第９号工事

履行場所 川崎市宮前区鷺沼１丁目、高津区久地２丁目地内ほか

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「下水管きょ」種目「下水道開削」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 　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。
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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３月４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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工水３号配水支管布設替に伴う800mm－600mm管製作及び現場接合工事

履行場所
自：川崎区池上新町３－５先

至：川崎区夜光３－３－３先

履行期限 契約の日から330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。

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 　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。

⑺ 　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３月４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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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名
平成31年度

川崎・幸区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

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

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。

　　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 　川崎市川崎区又は幸区内に本社を有すること。

　　カ 　平成31・32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」又は「Ｂ」で登録されていること。

　　キ 　「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。

　　ク　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。

　　ケ 　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 　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。

　　イ 　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。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設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「水道施設」）を専任で配置できること。

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26日　午後５時（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））

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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２配水工事事務所　空調設備改良工事

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷２－13－５（第２配水工事事務所内）

履行期限 契約の日から270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。
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参 加 資 格

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「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ｂ」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「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。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４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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎総合スラッジセンター建設機械その35工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期限 契約の日から平成32年２月28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「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ａ」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「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、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４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））
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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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名
平成31年度

中原・高津・宮前区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

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

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。

　　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 　川崎市中原区、高津区又は宮前区内に本社を有すること。

　　カ 　平成31・32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」又は「Ｂ」で登録されていること。

　　キ 　「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。

　　ク　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。

　　ケ 　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 　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。

　　イ 　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。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設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「水道施設」）を専任で配置できること。

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26日　午後５時（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））

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。
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（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名
平成31年度

多摩・麻生区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

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

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。

　　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 　川崎市多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

　　カ 　平成31・32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」又は「Ｂ」で登録されていること。

　　キ 　「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。

　　ク　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。

　　ケ 　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 　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。

　　イ 　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。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設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「水道施設」）を専任で配置できること。

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26日　午後５時（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））

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。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第13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年度入江崎総合スラッジセンター清掃業務委託　ほか１件

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12、川崎市川崎区元木２－２－９

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３月５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年度等々力水処理センター清掃業務委託　ほか１件

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１、川崎市中原区宮内１－21－31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３月５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。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度　第３配水工事事務所　建物清掃委託　ほか１件

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１、川崎市麻生区高石４－15－７

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３月５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 平成31年度　第２配水工事事務所　建物清掃委託　ほか１件

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷２丁目13－５、川崎市高津区末長１丁目44－24

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３月５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。
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そ　の　他

　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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度　長沢浄水場　建物清掃委託　ほか１件

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 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３月５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 平成31年度　鷺沼配水所　建物清掃業務委託　ほか１件

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１、川崎市宮前区有馬１－21－６

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
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入札日時等 平成31年３月５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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度　第１配水工事事務所ほか６箇所　建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区上平間1183番地ほか６箇所

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３月５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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度　生田浄水場ほか１箇所　建物清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）ほか１箇所

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３月５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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度加瀬水処理センターほか清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22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３月５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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度入江崎水処理センターほか清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１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。
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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３月５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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度事業場下水分析業務委託

履行場所 川崎市公共下水道処理区域内

履行期限 平成31年４月１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。

⑷ 　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。

⑸ 　平成16年４月１日以降に国又は地方公共団体等が発注した、事業場下水分析の元請履行完了実

績を有すること。

⑹ 　計量法に基づく計量証明事業「濃度（水質）」に登録していること。

⑺ 　業務責任者及び主任技術者を各１名配置できること。また、主任技術者は環境計量士として登

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３月５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。
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（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター実施設計委託その42

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

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 　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」に登載されている者。

⑷ 　平成15年４月１日以降において、下水処理場（全体計画水量・晴天時日最大：100,000ｍ３／日

以上）における、沈砂池設備の実施設計業務（新設、増設又は更新）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、業務責任者及び照査技術者は兼務不可とする。

　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（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３月５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」を御覧下さい。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度　長沢浄水場ほか３箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）ほか３箇所

履行期限 平成31年４月１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「その他業務」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

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 　一般廃棄物収集運搬許可を有していること。

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３月５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

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１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工水３号配水支管布設替に伴う800㎜～ 600㎜不断水分岐管製作及び設置工事

履行場所 自：川崎区池上新町３－５先　至：川崎区夜光３－３－３先

履行期限 契約の日から330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業種「鋼構造物」種目「その他の鋼構造物」

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。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。

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、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。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11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。

川崎市上下水道局公告第14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

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生１丁目300mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区菅生２－11－９先

至：宮前区初山１－27－21先　ほか１件

履行期限 契約の日から275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３月11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「鷺沼１丁目200mm－100mm配水管布設替工事」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、「鷺沼１丁目200mm－100mm配水管布設替工事」の順に行います。

　⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「鷺沼１丁目200mm－100mm配水管布設替工事」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。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鷺沼１丁目200mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区鷺沼１－22－７先

至：宮前区鷺沼１－18－１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３月11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「菅生１丁目300mm－75mm配水管布設替工事」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、「菅生１丁目300mm－75mm配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「菅生１丁目300mm－75mm配水管布設替工事」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。



（第1,765号）平成31年(2019年)２月25日 川 崎 市 公 報

－898－

（案件４）

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緊急補修第１号工事

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11月22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「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32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 　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３月11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

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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度南部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 平成31年４月１日までから平成31年９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「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ｂ」

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３月11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

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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度西部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

履行場所 川崎市宮前区地内

履行期限 平成31年４月１日までから平成31年９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「下水管きょ」種目「下水道開削」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。

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

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３月５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
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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

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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成31年度北部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期限 平成31年４月１日までから平成31年９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「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32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 　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３月５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

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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交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第11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１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

　　　一般整備部品（タイヤ・クロスチェーン）

　⑵ 　履行場所

　　　鷲ヶ峰営業所整備係

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　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】有資格業者名簿に、業種「自動車」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。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２月１日から平成31年２月８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14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　桜庭

　　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。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月21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。

　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。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第12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１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

　　　半袖ワイシャツ（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　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 　購入物品の特質及び予定数量

　　　仕様書のとおり

　　　注 ）予定数量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 　入札参加資格の資格

　 　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「衣料用品」、種目「衣

服」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 　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 　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

　　　※ 　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」からダウンロード

してください。

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月１日から平成31年２月８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により所定の書類を提出した者には、入札説明書

を無料で交付します。

 ※ 　入札説明書は３⑵の期間中に市バスホームページ

内「入札情報」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14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

　　企画管理部労務担当　田中

　　電話　044－200－3230

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着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21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。
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　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13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１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

　　　男性夏ズボン（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　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 　購入物品の特質及び予定数量

　　　仕様書のとおり

　　　注 ）予定数量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 　入札参加資格の資格

　 　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「衣料用品」、種目「衣

服」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 　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 　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

　　　※ 　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」からダウンロード

してください。

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月１日から平成31年２月８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により所定の書類を提出した者には、入札説明書

を無料で交付します。

　※ 　入札説明書は３⑵の期間中に市バスホームページ

内「入札情報」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14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

　　企画管理部労務担当　田中

　　電話　044－200－3230

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着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21日　午前11時30分
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　　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

