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告 示

川崎市告示第157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。

　　令和元年８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

岡田　　昇 生田病院 川崎市多摩区西生田５－24－１

橋本　興人

キャップス

クリニック

武蔵小杉

川崎市中原区市ノ坪449－３

シティタワー武蔵小杉１Ｆ

宮本　謙一

在宅療養支援

クリニック

かえでの風

たま・かわさ

き

川崎市多摩区三田１－８－９

グレイスイヅミ106号室

　　　───────────────────

川崎市告示第158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。

　　令和元年８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

石井誠一郎
いしいクリニック

乳腺外科

川崎市川崎区砂子２－６－

２　三恵ビル10Ｆ

　　　───────────────────

川崎市告示第159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。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2646－

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

川崎市告示第１５９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。

　 令和元年　８月　１日

川崎市長　　　福田　紀彦

１ 新規指定

(1) 薬局

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

２ 医療機関コード変更に伴う新規指定

(1)薬局

№

1

2

3

4

5

6

(2)訪問看護

№

1 よつ葉かわさき 川崎市高津区宇奈根６３５－２ 株式会社 日本アメニティライフ協会 代表取締役 江頭 瑞穂 育成医療・更生医療 令和1年6月1日

平成31年4月1日

訪問看護ステーション名 所在地 事業者名称 代表者氏名 自立支援医療の種類 指定年月日

フロンティア薬局 柿生店 川崎市麻生区上麻生６－２７－１０－１０４ 淺賀 恵美子 株式会社フロンティア 代表取締役 重森 裕之 育成医療・更生医療

令和1年5月6日

日本調剤 溝口薬局 川崎市高津区溝口３－７－１ 髙橋 裕美 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 令和1年7月1日

クスリのナカヤマ薬局 久地駅前店 川崎市高津区久地４－１３－３ 橋本　学 株式会社 クスリのナカヤマ 代表取締役 中山 唱司 育成医療・更生医療

令和1年6月1日

アイン薬局 新作店 川崎市高津区新作４－１２－６ FMビル１階 中村 一美 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 平成31年2月1日

百合丘ホーム薬局 川崎市麻生区百合丘１－１８－５ アビタシオン百合丘１Ｆ 金山 都 クラフト株式会社 代表取締役 大塚 吉史 育成医療・更生医療

指定年月日

レガロ薬局 川崎市宮前区菅生５－５－４ 大西 秀輝 ユウ・コーポレーション有限会社 代表取締役 山藤 良 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

薬局名 所在地 管理薬剤師名 開設者名称 開設者氏名 自立支援医療の種類

令和1年8月1日

クリエイト薬局 川崎東有馬店 川崎市宮前区東有馬２－１－１０ 堀之内 博行 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 令和1年8月1日

クリエイト薬局 川崎鷺沼店 川崎市宮前区鷺沼１－１８－１１ ニューウェル１階 小椋 健司 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

令和1年8月1日

くすりサガミ薬局 川崎市高津区坂戸１－１０－１０ 福嶋 仁 - 福嶋 仁 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

山口台薬局 川崎市麻生区王禅寺西５－２－１７ 福田 美恵子 株式会社 山口台薬局 代表取締役 中西 功 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

クオール薬局 武蔵小杉南店 川崎市中原区市ノ坪１２７－２４ クレール武蔵小杉１階 鈴木 裕司 クオール株式会社 代表取締役 荒木 勲 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

イオン薬局イオンスタイル上麻生 川崎市麻生区上麻生４－３－１ イオンスタイル上麻生１階 磯貝 早希 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

東門前薬局 川崎市川崎区東門前１－１３－８ 水野 宜博 株式会社 メディカルファーマシー 代表取締役 白 成澤 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

いずみ薬局 川崎中島店 川崎市川崎区中島３－６－７ 相馬 典子 株式会社 イノン 代表取締役 島田 喜彦 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

フロンティア薬局 川崎大師店 川崎市川崎区東門前２－３－７ 林 知治 株式会社フロンティアファーマシー 代表取締役 藤掛 直樹 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

アイセイ薬局 宮崎台店 川崎市宮前区宮崎２－１０－２ １階 玉谷 晃洋 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

令和1年8月1日

みらい薬局 南加瀬店 川崎市幸区南加瀬２－６－８ １階 疋田 直孝 株式会社 みらい 代表取締役 伊島 政克 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