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14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４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

　　　自動車電装部品（ナブテスコサービス製）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 　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「自

動車用品」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２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月13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

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

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。

　　 　入札に当っては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２月20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 　入札書及び明細書の提出方法

　　　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15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４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

　　　自動車電装部品（三菱電機製）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 　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」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車用品」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
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ドできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月13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

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

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。

　　 　入札に当っては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２月20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 　入札書及び明細書の提出方法

　　　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16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４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

　　　自動車電装部品（澤藤電機製）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
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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 　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「自

動車用品」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２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月13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

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

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。

　　 　入札に当っては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２月20日　午前10時40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 　入札書及び明細書の提出方法

　　　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
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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17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４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

　　　自動車電装部品（オルタネータコイル修理品）

　　　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 　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「自

動車用品」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」からダウンロード

もできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月13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

　　 　品名・品番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20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 　入札書及び明細書の提出方法

　　　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
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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18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４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

　　　バッテリ（210Ｈ52・75Ｄ23Ｒ）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

「自動車用品」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２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月13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20日　午前11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
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　　　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定

め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19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４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

　　　エアードライヤー（ＤＵ－５）修理（単価契約）

　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 　調達案件の特質等

　　　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 　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「自

動車修理」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、当該作業を確実に履

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」のホームページか

らもダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月18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。
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８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　修理１個当たりの単価で行います。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25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20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４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

　　　倍力装置、ブレーキ・バルブ修理（単価契約）

　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 　調達案件の特質等

　　　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 　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」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」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、当該作業を確実に履

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」のホームページか

らもダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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。
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　 　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２月18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25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21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４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

　　　デンソー製冷房機器修理（単価契約）

　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 　調達案件の特質等

　　　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 　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」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」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、当該作業を確実に履

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
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　　　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２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月18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

　　 　修理工賃１時間当たりの単価で行います。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25日　午前10時40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22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４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

　　　サプライポンプ（デンソー製）修理（単価契約）

　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 　調達案件の特質等

　　　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
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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「自動車」、種目「自

動車修理」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、当該作業を確実に履

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２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月18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。

　　 　入札に当っては、入札書及び単価表を提出してく

ださい。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２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

　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。

　　　───────────────────
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川崎市交通局公告第23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４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

　　　インジェクター（デンソー製）修理（単価契約）

　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 　調達案件の特質等

　　　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 　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」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」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、当該作業を確実に履

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２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月18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　桜庭

　　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。

　　 　入札に当っては、入札書及び単価表を提出してく

ださい。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年２月25日　午前11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
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　　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24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４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

　　　デンソー部品購入（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 　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「自

動車用品」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２月４日から平成31年２月12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、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　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２月18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

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

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。

　　 　入札に当っては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所
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　　ア 　日　時　平成31年２月25日　午前11時40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 　入札書及び明細書の提出方法

　　　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25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13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

　　　 川崎駅東口、登戸駅、カリタス学園及び宿河原交

差点車両誘導業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎駅東口、登戸駅、カリタス学園及び宿河原交

差点

　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「警備」、種目「人的警備」及び「駐車

場管理」、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。

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２月13日から平成31年２月20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　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

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。
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　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３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 　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。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第26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13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

　　　鷲ヶ峰営業所構内及び溝口駅南口車両誘導業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　鷲ヶ峰営業所構内及び溝口駅南口

　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「警備」、種目「人的警備」及び「駐車

場管理」、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。

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２月13日から平成31年２月20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　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

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３月４日　午前10時30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 　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。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第27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13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

　　　菅生営業所入庫口車両誘導業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　菅生営業所入庫口

　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「警備」、種目「人的警備」及び「駐車

場管理」、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。

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
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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２月13日から平成31年２月20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　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

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３月４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 　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28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13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

　　　上作延停留所・上作団地前停留所料金収受業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　上作延停留所及び上作団地前停留所

　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

　　　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
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簿に、業種「警備」、種目「人的警備」、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。

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２月13日から平成31年２月20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　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

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３月４日　午前11時30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 　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29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13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

　　　家具一式（塩浜営業所・鷲ヶ峰営業所・菅生営業所）

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所・鷲ヶ峰営業所・菅生営業所

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書のとおり
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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】有資格業者名簿に、業種「家具・装飾」、種目

「木工家具」、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 　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。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２月13日から平成31年２月20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

　　自動車部管理課　管理担当　関口

　　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、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３月４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。

　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30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14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
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　⑴ 　件名

　　　車体及びシート修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　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 　調達案件の特質等

　　　仕様書のとおり

２ 　入札参加資格の資格

　 　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年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿に、業種「自動車」のラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」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、当該案件を確実に履

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。

　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２月14日から平成31年２月21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２月26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 　仕様等に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　担当　桜庭

　　電話　044－200－3240

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

　　 　作業１時間当たりの単価で行います。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３月５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
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（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31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14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

　　　シートモケット購入（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　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 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　入札参加者の資格

　 　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年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿に、業種「自動車」のラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車用品」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」からダウンロード

してください。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月14日から平成31年２月21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３⑵の期間中に市バスホームページ

内「入札情報」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26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 　仕様等に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　担当　桜庭

　　電話　044－200－3240

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

　　 　品目ごとの１平方メー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、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３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。
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　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32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14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

　　　ラジエータ修理（単価契約）

　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 　調達案件の特質等

　　　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 　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「自

動車修理」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、当該作業を確実に履

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２月14日から平成31年２月21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２月27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

　　 　品目ごとの単価の合計額で行います。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。
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　　 　入札に当っては、入札書及びラジエータ修理単価

表を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年３月６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33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14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

　　　自動車部品機械加工（単価契約）

　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 　調達案件の特質等

　　　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 　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「自

動車修理」又は「その他」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、当該作業を確実に履

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２月14日から平成31年２月21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２月27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
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　　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

　　 　品目ごとの単価の合計額で行います。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。

　　 　入札に当っては、入札書及び自動車部品機械加工

単価表を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年３月６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34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14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

　　　クラッチディスク購入（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 　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「自

動車用品」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



（第1,765号）平成31年(2019年)２月25日 川 崎 市 公 報

－928－

　　 　平成31年２月14日から平成31年２月21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２月27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３月６日　午前10時40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２月14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

　　　車体部品（西鉄車体技術製）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 　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「自

動車用品」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
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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」からダウンロード

もできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年２月14日から平成31年２月21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２月27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

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

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。

　　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して

ください。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年３月６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 　入札書及び明細書の提出方法

　　　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。
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病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第５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

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。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院昇降機設備等保守業務委託

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　「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 現場視察を行い、現場からの許可を得ること。

競争参加の申込 平成31年２月12日から平成31年２月19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。現

場視察は平成31年２月19日午後４時までとしますが、現場の日程の都合もありますので、早め

に日程調整を行ってください。まず現場視察を行いたい方は下記の担当にご連絡ください。

病院局経営企画室契約担当　小林（044－200－3857）

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月25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。

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

川崎市病院局公告第６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２月12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
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　　 　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。

　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
川崎市立病院で使用する医療用ガスの調達　計12案件

（基本単価契約）

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　「薬品」

種　目　「ガス」

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２月12日から平成31年２月22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３月４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。

そ の 他
１ 　入札は仕様書の案件ごとに行い、案件番号は仕様書に準じます。

２ 　入札は１案件ごとに行い、１案件ごとに落札者を決定します。

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



川 崎 市 公 報 （第1,765号）平成31年(2019年)２月25日

－933－

川崎市病院局公告第７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29・30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

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。
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競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院防火設備点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号　（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　「施設維持管理」

種　　　目　「消火設備保守点検」

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２月12日から平成31年２月19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25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８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２月12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。

　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。
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　　　 　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超広角走査レーザー検眼鏡の調達

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２月12日から平成31年２月19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25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検診台（泌尿器科）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２月12日から平成31年２月19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25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赤ちゃん連れ去り警報システムの調達

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」

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２月12日から平成31年２月19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25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 川崎病院で使用する食器浸漬機の調達

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　「厨房機器」

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２月12日から平成31年２月19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25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５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する超音波画像診断装置・腹腔鏡下手術用探触子の調達

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２月12日から平成31年２月19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25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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川崎市病院局公告第９号

　　　入　　札　　公　　告

　工事請負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13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。

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下

「建築契約係」といいます。）

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　明治安田生命ビル13階　電話044‐200‐2100

　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

程は、建築契約係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、閉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

た期間に建築契約係窓口で受付けます。

　　イ 　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 ）川崎市病院局契約規程第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 　入札及び開札について

　　ア 　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま

た、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。

　　　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）

　　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、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま

す。

　　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。

　⑹ 　契約の締結について

　　 　契約書の作成を必要とします。詳細については、

各案件の「一般競争入札のお知らせ」を御覧くださ

い。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院排気設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号

履行期限 契約の日から平成31年10月18日まで

競 争 参 加 資 格
名 簿 の

登　 録

⑴ 　川崎市病院局契約規程第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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競 争 参 加 資 格
名 簿 の

登　 録

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「空調・衛生」種目「空

気調和設備」ランク「Ａ」又は「Ｂ」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。

競争参加の申込 平成31年２月19日（火）まで受付けます。

現 場 説 明 会 公表しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 免除とします。

場 所 設定します。

予 定 価 格 平成31年３月７日（木）必着

最 低 制 限 価 格 平成31年３月11日（月）午後３時30分

教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第１号

　川崎市学校運営協議会規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　平成31年２月８日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市学校運営協議会規則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市学校運営協議会規則（平成18年川崎市教育委員

会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「定める」

を「定めるものとする」に改める。

　第２条の見出しを「（目的）」に改め、同条中「に関し

て川崎市教育委員会（以下「教育委員会」」を「及び当

該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教

育委員会（以下「委員会」」に、「及び地域住民」を「、

地域住民等」に、「の促進や連携強化を進める」を「並

びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協

力を促進する」に改め、「地域住民等と」の次に「の間の」

を加え、「一体となって」を「並びに」に、「や児童生徒」

を「並びに児童及び生徒」に改める。

　第３条の見出しを「（設置）」に改め、同条第１項中「教

育委員会」を「委員会」に、「趣旨が達成できると認め

る場合には、協議会」を「目的を達成するため、学校ご

とに協議会」に、「置く学校を指定することができる」

を「設置するものとする」に改め、同項に次のただし書

を加える。

　 　ただし、委員会が２以上の学校の運営に関し相互に

密接な連携を図る必要があると認める場合には、２以

上の学校について１の協議会を設置することができる。

　第３条第３項を削り、同条第２項中「教育委員会」を

「委員会」に、「前項の指定を行おうとするときは、指

定しよう」を「協議会の設置に当たっては、設置しよう」

に、「踏まえ、前項の指定を行う」を「踏まえる」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。

２ 　委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会が

その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議す

る学校（以下「対象学校」という。）を明示し、当該

対象学校に通知するものとする。

　第４条の見出しを「（基本的な方針の承認）」に改め、

同条第１項中「第３条第１項の指定を受けた学校（以下

「指定学校」という。）」を「対象学校」に改め、「の各号」

を削り、同条第２項中「指定学校」を「対象学校」に、

「において」を「の規定により」に改める。

　第５条の見出し中「申し出」を「申出」に改め、同条

第１項中「当該指定学校の運営全般」を「対象学校の運

営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）」に、「教

育委員会」を「委員会」に改め、同条第２項中「当該指

定学校」を「第２条の目的を踏まえ、対象学校」に、「関

する」を「関して別に定める」に、「教育委員会」を「、

委員会」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 　協議会は、前２項の規定により委員会に対して意見

を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を
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聴取するものとする。