有限会社 ヨシムラ薬局 川崎市川崎区浜町１－７－３ 佐藤　晴子 有限会社 ヨシムラ薬局 代表取締役 吉邨 勝夫 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

こだなか薬局 川崎市中原区下小田中２－３３－２９－１０３ 田畑 千夏 ルナ調剤株式会社 代表取締役 萩原 光朗 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

村上薬局 川崎市宮前区土橋６－７－３ 川名 容子 有限会社 村上商事 代表取締役 村上 賢 育成医療・更生医療

指定年月日

スギ薬局 宮崎台店 川崎市宮前区宮崎１－９－１宮崎台ビューグリーン１階 宇野 哲史 株式会社 スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

薬局名 所在地 管理薬剤師名 開設者名称 開設者氏名 自立支援医療の種類
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川崎市告示第160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。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市告示第１６０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。

　 令和元年　８月　１日

川崎市長　　　福田　紀彦

１ 主として担当する医師又は歯科医師の変更

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２ 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(薬局）

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 育成医療・更生医療 令和1年5月30日

川崎市高津区溝口３－１４－５ 育成医療・更生医療 平成27年9月1日

アイランド薬局 小杉店 ｱﾎﾟﾛﾒﾃﾞｨｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 代表取締役 都筑 朋英 豊島区南大塚２－４５－８ ｱﾎﾟﾛﾒﾃﾞｨｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 代表取締役 我妻 照男 豊島区南大塚２－４５－８

灰吹屋薬局 読売ランドハナミズキ店 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 川崎市高津区溝口３－１４－５ 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 敏雄

灰吹屋薬局 読売ランド店 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 川崎市高津区溝口３－１４－５ 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 敏雄 川崎市高津区溝口３－１４－５ 育成医療・更生医療 平成27年9月1日

灰吹屋薬局 高津駅前店 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 川崎市高津区溝口３－１４－５ 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 敏雄 川崎市高津区溝口３－１４－５ 育成医療・更生医療 平成27年9月1日

川崎市高津区溝口３－１４－５ 育成医療・更生医療 平成27年9月1日

灰吹屋薬局 溝口店 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 川崎市高津区溝口３－１４－５ 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 敏雄 川崎市高津区溝口３－１４－５

灰吹屋薬局 本店 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 川崎市高津区溝口３－１４－５ 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 敏雄

育成医療・更生医療 平成27年9月1日

アイランド薬局 新丸子店 ｱﾎﾟﾛﾒﾃﾞｨｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 代表取締役 都筑 朋英 豊島区南大塚２丁目４５番８号 ｱﾎﾟﾛﾒﾃﾞｨｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 代表取締役 我妻 照男 豊島区南大塚２丁目４５番８号 育成医療・更生医療 令和1年5月30日

しま薬局 株式会社 しま薬局 代表取締役 嶋 雄一 川崎市麻生区上麻生５－３８－１ 株式会社 しま薬局 代表取締役 嶋 元 川崎市麻生区上麻生５－３８－１ 育成医療・更生医療 令和1年6月1日

福岡市中央区天神２－１４－８ 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

スマイル薬局 梶ヶ谷店 株式会社 スマイルドラッグ 代表取締役 北原 直仁 港区芝浦３－１６－４ 山田ビル ５階 株式会社 スマイルドラッグ 代表取締役 黒澤 和政 港区芝浦３－１６－４ 山田ビル ５階

そうごう薬局 梶が谷店 総合メディカル株式会社 代表取締役 貞久 雅利 福岡市中央区天神２－１４－８ 総合メディカル株式会社 代表取締役 坂本 賢治

育成医療・更生医療 平成31年4月1日

そうごう薬局 子母口店 総合メディカル株式会社 代表取締役 貞久 雅利 福岡市中央区天神２－１４－８ 総合メディカル株式会社 代表取締役 坂本 賢治 福岡市中央区天神２－１４－８ 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

日生薬局 元住吉店 ミアヘルサ株式会社 代表取締役 青木 勇 新宿区河田町３－１０ 株式会社 日本生科学研究所 代表取締役 青木 勇 新宿区河田町３番１０号 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