　第19条を削る。

　第18条の見出しを「（運営に必要な事項）」に改め、同

条中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第19条

とする。

　第17条を削る。

　第16条第１項中「教育委員会」を「委員会」に改め、

同項第１号中「第７条」を「第10条」に改め、同項第３

号中「、解任」を「解任」に改め、同条第２項及び第３

項中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第18条

とする。

　第15条を削る。

　第14条の見出しを「（適正な運営確保のために必要な

措置等）」に改め、同条第１項中「教育委員会」を「委

員会」に、「行う」を「行うとともに、協議会の運営が

適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生

じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協

議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ず

る」に改め、同条第２項中「教育委員会及び当該指定学

校」を「委員会及び対象学校」に改め、同条を第17条と

する。

　第13条中「教育委員会は、委員に対して」を「委員会

は」に改め、「並びに」を削り、「正しい理解を得るため」

を「委員が正しく理解するために」に改め、同条を第16

条とする。

　第12条第１項を次のように改める。

　 　協議会の会議は、公開とする。ただし、特に必要と

認めるときは、協議会に諮った上で非公開とすること

ができる。

　第12条第２項中「、会長」を「会長」に改め、同条を

第15条とする。

　第11条第１項中「議事をつかさどる」を「会長がその

会議の議長となる」に改め、同条第３項中「出席委員」

を「出席した委員」に、「会長」を「、議長」に改め、

同条第４項中「議決事項について、利害」を「前項の規

定による決議について特別の利害関係」に、「当該議決

事項に関して議決権を有しない」を「議決に加わること

ができない」に改め、同条を第14条とする。

　第10条第１項中「当該指定学校」を「対象学校」に、

「会長と」を「、会長と」に改め、同条第２項中「協議

会」を「、協議会」に改め、同条第３項中「又は」を「、

又は会長が」に改め、同条を第13条とする。

　第９条を第12条とする。

　第８条第１項中「任命の日の属する年度の翌々年度」

を「、任命された日から当該日の属する年度」に改め、

同条第２項中「第６条第２項」を「第９条第３項の規定」

に改め、同条第３項を削り、同条を第11条とする。

　第７条第２項中「の各号」を削り、同項第３号中「、

協議会及び指定学校」を「協議会及び対象学校」に、「き

たす」を「来す」に改め、同条を第10条とする。

　第６条第１項中「次の各号に」を「、次に」に、「教

育委員会が任命する」を「委員会が任命する」に改め、

同項第６号中「、教育委員会」を「委員会」に改め、同

号を同項第７号とし、同項中第５号を第６号とし、同項

第４号中「当該指定学校」を「対象学校」に改め、同号

を同項第５号とし、同項第３号中「当該指定学校」を「対

象学校」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の

次に次の１号を加える。

　⑶ 　対象学校の運営に資する活動を行う者

　 　第６条中第３項を第４項とし、同条第２項中「教育

委員会は速やかに」を「委員会は、速やかに」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を

加える。

２ 　対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見

を委員会に申し出ることができる。

　　　第６条を第９条とする。

　　第５条の次に次の３条を加える。

　（運営に関する評価）

第 ６条　協議会は、対象学校の運営状況等について毎年

度１回以上の評価を行うものとする。

　（住民の参画等促進のための情報提供）

第 ７条　協議会は、第４条の規定により承認した基本的

な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要

な支援に関し、保護者、地域住民等の理解を深めると

ともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推

進に資するため、これらの者に対して、対象学校の運

営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に

関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

　（児童又は生徒の意見の聴取）

第 ８条　協議会は、必要と認めるときは、対象学校の児

童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合

において、当該児童又は生徒の発達段階に応じ、必要

な配慮をしなければならない。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この規則の施行の際現に改正前の規則第３条第１項

の規定により指定された学校運営協議会（以下「旧協

議会」という。）は、この規則の施行の日（以下「施

行日」という。）に改正後の規則（以下「新規則」と

いう。）第３条第１項の規定により設置されたものと

みなす。

３ 　この規則の施行の際現に旧協議会の委員である者

は、施行日に新規則第９条第１項の規定により学校運

営協議会の委員として任命されたものとみなす。この
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場合において、その任命されたものとみなされる者の

任期は、新規則第11条第１項の規定にかかわらず、施

行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間

と同一の期間とする。

　 　（川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関

する規則の一部改正）

４ 　川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則（昭和41年川崎市教育委員会規則第12号）の一

部を次のように改正する。

　 　第４条第１項第５号中「（平成18年教育委員会規則

第２号）第６条第１項第３号及び第４号」を「（平成

18年川崎市教育委員会規則第２号）第９条第１項第４

号及び第５号」に改める。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第３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２月１日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　日　時　　平成31年２月８日（金）９時30分から

２ 　場　所　　教育文化会館　第５会議室

３ 　議　事

　　　議案第63号　川崎市教員育成指標について

　　　議案第64号　 「川崎大師引声念仏・双盤念仏」の

川崎市重要習俗技芸の指定について

　　　議案第65号　 川崎市学校運営協議会規則の一部を

改正する規則の制定について

　　　議案第66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 　請願審議

　　　請願第１号　 市民の請願に対して誠意ある対応を

求める請願について

５ 　その他報告等

　　　───────────────────

川崎市教育委員会告示第４号

　次の名称の公印を改刻しましたので、告示します。

　　平成31年２月４日

 川崎市教育委員会教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　川崎市立田島中学校長印

　⑴ 　使用開始日　　　　平成31年１月29日

　⑵ 　ひな形番号　　　　30

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21ミリメートル

　⑸ 　保管場所及び個数　川崎市立田島中学校　１個

　⑹ 　印　　　影

　　　───────────────────

川崎市教育委員会告示第５号

　　平成31年２月１日川崎市教育委員会告示第３号につ

きまして、次のとおり議事を削除いたします。

　　平成31年２月７日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１．日　時　　平成31年２月８日（金）９時30分から

２．場　所　　教育文化会館　第５会議室

３．削除する議事事項

　　　　議案第66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

　　　───────────────────

川崎市教育委員会告示第６号

　川崎市文化財保護条例（昭和34年川崎市条例第24号）

第２条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり川崎市

重要習俗技芸の指定を行ったので、同条例第７条の規定

に基づき告示する。

　　平成31年２月８日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

名　称 保存団体 所　在　地

川 崎 大 師 引 声 念

仏・双盤念仏

川崎大師双盤講 川崎市川崎区大師

町４番48号

人 事 委 員 会 公 告

川崎市人事委員会公告第１号

　　　平成31年度身体障害者を対象とした川崎市

　　　職員採用選考（第１回）の実施について

　平成31年度身体障害者を対象とした川崎市職員採用選

考（第１回）を次のとおり行います。

　　平成31年２月５日

 川崎市人事委員会

 委員長　魚　津　利　興　　



川 崎 市 公 報 （第1,765号）平成31年(2019年)２月25日

－941－

 

 

 

 
 

平成３１年度 

身体障害者を対象とした 

川崎市職員採用選考案内 (第１回) 
ああああああああああああああああああああああ 

川崎市人事委員会

 
《主な日程》 

申 込 受 付 期 間

【電子申請】 平成 31 年 2 月 5 日 （火） 午前 9 時 ～ 
【電子申請】 平成 31 年 2 月 27 日 （水） 午後 5 時 (受信有効) 
 
【郵郵送送】 平成 31 年 2 月 5 日 （火） ～ 

平成 31 年 2 月 25 日 （月） (消印有効) 

申 込 方 法 電子申請又は郵送 

受 験 票 等 発 行 平成 31 年 3 月 22 日 (金) (予定) 

選 考 日

平成 31 年 4 月 6 日 (土)  【 教養試験  ・ 作文試験 】 

平成 31 年 4 月 6 日（土）、12 日（金）又は 13 日（土）のうち指定する１日 
【面接試験】 

合 格 発 表 日 平成 31 年 4 月 18 日（木）午前 10 時（予定）  

 
《問い合わせ先》 川崎市人事委員会事務局任用課 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

電話：044-200-3343  FAX：044-222-6449 

「川崎市職員採用案内」ホームページアドレス 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/61-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html   

川崎市人事委員会 Twitter  

＜＠kawasaki_saiyou＞https://twitter.com/kawasaki_saiyou 

※災害等により選考日程を変更する場合は、川崎市人事委員会 Twitter でお知らせします。 

※川崎市職員採用選考は、皆さまの申込によって選考の準備が進められ、経費は、市民の方に納めていただいた税金が使

われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、選考の申込をした人は、必ず受験するようお願いします。 

※点字による受験ができます（詳しくはＰ．５「◎ 受験上の配慮を希望する人へ」を参照してください。）. 

※合格者は、原則として平成３１（２０１９）年６月１日以降に採用されます。 
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１ 選考区分・職務概要・採用予定人員 

選考区分 主な職務概要 
採用予定
人   員

行 政 事 務 
本庁各局や区役所等で、市政のあらゆる分野における計画策定、施策立案、事
業実施、窓口応対などの行政事務に従事します。 １０名程度

(注) 
1 採用予定人員は、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 
2 交替制勤務を要する職場に配属されることもあります。 
 

２ 受験資格 

次の要件を全て満たす人 
(1) 昭和 60 年 4 月 2 日から平成 13 年 4 月 1 日までに生まれた人 
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている人 

※受験資格にかかわらず、地方公務員法 16 条により、次に該当する人は受験できません。 
1 成年被後見人、被保佐人（※） 
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 
3 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない人 
4 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第 60 条から第 63 条までに規定する罪を

犯し刑に処せられた者 
5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
※ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第 3 条第 3 項の規定により、従前の例による

こととされる者を含む。 
 
３ 選考日時・選考科目・選考内容・会場・合格発表 

選考日時 
選考

科目
選考内容 会場 合格発表

４月６日(土) 

 

集合時刻 

午前８時３０分 

教養 
試験 

【50 問 120 分】 
○公務員として必要な一般教養に関す

る択一式筆記試験です。 
社会（法律、政治、経済、社会） 
人文（世界史、日本史、地理、国語） 
自然（数学、物理、化学、生物、地学） 
文章理解（現代文、古文、英語） 
判断推理、数的推理、資料解釈 

川崎市役所第４庁舎 
（川崎市川崎区宮本町3-3）

４月１８日
(木) 

午前１０時
（予定） 作文 

試験 

【800 字以上、1,000 字以内 60 分】 
○与えられた課題について、理解力、

論理性、表現力などを評価します。 
※作文試験は、教養試験の結果により

採点されない場合があります。 

４月６日(土)、１２日(金)、 

１３日(土)のうち指定する日

※詳細は３月２２日(金)(予定)

に文書で通知します。 

面接 
試験 

【30 分程度】 
個別面接(3 対1)を行い、人物的な側面、
仕事に対する意欲・適性、コミュニケーシ
ョン能力などを評価します。 

 (注) 
1 受験に際しては、申込整理票及び受験票（郵送申込の場合は受験票のみ）、ＨＢの鉛筆又はシャープペンシル、

消しゴム、身体障害者手帳を持参してください。 
2 選考会場への自動車の乗り入れは、自動車でなければ選考会場に来られない方だけにしてください。選考会場

の駐車場の利用を希望される方は、申込書の裏面に記載してください。 
3 合格発表は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に合格者の受験番号を掲載します。 
4 合格者には、合格発表日に文書で通知を発送します。なお、郵便事情などにより延着、不着となる場合もあります

ので、合否はホームページで必ず確認してください。 
5 合格者は、各選考科目の結果を総合して決定します。ただし、いずれかの科目において一定の基準に達しない

場合は、他の科目の成績にかかわらず不合格となります。 
6 教養試験の問題例及び作文試験の過去の出題例については、Ｐ．5「9 その他」を参照してください。 
7 「面接カード」3 部(うち、2 部は原本をコピーしたもの)を４月１日(月)(消印有効)までに提出していただきます。 

※「面接カード」の様式は、３月２２日（金）（予定）に申込者に発送しますので、３月２６日（火）までに届かない場合
は、人事委員会事務局任用課(044-200-3343)まで御連絡ください。 
また、「面接カード」に貼付するカラー写真（縦 4cm×横 3 cm）３枚が必要となります。 

-2-
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４ 合格から採用まで 
(1) 合格者は、川崎市人事委員会が作成する選考合格者名簿に登載され、川崎市の各任命権者(市長等)からの請求

に応じて提示されます。なお、名簿の有効期間は、原則として名簿確定の日から 1 年間です。 
(2) 名簿に登載された方は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合等を除き、

原則として平成３１（２０１９）年６月１日以降に採用されます。 
(3) 受験資格がないことや、「申込内容」、「面接カード」等の提出書類の記載事項に虚偽又は不正があることが判明

した場合は、選考合格者名簿から削除します。 
(4) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 
 

５ 配置等 
採用後の配置、異動、昇任等は、計画的な人材育成や能力開発の観点から、本人の意向やキャリア観を重視するとともに、
能力・実績に基づいた適材適所の人事配置を基本方針として行われています（日本国籍を有しない人の配置、異動、昇
任等は、「外国籍職員の任用に関する運用規程」に基づいた任用が行われます。）。 

 
◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 

「外国籍職員の任用に関する運用規程」では、外国籍の職員は、「公権力の行使」に該当しない職務又は「公の意思形成
への参画」に該当しない職（ラインの課長級以上の職を除く全ての職）に任用され、これらに関わる職員数はおおむね８割
に当たるものであり、この中で、国籍に関わりなく職員の配置、異動、昇任等を行っていく旨の規定がなされています。 

 

参考１ 職務の概要（代表例） 

選考区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

行政事務 
情報化の推進、産業の振興、区政推進、区民相談 
市民文化、スポーツの振興、水道、交通などの公営事業

市税等の賦課、滞納処分、生活保護の決定 

 

参考２ 昇任モデル 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒ 

課
長
補
佐 

⇒ 

課長級

⇒

部長級 

⇒

局長級

☆○ ☆○ ☆○

課 

長 

担
当
課
長 

部 

長 

担
当
部
長 

局 

長 

担
当
理
事

 
 

※１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

※２ 係長級への昇任は、係長昇任選考を実施しており、合格すると３３歳（最短）で係長級に昇任します。 

 

６ 給与等 
(1) 給与(初任給) 
   平成 31 年 2 月 1 日現在の給与は次のとおりです。ただし、条例等の改正により、変更されることがあります。 

学歴 
初任給 

(地域手当を含む)
その他の手当など 

大 学 院 
修士課程修了者 

２２２，６０４円 ① 初任給については、学校卒業後の職歴等がある方は、一定の基準に基づ
いて、左記の金額に加算されます。 
 

② この他に、期末・勤勉手当(4.45 月分)が支給されます。また、支給要件に該
当する方には、通勤手当(1箇月あたり最高55,000円)、扶養手当、住居手当
(1 箇月あたり最高 22,500 円)等の諸手当が支給されます。 

大 学 卒 ２０５，２０４円 

短 大 卒 １７９，２２０円 
高 校 卒 １６５，８８０円 

 
(2)勤務時間及び休暇等 
①勤務時間 

原則として、月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(休憩時間１時間を含む。) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
③ 休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
③休暇等 

年次有給休暇(年間 20 日間)のほか、夏季(5 日間)・結婚・出産・忌引・子の看護・男性職員の育児参加・短期介護などの特別
休暇があります。また育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇などもあります。 

      
※上記の内容は、平成 31 年 2 月 1 日現在のものであり、変更される場合があります。 
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７ 個人別成績情報の提供 
この選考で不合格となった方に対し、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただし、申出は次の手順に

限ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手順 

不合格者 
総合順位及び総合得点 

(1,000 点満点) 

提供希望者は、最終合格発表日から１箇月以内(消印有効)に、下記①～
③を次の住所に郵送してください。 
①個人別成績に関する情報提供申出書（ホームページからダウンロード

〈最終合格発表日から 1 箇月間掲載〉） 
②受験票 
③返信用封筒（82 円切手を貼り、宛先を明記した定型封筒） 
 
《申出書郵送先》 

〒210-0006 

川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

川崎市人事委員会事務局任用課 
 
※個人別成績情報は、平成 31(2019)年 5 月下旬以降に発送します。 

 

８ 受験手続 

受験申込は、電子申請【インターネット】又は郵送で行ってください。 

(1)電子申請（インターネット）による申込方法（推奨） 

ホームページ「川崎市職員採用案内」→「川崎市職員採用試験・選考情報」→「身体障害者を対象とした川崎市職員

採用選考」→「電子申請による採用試験申込方法（身体障害者を対象とした採用選考）」と進み、詳しい申込方法を

確認してから申込手続きを行ってください。 

 