世田谷区代沢５－２－１ 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

本木薬局 高津店 みよの台薬局株式会社 代表取締役 池田 直孝 豊島区南池袋２－２５－５ 株式会社 本木薬局 代表取締役 池田 直孝 足立区本木北町１４－１０

共創未来 溝の口薬局 株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山 善郎 世田谷区代沢５－２－１ 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 平成31年4月1日

共創未来 川崎薬局 株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山 善郎 世田谷区代沢５－２－１ 株式会社ファーマみらい 代表取締役 清原 陽子 世田谷区代沢５－２－１ 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

イオン薬局イオンスタイル新百合ヶ丘 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 千葉市美浜区中瀬１－５－１ イオンリテール株式会社 代表取締役 岡崎 双一 千葉市美浜区中瀬１－５－１ 育成医療・更生医療 平成31年3月1日

豊島区南池袋２－６－１０ 育成医療・更生医療 平成30年11月26日

セブンス薬局 登戸店 株式会社 サードセブン 代表取締役 矢野 浩行 横浜市金沢区瀬戸３－４５ 株式会社 サードセブン 代表取締役 星野 律子 横浜市金沢区瀬戸３－４５

たから薬局 向ヶ丘遊園店 株式会社 トラストファーマシー 代表取締役 田中 一成 豊島区南池袋２－２９－１２ 株式会社 トラストファーマシー 代表取締役 田中 一成

育成医療・更生医療 平成30年12月19日

平成31年4月1日

薬局名称 新開設者名称 新開設者氏名 新開設者住所 旧開設者名称 旧開設者氏名 旧開設者住所 自立支援医療の種類 変更年月日

医療法人財団石心会 川崎幸病院 川崎市幸区大宮町３１－２７ (08)心臓脈管外科に関する医療 山本 晋・内室 智也 山本 晋 育成医療・更生医療

平成31年4月1日

川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通１２－１ (08)心臓脈管外科に関する医療 井上 慎也 蜂谷　貴 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ (04)整形外科に関する医療 友利 裕二 河路 秀巳 育成医療・更生医療

平成31年4月1日

医療法人社団善仁会 丸子クリニック 川崎市中原区新丸子東１－８４０ (10)腎臓に関する医療 池田 正樹 酒井 沙織 更生医療 平成31年4月1日

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ (14)免疫に関する医療 新井 文子 三浦 偉久男 育成医療・更生医療

平成30年12月1日

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ (11)腎移植に関する医療 佐々木 秀郎 力石 辰也 育成医療・更生医療 平成31年3月1日

帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子５－１－１ (10)腎臓に関する医療 松井 克之・永山 嘉恭 松井 克之 育成医療・更生医療

平成30年12月1日

医療法人社団輔仁会 片倉病院 川崎市高津区新作４－１１－１６ (10)腎臓に関する医療 豊島 秀男 光野 貫一、宮本 研 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

医療法人社団輔仁会 片倉病院 川崎市高津区新作４－１１－１６ (10)腎臓に関する医療 光野 貫一、宮本 研 光野　貫一 育成医療・更生医療

変更年月日

独立行政法人労働者健康安全機
構　関東労災病院

川崎市中原区木月住吉町１－１ (07)脳神経外科に関する医療 杉山 誠 立澤 孝幸 育成医療・更生医療 平成30年4月1日

医療機関名 所在地 担当する医療種類 新医師氏名 旧医師氏名 自立支援医療の種類
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３ 管理薬剤師の変更

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

４ 調剤のために必要な設備又は施設の概要の変更

№

1

薬局名称 所在地 変更箇所 自立支援医療の種類 変更年月日

スマイル薬局 梶ヶ谷店 川崎市高津区梶ヶ谷６－８－１ 外部出入口（手動ドアから自動ドアへの変更） 育成医療・更生医療 平成28年5月20日

つる薬局 東有馬店 川崎市宮前区東有馬５－１－２メディカルプラザＤ東有馬１Ｆ 中村 俊介 石井 達也 育成医療・更生医療 令和1年6月21日

薬樹薬局 鷺沼3号mammy店 川崎市宮前区鷺沼３－３－１　伊藤ビルＢ号室 森田 奈那 野地 理恵子 育成医療・更生医療 令和1年6月1日

クリエイト薬局マリアンナ医大前店 川崎市多摩区長沢２－２０－４０ 門倉 崇之 竹川 亮 育成医療・更生医療 平成31年4月23日

なかじま薬局 川崎市川崎区中島３－９－１　ローランドヒル１Ｆ 岡 順子 山中 あゆみ 更生医療 平成30年6月19日

プライム薬局 川崎店 川崎市川崎区新川通２－１９ 稲田 伸彦 早川 徹 育成医療・更生医療 令和1年5月7日

プライム薬局 新川通店 川崎市川崎区新川通１－１２　メインコープシンヤ１０１ 早川 徹 福永 浩之 育成医療・更生医療 令和1年5月7日

クリエイト薬局 川崎渡田店 川崎市川崎区渡田２－１５－１０ 鈴木 恵一 山本 直美 育成医療・更生医療 平成30年12月11日

さくら薬局 川崎長沢店 川崎市多摩区長沢２－１４－９ 機田 千鶴子 武井 佐和子 更生医療 令和1年6月1日

灰吹屋薬局 高津駅前店 川崎市高津区溝口４－１－３ 木下 尚志 佐藤 陽子 育成医療・更生医療 令和1年6月1日

ＳＦＣ薬局貝塚店  川崎市川崎区貝塚２－５－１９ハイツ内田１階 佐藤 有希 辻本 友香 育成医療・更生医療 令和1年6月1日

スマイル薬局 梶ヶ谷店 川崎市高津区梶ヶ谷６－８－１ 長谷川 英美里 亀田 健 育成医療・更生医療 平成29年8月1日

ホリウチ薬局 川崎市川崎区駅前本町３－６ 小川 ともこ 加太 勇孝 育成医療・更生医療 令和1年7月1日

さくら調剤薬局 川崎市宮前区鷺沼１－１２－２ 織田 恵子 梅澤 直美 育成医療・更生医療 平成30年4月1日

そうごう薬局 子母口店 川崎市高津区子母口４９７－２ 田村 友穏 栗林 洋佑 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

稲垣薬局 溝口店 高津区溝口3-1-7　和幸ダイヤモンドビル１F号室 平家 隆司 土岐 弥生 育成医療・更生医療 平成31年3月16日

ホリウチ薬局 川崎市川崎区駅前本町３－６ 加太 勇孝 小林 直史 育成医療・更生医療 令和1年5月1日

フジ薬局 オーパ店 川崎市麻生区上麻生１－１－１ 渡辺 有史 粕谷 淑江 育成医療・更生医療 令和1年6月1日

つる薬局 東有馬店 川崎市宮前区東有馬５－１－２メディカルプラザＤ東有馬１Ｆ 石井 達也 髙梨 倫行 育成医療・更生医療 平成31年4月21日

ハックドラッグ大島薬局 川崎市川崎区追分町１６－１カルナーザ川崎１F 對間 太介 西澤 昴 育成医療・更生医療 平成31年3月11日

調剤薬局ツルハドラッグ 新城駅前店 川崎市中原区上新城２－１４－２３　アドヴァンススクエア武蔵新城Ａ－２ 松井 洸 松田 尚子 育成医療・更生医療 平成31年4月15日

フジ薬局 新百合山手通り店 川崎市麻生区万福寺６－７－２　メディカルモリノビル１Ｆ 藤井 優香 中村 典代 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