申込受付期間 

平成３１年２月５日(火) 午前９時 ～ ２月２７日(水) 午後５時 (受信有効) 
※申込締切日はアクセスが集中し、サイトにつながらない、又は表示に時間がかかる等の現象が起こること

があります。また、使用するパソコンや通信回線上の障害等にトラブルについては、一切責任を負いかね
ますので、期限までに余裕を持ってお申込ください。 

申 込 手 順 

(1)「ネット窓口かわさき(電子申請サービス)」の利用者登録を行う(登録済みの方は(2)へ) 
ネット窓口かわさき(電子申請サービス)の利用者登録の手順は、ホームページに掲載してある「川崎市職
員採用選考・電子申請マニュアル(利用者登録編)」を御確認ください。 
【重要①】 利用者登録の際に取得した「ID」と「パスワード」は忘れないよう必ず控えておいてください。

「ID」と「パスワード」を忘れてしまうと、申込や申込整理票・受験票のダウンロードができなくな
ります。 

【重要②】 利用者登録の際の入力項目に、「審査結果通知」及び「到達メール」の受け取りを希望するか
どうかの項目がありますが、必ず「希望する」を選択してください。 

 
(2)電子申請により受験申込を行う 

ネット窓口かわさきの利用者登録が完了後、ホームページ「電子申請による採用試験申込方法（身体障害
者を対象とした採用選考）」の下段にある「電子申請する」ボタンを選択し、画面表示にしたがって採用選
考の申込を行ってください。申込の手順は、ホームページに掲載してある「川崎市職員採用選考・電子申
請マニュアル(申請編)」を御確認ください。 
⇒申込手続きが完了すると、ネット窓口かわさきの利用者登録の際に登録したメールアドレスに、１時間

以内に申請到達メールが送信されますので確認してください(申込完了後、1時間経過しても申請到達
メールが届かない場合は、必ず人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡ください。)。 

 
(3)申込内容の審査 

川崎市人事委員会が、申込内容を審査します。 
※申込内容確認のため、電話連絡することがあります。連絡が取れない場合、申込を受け付けできない場

合がありますので、受験申込の際の連絡先の入力は、誤りのないよう、また、確実に連絡が取れる連絡
先を入力してください。 

(4)審査結果の通知 
申込内容等に不備がなく、審査が終了すると、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルへ審査結果
が通知されますので必ず確認してください(受験申込日から２日程度(土曜日・日曜日・祝日は除く。)過ぎ
ても、審査結果通知が届かない場合は、必ず人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡ください。)。 

申込整理票と 
受験票の印刷 

３月２２日(金)(予定)に「申込整理票」と「受験票」を、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルに送信
しますので、ダウンロードして、それぞれ片面印刷(A4サイズ)してください。「申込整理票」には、カラー
写真(縦4cm×横3cm、裏面に氏名と試験区分を記入)の貼り付けと署名をしてください。 
選考当日、写真を貼り付け、署名した「申込整理票」と「受験票」を必ず持参してください。 
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(2)郵送による申込方法（持参による受付は行いません。） 

申込受付期間 
平成３１年２月５日(火)  ～ ２月２５日(月) (消印有効) 
※申込受付期間後の申込は受理いたしませんので、御注意ください。 

申 込 方 法 
封筒の表に「身体障害者採用選考申込」と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。 
※ 封筒は、申込書を折らずに入れることのできる角形２号を使用してください。 
※ 簡易書留以外の郵便事故については、一切責任を負いません。 

申 込 書 の 
郵 送 先 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階  
川崎市人事委員会事務局任用課 

提 出 書 類 

カラー写真（縦４cm×横３cm）を貼った申込書１通 
(1) 申込書に必要事項を記入し、署名欄は必ず自書してください（点字受験者は代筆可）。 
(2) 写真は、裏面に氏名を記入し、申込書に貼ってください。  
※ ホームページ「川崎市職員採用案内」から申込書を印刷する際は、必ず両面印刷するようにしてくだ

さい。 

受験票の交付 

３月２２日(金)(予定)に「受験票」を、本人宛てに郵送しますので、選考当日必ず持参してください。 
なお、３月２６日（火）までに受験票が到着しない場合には、人事委員会事務局任用課まで電話で
御連絡ください。 

 

◎ 受験上の配慮を希望する人へ 
(1) この選考については、希望により点字による受験ができます。点字による受験を希望する人は、電子申請の際に

「１ 希望する」を選択（郵送申込の場合は申込書の点字受験欄に○印を記入）の上、お申し込みください。 
(2) 選考当日、補装具等の持込みを希望する人、手話通訳者を必要とする人、車椅子を使用する人、その他受験に

際して特に配慮を希望する人は、電子申請の際にコード選択又は入力（郵送申込の場合は申込書の裏面に必
ず必要事項を記入）してください。 

 

９ その他 
(1) 教養試験の問題例及び作文試験の過去問題をホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しています。インタ

ーネットを利用できない場合は、返信用封筒（82円切手を貼り、宛先を明記した定形封筒）及び身体障害者採用
選考の問題例等を請求する旨を書いたメモを同封し、次の住所宛て請求してください。印刷したものを送付しま
す。 
〒210-0006 川崎市川崎区砂子１-7-4 砂子平沼ビル4階 川崎市人事委員会事務局任用課 

(2) 受験に際して市が収集する個人情報は、採用選考及び採用手続きにのみ使用します。 
 
 
◎ 前年度実施結果（参考） 
 
平成30年度身体障害者を対象とした採用選考 (第１回) 実施結果 

選考区分 
採用予定人員

(名程度) 
申込者数 

(人) 
受験者数 

(人) 
最終合格者数 

 (人) 
競争倍率(倍)

行 政 事 務 ５名程度 １７ １３ ４ ３．３ 

 
平成30年度身体障害者を対象とした採用選考 (第２回) 実施結果 

選考区分 
採用予定人員

(名程度) 
申込者数 

(人) 
受験者数 

(人) 
最終合格者数 

(人) 
競争倍率(倍)

行 政 事 務 １０名程度 ２４ ２０ ５ ４．０ 
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《申込書記入方法》 
申込書は、記入例をよく見てボールペンで間違いのないようにはっきりと記入してください。コード番号は下のコード表を

見て記入してください。 

 