みつこし薬局 川崎店 川崎市幸区河原町１－１５－１０９ 佐々木 雅訓 成田 信仁 育成医療・更生医療 平成31年4月1日

薬樹薬局 武蔵新城 川崎市中原区上新城２－１１－２９武蔵新城メディカルビル１階 川口 泰佳 栗山 泰佳 育成医療・更生医療 平成30年7月6日

薬樹薬局 鷺沼 川崎市宮前区鷺沼３－２－６　鷺沼センタービル１階 土生 茉里奈 西野 裕馬 育成医療・更生医療 平成30年11月1日

薬樹薬局 小杉２号店 川崎市中原区小杉町１－５２９澤ビル１階 小木曽 彗 藤﨑 詩音 育成医療・更生医療 平成31年3月11日

薬樹薬局 鷺沼3号mammy店 川崎市宮前区鷺沼３－３－１　伊藤ビルＢ号室 野地 理恵子 浦田 奈美 育成医療・更生医療 平成30年6月18日

クリエイト薬局 川崎田島町店 川崎市川崎区田島町１６－１ 日下田 芽生 高橋 芽生 育成医療・更生医療 平成31年2月14日

グッドファーマシー川崎貝塚店 川崎市川崎区貝塚１－１５－４ 田中 久美 達 美江 育成医療・更生医療 平成31年3月1日

フィットケアエクスプレス 川
崎ダイス店薬局

川崎市川崎区駅前本町８ 川崎ダイス１階 森田 優人 鹿田 実香 育成医療・更生医療 平成31年2月21日

クオール薬局 小田急百合ヶ丘駅店 川崎市麻生区百合丘１－２１－１ 小堀 徹 島田 宗也 育成医療・更生医療 平成31年2月1日

コトブキ調剤薬局 川崎市麻生区上麻生６－２７－１０－１０４ 淺賀 恵美子 芝田 美惠 育成医療・更生医療 平成31年2月1日

阪神調剤薬局 鷺沼店 川崎市宮前区有馬４－１７－２２ 芝田 美惠 池田 由希子 育成医療・更生医療 平成31年2月1日

フジ薬局 新百合ケ丘駅前店 川崎市麻生区上麻生１－６－３ 林 啓子 村橋 明子 育成医療・更生医療 平成31年2月1日

浜川崎薬局 川崎市川崎区田島町２３－１ 中村 徹 廣沢 彦文 育成医療・更生医療 平成31年1月1日

セントラル薬局 溝口宮の下 川崎市高津区上作延５３９－５ 柏倉 章子 谷野 義幸 育成医療・更生医療 平成30年10月1日

クリエイト薬局 川崎菅生店 川崎市宮前区菅生２－１－１３ 木村 左祐子 松本 章宏 育成医療・更生医療 平成30年12月17日

薬局名称 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名 自立支援医療の種類 変更年月日
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川崎市告示第161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。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市告示第１６１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。 

　 令和元年　８月　１日

川崎市長　　　福田　紀彦

１ 病院又は診療所

№

1

2

3

２ 薬局

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

令和1年8月1日

フジ薬局 オーパ店 川崎市麻生区上麻生１－１－１ 渡辺 有史 株式会社 フジ薬局 代表取締役 井上 学 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

ファーコス薬局 川崎大島 川崎市川崎区大島5-13-6 小澤 美和 株式会社 ファーコス 代表取締役 島田 光明 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

いずみ薬局 川崎市多摩区中野島４－８－１ 坂口 由佳子 - 髙橋 明子 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

中野島調剤薬局 川崎市多摩区中野島５－１６－３５ 高橋 明子 - 高橋 明子 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

スマイル薬局 梶ヶ谷店 川崎市高津区梶ヶ谷６－８－１ 長谷川 英美里 株式会社 スマイルドラッグ 代表取締役 北原 直仁 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

調剤薬局ツルハドラッグ 新城駅前店 川崎市中原区上新城２－１４－２３　アドヴァンススクエア武蔵新城Ａ－２ 松井 洸 株式会社ツルハ 代表取締役社長 鶴羽 順 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

ハックドラッグ大島薬局 川崎市川崎区追分町１６－１カルナーザ川崎１F 對間 太介 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役 水野 秀晴 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

あおぞら薬局 武蔵小杉店 川崎市中原区今井仲町１２－１３ 永本　昭子 株式会社 メディ・ファ 代表取締役 永本 昭子 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

さぎぬま薬局 川崎市宮前区鷺沼１－１１－６－１０３ 持田　雄也 株式会社 持田薬局 代表取締役 持田 雄也 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

川崎薬局 川崎市川崎区桜本２－１－３ 赤澤 美由紀 一般社団法人メディホープかながわ 代表理事 佐久間 誠 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

ひまわり調剤かわさき薬局 川崎市川崎区日進町７－１ 龍野 健 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 令和1年8月1日

そうごう薬局 子母口店 川崎市高津区子母口４９７－２ 田村 友穏 総合メディカル株式会社 代表取締役 貞久 雅利 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

薬樹薬局 武蔵新城 川崎市中原区上新城２－１１－２９武蔵新城メディカルビル１階 川口 泰佳 薬樹株式会社 代表取締役 入江 充 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

薬樹薬局 鷺沼 川崎市宮前区鷺沼３－２－６　鷺沼センタービル１階 土生 茉里奈 薬樹株式会社 代表取締役 入江 充 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

つかさ薬局 川崎市中原区市ノ坪６６－５　ライオンズマンション武蔵小杉第二－１０６号 谷本　親司 つかさ薬局 谷本 親司 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

ポピー薬局 武蔵中原店 川崎市中原区上小田中５－２－７クレシア武蔵中原１F 浅野目 まりこ 株式会社 アヴァンス 代表取締役 浅野目 正人 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

パル薬局 蔵敷店 川崎市宮前区菅生２－１－６ 亀井 志鶴子 有限会社 パル・コーポレーション 代表取締役 鈴木 嘉三 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

たんぽぽ薬局 川崎市宮前区小台１－２０－１ 松本 夕起子 有限会社 さぎぬま薬局 取締役 鞍貫 和子 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

クスリのナカヤマ薬局 新丸子駅前店 川崎市中原区新丸子東１－８３２ 駅前ＲＴビル 大工原 尚之 株式会社 クスリのナカヤマ 代表取締役 中山 唱司 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

ヒカリ薬局 武蔵新城店 川崎市中原区上小田中２－４２－２２ 義村 繁樹 有限会社 下田調剤センター 代表取締役 酒井 雅典 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

よみうりランド薬局 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 中村 朋子 株式会社 クオリア 代表取締役 中村 朋子 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

ライト薬局 川崎市川崎区渡田４－１２－１ 脇田 麻里子 有限会社 ライト 代表取締役 脇田 茂 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

くじら薬局 川崎市高津区久地４－２３－１ 中川　由里子 一般社団法人メディホープかながわ 代表理事 佐久間 誠 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

本木薬局 高津店  川崎市高津区二子４－４－７高津ＴＳビル１階 大浦 裕希 みよの台薬局株式会社 代表取締役 池田 直孝 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

大師薬局 川崎市川崎区大師町６－７ 内田 英一 一般社団法人メディホープかながわ 代表理事 佐久間 誠 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

薬樹薬局 馬絹 川崎市宮前区馬絹６－２２－１３ 第２ケーエービル１階 中村 恵実 薬樹株式会社 代表取締役 入江 充 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

陽だまり薬局 川崎市中原区新城５－９－２６ 朱 殷吉 株式会社 M&Uヘルスプラン 代表取締役 朱 殷吉 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

わかば薬局 高津 川崎市高津区北見方３－１２－１　エム・Ｋ・ハイム１０４ 伊藤 幸恵 有限会社 サンブライト 代表取締役 石川 和雄 育成医療・更生医療

更新年月日

日進調剤薬局 川崎市多摩区生田７－２－１３ 石川　千代子 日進薬局有限会社 代表取締役 石川 千代子 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

医療機関名 所在地 薬剤師名 開設者名称 開設者氏名 自立支援医療の種類

育成医療・更生医療 令和1年8月1日

医療法人社団晃進会 川崎みどりの病院 川崎市麻生区王禅寺１１４２ (10)腎臓に関する医療 桑野　稔啓 医療法人社団 晃進会 理事長 鈴木 敏夫 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

医療法人社団健栄会 宮前平第２
クリニック

川崎市宮前区宮前平２－５－１６ネバーランド
３階

(10)腎臓に関する医療 山田　耕永 医療法人社団 健栄会 理事長 今井 利一

自立支援医療の種類 更新年月日

ＡＯＩ国際病院 川崎市川崎区田町２－９－１ (10)腎臓に関する医療 川田　孝夫 医療法人社団 葵会 理事長 新谷 幸義 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

医療機関名 所在地 担当する医療種類 医師氏名 開設者名称 開設者氏名



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2650－

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

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

３ 訪問看護

№

1 医療法人社団三医会 訪問看護ステーション 長沢ひまわり 川崎市多摩区長沢１－２７－６　第５松沢マンション１０４号 医療法人社団 三医会 理事長 舩津 到 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

訪問看護ステーション名 所在地 事業者名称 代表者氏名 自立支援医療の種類 指定年月日

令和1年8月1日

クリエイト薬局川崎登戸店 川崎市多摩区登戸５８２ 荻野 掌子 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 令和1年8月1日

なかじま薬局 川崎市川崎区中島３－９－１　ローランドヒル１Ｆ 岡 順子 株式会社メディカルファーマシー 代表取締役 白 成澤 更生医療

令和1年8月1日

ホリウチ薬局 川崎市川崎区駅前本町３－６ 小川 ともこ 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 令和1年8月1日