① 性別：該当する性別を○で囲んでください。 

② 生年月日：１桁の数字の場合は１０の位に０を記入し、(  )内には西暦を記入してください。 

         （記入例）平成８年(１９９６年)１月１６日生まれ 

③ 年齢：平成３１（２０１９）年６月１日時点の年齢を記入してください。 

（記入例）２３歳 

④ 氏名：カタカナは、濁点「゛」、半濁点「゜」も同一マス内に記入してください。 

⑤ 受験票・合格通知等送付先：受験票及び通知等の発送時に利用しますので、正確に記入してください。現住所と異な

る場合は、現住所も記入してください。 

⑥ 電話番号：電話番号を必ず記入してください。緊急連絡先は、申込内容に関する確認のため連絡することがありますの

で、平日の昼間に確実に連絡の取れるところ（伝言を頼めるところを含む。）を記入してください。なお、連絡

が取れない場合は、受験できないことがあります。 

⑦ 学歴：最終のものから順に記入してください。区分はコード表を見て記入してください。 

※１ 卒業見込は、平成３２（２０２０）年３月までに卒業を予定している場合に限ります。 

※２ 中途退学の場合は学歴に含めません。 

※３ 専修学校、各種学校等の場合については、２年以上のものを記入してください。 

（記入例）○○大学法学部法律学科に平成２６年４月に入学し、平成３０年３月に卒業、 

△△高校普通科を平成２３年４月に入学し、平成２６年３月に卒業した場合 

⑧ アンケート：次のアンケートは、今後の職員採用の広報等の参考としますので、御協力をお願いします。回答はコード

表を見て記入してください。なお、このアンケートは合否には一切関係ありません。 

(ｱ) アンケート１：この選考があることをどの方法で知りましたか。（複数回答可） 

             （記入例）学校と川崎市ホームページ 

(ｲ) アンケート２：他の公務員、民間企業等への併願状況（予定を含む。）について、川崎市を除いた志望順に左から

記入してください。 

             （記入例）第１志望：国家公務員、第２志望：民間企業 

⑨ 点字受験：点字受験を希望する場合、○印を記入してください。 

⑩ 身体障害者手帳：手帳の記載内容を記入してください。障害名は、手帳の記載どおりに記入してください。障害区分は、

主な障害についてコード表を見て記入してください。 

                 （記入例）○○による左下肢機能障害５級（肢体不自由） 

⑪ 署名欄：記載内容を確認の上、必ず自署してください（点字受験者は代筆可）。 

 

（コード表） 

最終学歴 アンケート 
障害区分（注） 

区    分 アンケート１ アンケート２ 

 

大 学 院 

大 学 

短 大 

高 専 

専 修 学 校 等 

高 校 

中 学 校 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

学 校

知 人 ・ 友 人

市 政 だ よ り

川崎市ホームページ

就 職 情 報 サ イ ト

採 用 案 内

受 験 雑 誌

説 明 会

そ の 他

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

国 家

東 京 都

神 奈 川 県

そ の 他 道 府 県

横 浜 市

相 模 原 市

特 別 区 

そ の 他 市 町 村 

そ の 他 の 公 務 員 

民 間 企 業 

進 学 

併 願 な し 

 

 

01

02

03

04

05

06

07 

08 

09 

10 

11 

12 

 

視 覚

 

聴 覚 ･ 平 衡 機 能

 

音 声 ･ 言 語 ･

そ し ゃ く 機 能

 

肢 体 不 自 由

 

内 部 障 害

 

01

 

02

 

03

 

 

04

 

05

 

（注） 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害、その他政令で定める障害については「内部障害（コード０５）」を記入

してください。 
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記入例 （表面）

＊ ※の項目は記入しないでください。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※

① ② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ 氏　名　　川崎　次郎　　　 （必ず自署してください。）

0 0 0

元号

昭和 ・ 平成

（「町・字名」及び’「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

宮本町１－２－３ 砂子平沼ビル４０１号室

-

（該当に○） 平成31(2019)年6月１日現在

男 ・ 女 満6

カ ワ サ キ ジ ロ ウ

平成３１年度　身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考（第１回）　申込書
※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 受験番号

行政事務

性　　　別 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢

50身体障害者

試験区分 （コード）

0 1
この欄に必ずカラー写真

を貼ってください。

・縦４cm×横３cm

1 1

0 1

4 神奈川県川崎市川崎区

6 0

※（学校コード） （学　　　部）

3

平成

私は、平成３１年度身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考案内（第１回）の記載事項を了承の上、同選考を受験したいので申し込みま
す。なお、私は、選考案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書の
記載事項は全て事実と相違ありません。

最終学歴　（学校名）

○○ 大学

（区分）

2

（学科・専攻）

法律学科

月 卒業　・　卒業見込入学 平成 年平成 年 月

月 卒　　業

その前の学歴　（学校名）

△△ 高等学校

2 3 0 4 2

川 崎 次 郎

・３箇月以内撮影

・上半身、正面向き、脱帽

・写真裏面に氏名を記入
  すること歳

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

日月年

0 8 2 3（ ）1　9　9　6 0

月

点字受験

（点字希望者
のみ○を記入）

3

０４４－２００－××××

電話番号　（自宅） （携　　　　帯）

０９０－１２３４－××××
連絡先名

年年

0 0 3

父 ０９０－５６７８－××××

（緊急連絡先）

2 6

1 0 4 0 1 0

（「都道府県）及び「郡・市町村・区」）受験票・合格通知等送付先　（郵便番号）

月

普通科

（学　　　部） （学科・専攻）

入学

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

2 1 0

裏面も必ず記入してください。

昭和・平成

昭和・平成

2

平成 ３１  年 ２ 月 １０  日

(障害区分）

40

身
体
障
害
者
手
帳

5 年 月 00

日

（交付年月日）

（再交付年月日）(障害の等級)

級

右上に受験票送付用の６２円切手をクリップで留めてください。

６２円
切手

5

(障　　害　　名）

○○による左下肢機能障害

8 1 日

0 4

法学部

都 道 府
県 ( 市 )川崎

(交付機関名） (交付番号)

第 ○ ○ × × 号

平成

アンケート１ アンケート２

年

-7-
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＊ ※の項目は記入しないでください。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※

平成 年 月 日 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　（必ず自署してください。）

日

私は、平成３１年度身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考案内(第１回）の記載事項を了承の上、同選考を受験したいので申し込みま
す。なお、私は、選考案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書
の記載事項は全て事実と相違ありません。

裏面も必ず記入してください。

年

(障害区分）

級 昭和・平成

日
都 道 府
県 ( 市 )

第 号 昭和・平成 年

月

(障　　害　　名） (障害の等級) （再交付年月日）

（点字希望者
のみ○を記入）

身
体
障
害
者
手
帳

(交付機関名） (交付番号) （交付年月日）

月 卒　　業

アンケート１ アンケート２ 点字受験

入学 平成 年

月

平成 年 月

その前の学歴　（学校名） （学　　　部） （学科・専攻）

入学 平成 年平成 年 月 月 卒業　・　卒業見込

電話番号　（自宅） （携　　　　帯） （緊急連絡先）

 　　　　　　  　　　　　　　　 

連絡先名

 　 　　　 

最終学歴　（学校名） （区分） ※（学校コード） （学　　　部） （学科・専攻）

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

（「町・字名」及び’「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

受験票・合格通知等送付先　（郵便番号） （「都道府県）及び「郡・市町村・区」）

-

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

）

性　　　別 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢 ・上半身、正面向き、脱帽

（該当に○） 元号 年 月 日 平成31年(2019)6月１日現在 ・３箇月以内撮影

・写真裏面に氏名を記入
  すること満 歳男 ・ 女 昭和 ・ 平成

0 ５ 行政事務 0 1

（

平成３１年度　身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考（第１回）　申込書
※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 試験区分 （コード） 受験番号