さくら調剤薬局 川崎市宮前区鷺沼１－１２－２ 織田 恵子 有限会社 さくら調剤薬局 代表取締役 梅澤 直美 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

クローバー薬局 川崎市多摩区登戸１８２０ 小野寺 光野 株式会社 Ｔ＆Ｉ 代表取締役 小野寺 勇 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

灰吹屋薬局 読売ランド店 川崎市多摩区西生田３－９－３０ 鈴木 正範 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

灰吹屋薬局 溝口店 川崎市高津区溝口１－９－７ 古寺 美智子 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

灰吹屋薬局 本店 川崎市高津区溝口３－９－３ 松浦 和宏 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

灰吹屋薬局 高津駅前店 川崎市高津区溝口４－１－３ 木下 尚志 株式会社 灰吹屋薬局 代表取締役 鈴木 孝寛 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

アイン薬局 高津店 川崎市高津区溝口１－１７－６ラピスラズリ１Ｆ 佐々木 真高 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

令和1年8月1日

しま薬局 川崎市麻生区上麻生５－３８－５ 嶋 元 株式会社 しま薬局 代表取締役 嶋 雄一 育成医療・更生医療 令和1年8月1日

さつき台薬局 川崎市麻生区五力田２－２－１　メイヒルズ１０１ 小松　豊数 有限会社 フォレスト医療薬学研究所 代表取締役 小松 豊数 育成医療・更生医療

令和1年8月1日

日本調剤 登戸薬局 川崎市多摩区登戸３４８７ＡＲＫＡＤＩＡ１階 齋藤 浩昭 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 令和1年8月1日

フジ薬局 新百合ケ丘駅前店 川崎市麻生区上麻生１－６－３ 林 啓子 株式会社 フジ薬局 代表取締役 井上 学 育成医療・更生医療

川崎市告示第162号

　市議会の同意を得て令和元年８月１日に次の者を川崎

市監査委員に選任しました。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　

　　

　　　───────────────────

川崎市告示第163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、令和元年８月２日から令和元年８月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月２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
南 加 瀬

第116号線

川崎市幸区南加瀬

５丁目2814番２先
2.73 32.35

川崎市幸区南加瀬

５丁目2816番３先

新
南 加 瀬

第116号線

川崎市幸区南加瀬

５丁目2814番１先
6.00 34.40

川崎市幸区南加瀬

５丁目2816番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第164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、次の道路の供用を令和元年８月２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、令和元年８月２日から令和元年８月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月２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

南 加 瀬

第11 6号線

川崎市幸区南加瀬５丁目2814番１先

川崎市幸区南加瀬５丁目2816番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第165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、令和元年８月２日から令和元年８月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
片 平

第213号線

川崎市麻生区片平

４丁目2050番２先
6.00

～

8.30

79.00
川崎市麻生区片平

４丁目2113番３先

新
片 平

第213号線

川崎市麻生区片平

４丁目2050番２先
5.96

～

8.43

79.00
川崎市麻生区片平

４丁目2113番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第166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、次の道路の供用を令和元年８月２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、令和元年８月２日から令和元年８月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月２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

片 平

第21 3号線

川崎市麻生区片平４丁目2050番２先
隅切り

を含む川崎市麻生区片平４丁目2113番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第167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、令和元年８月２日から令和元年８月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月２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
上 麻 生

第304号線

川崎市麻生区下麻生

３丁目2504番１先
2.60

～

4.00

31.45
隅きり

を含む川崎市麻生区下麻生

３丁目2501番３先

新
上 麻 生

第304号線

川崎市麻生区下麻生

３丁目2504番１先
2.63

～

2.68

31.45
隅きり

を含む川崎市麻生区下麻生

３丁目2501番３先

旧
下 麻 生

第108号線

川崎市麻生区下麻生

３丁目437番１先
2.60

～

4.00

167.42
川崎市麻生区下麻生

３丁目2502番１先

新
下 麻 生

第108号線

川崎市麻生区下麻生

３丁目437番１先
2.63

～

4.00

167.42
川崎市麻生区下麻生

３丁目2502番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第168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、次の道路の供用を令和元年８月２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、令和元年８月２日から令和元年８月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月２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

上 麻 生

第30 4号線

川崎市麻生区下麻生３丁目2504番１先 隅きり

を含む川崎市麻生区下麻生３丁目2501番３先

下 麻 生

第10 8号線

川崎市麻生区下麻生３丁目437番１先

川崎市麻生区下麻生３丁目2502番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第169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、次の道路の供用を令和元年８月２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、令和元年８月２日から令和元年８月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2652－