この欄に必ずカラー写真
を貼ってください。

身体障害者
・縦４cm×横３cm
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該当する項目を○で囲み、必要に応じて具体的に記入してください。

選考準備のため、希望する配慮内容を記入又は該当する箇所を○で囲んでください。

点字による受験を希望する人は、表面の点字受験欄に○を記入してください。

１ 選考当日、補装具等の使用について

 (1) 使用しない  (2) 使用する

 ※ 上記(2)の人で使用する補装具等について

(ｱ) ルーペ (ｲ) 補聴器

(ｳ) 電動タイプライター（カナタイプライターは使用できません。）

(ｴ) ワープロ又はノートＰＣ

（上肢機能等の障害により筆記が困難な人に限ります。）

(ｵ) 点字器 (ｶ) 点字タイプライター

(ｷ) その他 （ ）

（上記以外の補装具等の使用を希望する人は具体的に記入してください。）

２ 会場での車椅子使用について

 (1) 使用しない  (2) 使用する

 ※ 上記(2)の人で机の調整について（教養・作文試験時）

(ｱ) 不要 (ｲ) 必要

３ 手話通訳者について（面接試験時）

 (1) 必要ない  (2) 必要とする

４ 駐車場の利用について

 (1) 利用しない  (2) 利用する

（車種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（ナンバー ）

５ 付添いの人について（待合室はありません。）

 (1) 来ない  (2) 来る

６ その他、特記事項があれば記入してください。

※通常の机、椅子等の使用による受験に支障のある人は、あらかじめ人事委員会事
務局任用課まで申出てください。

 ※　 駐車場の台数に限りがありますので、自動車でなければ選考会場に来られない
人だけ利用するようにしてください。
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職 員 共 済 組 合 組 合 公 告

川崎市共済公告第１号

　平成31年第１回川崎市職員共済組合組合会を次のとお

り招集します。

　　平成31年２月１日

 川崎市職員共済組合　　　　

 理事長　伊　藤　　　弘　　

１ 　開催日時　　平成31年３月18日（月）

　　　　　　　　午後２時10分

２ 　開催場所　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎18階大会議室

３ 　会議に付すべき事件

　⑴ 　川崎市職員共済組合運営規則の一部改正について

の理事長の専決処分の承認について

　⑵ 　川崎市職員共済組合平成31年度事業計画及び予算

（案）の承認について

　⑶ 　川崎市職員共済組合定款の一部変更（案）の承認

について

　⑷ 　その他

宮 前 区 告 示

川崎市宮前区告示第１号

　次の自動車臨時運行許可番号標は、毀損により無効と

し、失効したので告示します。

　　　平成31年２月５日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

自動車臨時運行許可番号標 失効年月日

川崎　　９　－　82 平成31年　１月18日

麻 生 区 告 示

川崎市麻生区告示第１号

　次の自動車臨時運行許可番号標は、回収することがで

きなかったので

平成31年２月７日以降無効とする。

　　平成31年２月７日

 川崎市麻生区長　　多田　貴　栄　　

　　川崎10－35

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第13号

　国民健康保険料に係る還付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、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２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２月４日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第14号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成31年２月５日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第15号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成31年２月５日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
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た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第16号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

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、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２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２月８日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料
第５期分 計１件 計３件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第17号

　納入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、介護保険法（平成９年12月17日

法律123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２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２月８日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公示により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度
介護保険料

特４期

以降
１件

平成

30年度
介護保険料

第９期

以降
平成31年２月28日 ２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第18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、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２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２月８日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第19号

　次の国民健康保険料に係る納入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、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２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２月８日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
１期以降

平成31年２月28日

（１期分）
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料
１期以降

平成31年２月28日

（１期分～８期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
３期以降 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
３期以降 計２件

平成

30年度

国民健康

保険料
５期以降

平成31年２月28日

（５期分～８期分）
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料
５期以降 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
２期以降 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
６期以降

平成31年２月28日

（６期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
７期以降 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
７期以降 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第20号

　次の国民健康保険料に係る納入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、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２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。
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　　平成31年２月８日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第１期

以降
平成31年２月28日 計３件

平成

30年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第３号

　差押調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、国民健康保険法（昭和33年12月27

日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２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２月５日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第６号

　次の国民健康保険料に係る納入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、12月27日法律第

192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

条）第20条の２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２月５日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計４件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成31年２月28日

（第８期分）
計１件

平成

39年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第７号

　次の国民健康保険料に係る納入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、12月27日法律第

192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

条）第20条の２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２月８日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
計７件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第８号

　次の国民健康保険料に係る納入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、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

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２月８日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　
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年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
５期以降 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
６期以降 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
８期以降

平成31年２月28日

（８期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
７期以降 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第９号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成31年２月13日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第10号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成31年２月13日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第４号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成31年２月１日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第５号

　次の介護保険料に係る督促状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、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２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２月８日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　
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年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第12期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第１期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第２期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第３期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第４期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第５期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第６期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第７期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第８期 平成31年２月18日 計１件

平成

30年度
介護保険料 第９期 平成31年２月18日 計10件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第６号

　次の国民健康保険料に係る納入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、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２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２月８日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　　

年度 科目 期別
この公告によって

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第４期

以降

平成31年２月28日

（４期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

過随

９月

平成31年２月28日

（過随９月分）
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

過随

10月

平成31年２月28日

（過随10月分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成31年２月28日

（８期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第８号

　次の介護保険料に係る納入通知書及び過誤納金還付通

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、介護保険法（平成９年12月17日法律

123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２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２月８日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

介護保険料

（納通）

普第１期

以降
１件

平成

29年度

介護保険料

（納通）

普第１期

以降
１件

平成

30年度

介護保険料

（納通）

特第４期

以降
１件

平成

30年度

介護保険料

（還付）
２件

平成

29年度

介護保険料

（還付）
１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第９号

　次の国民健康保険料に係る納入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、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２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。
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　　平成31年２月８日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年度 科目 期別
この公告により変

更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第１期

以降

平成31年２月28日

（第１期分～　

　　第８期分）

計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計５件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計４件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成31年２月28日

（第８期分）
計３件

平成

30年度

国民健康

保険料

過年

１月

平成31年２月28日

（過年１月分）
計１件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第５号

　次の神奈川県国民健康保険被保険者証返還請求書を別

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、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）

第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２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２月１日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第６号

　次の国民健康保険料に係る納入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、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

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２月８日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第１期

以降

平成31年２月28日

（第１期から第８期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降

平成31年２月28日

（第７期及び第８期）
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成31年２月28日

（８期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第７号

　次の国民健康保険料に係る還付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、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

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２月８日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
計１件

（別紙省略）

正 誤

　川崎市公報第1,758号（平成30年11月12日発行）2986

ページ川崎市告示第560号から2987ページ川崎市告示第

562号までのうち「王禅寺第３号線」は「王禅寺西第３

号線」の、「西麻生区」は「麻生区」の、「王禅寺第４号

線」は「王禅寺西第４号線」の誤り。

　川崎市公報第1,758号（平成30年11月12日発行）2988

ページ川崎市告示第563号中「平宮前区」は「宮前区」の、

「登戸多摩区」は「多摩区」の誤り。
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