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

東 百 合 丘

第 3 1 号 線

川崎市麻生区東百合丘１丁目7033番１先

川崎市麻生区東百合丘１丁目7033番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第170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、令和元年８月５日から令和元年８月20日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月５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
久 地

第32号線

川崎市高津区久地

１丁目394番４先
1.21

～

2.40

32.61
川崎市高津区久地

１丁目394番４先

新
久 地

第32号線

川崎市高津区久地

１丁目394番１先
2.61

～

3.20

32.61
川崎市高津区久地

１丁目394番１先

旧
久 地

第32号線

川崎市高津区久地

１丁目394番３先
2.40 0.55

川崎市高津区久地

１丁目394番３先

新
久 地

第32号線

川崎市高津区久地

１丁目394番１先
2.40 0.55 隅きり部

川崎市高津区久地

１丁目394番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第171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、次の道路の供用を令和元年８月５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、令和元年８月５日から令和元年８月20日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月５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

久 地

第 3 2 号 線

川崎市高津区久地１丁目394番１先

川崎市高津区久地１丁目394番１先

久 地

第 3 2 号 線

川崎市高津区久地１丁目394番１先
隅きり部

川崎市高津区久地１丁目394番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第172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。

　　令和元年８月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市告示第173号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和元年８月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第174号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。

（別表省略）

　　令和元年８月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第175号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。

（別表省略）

　　令和元年８月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第176号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の変更並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の変更を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和元年８月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第177号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和元年８月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　中原区上丸子字古川通1194番１の一部

　　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　セレン及びその化合物
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川崎市告示第178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。

　　令和元年８月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第179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。

　　令和元年８月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和元年６月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

有限会社日商 1475003842
ヘルパーサービス

まごころ

川崎市川崎区大島３丁目35番

６号
訪問介護

株式会社ケア21 1475003651 ケア21　宮前町
川崎市川崎区宮前町７－５

戸隠ビル１階
居宅介護支援

パナソニック

エイジフリー

株式会社

1475200828

パナソニック　エイジフリー

ケアセンター

中原・ケアマネジメント

川崎市中原区上平間1386－１

第２ヤマサンビル２Ｆ
居宅介護支援

神奈川高齢者

生活協同組合
1475600423

川崎北部訪問介護ステーション

はなみずき
川崎市麻生区上麻生５－35－７ 居宅介護支援

医療法人社団亮友会 1415301734 福住医院 川崎市高津区末長３－12－３

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテー

ション

株式会社Luxem 1475401491 Luxemデイサービス季楽 川崎市多摩区宿河原１－23－12 地域密着型通所介護

株式会社Luxem 1475401665 Luxemデイサービスbonica 川崎市多摩区枡形６－９－13 地域密着型通所介護

株式会社

ヘルシーサービス
1495100065

小規模多機能ステーション

ガーデンコート川崎
川崎市幸区下平間357－２

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型

居宅介護

令和元年８月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

合同会社ＳＨＩＮ 1475502470 ケアパートナー優心
川崎市宮前区野川240－１

ヒルズ手塚101号室
訪問介護

株式会社Sunny smile 1475202915 訪問介護　はる
川崎市中原区井田三舞町１－８

バークレイコート302号
訪問介護

株式会社ＱＥＤ 1475004022 リハビリセンターいずみ大島店 川崎市川崎区大島４丁目12－12 通所介護

株式会社エサンス 1475004014 川崎プールマッサージセンター 川崎市川崎区渡田山王町20番35号 通所介護

株式会社ウチダ 1495400614 レコードブック登戸 川崎市多摩区宿河原１－６－１ 地域密着型通所介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第180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、令和元年８月９日から令和元年８月26日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅稲田堤

第81号線

川崎市多摩区菅稲田堤

１丁目2221番３先
3.41 38.34

川崎市多摩区菅稲田堤

１丁目2222番３先

新
菅稲田堤

第81号線

川崎市多摩区菅稲田堤

１丁目2221番３先
3.70 38.34

川崎市多摩区菅稲田堤

１丁目2222番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第181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、次の道路の供用を令和元年８月９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、令和元年８月９日から令和元年８月26日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 稲 田 堤

第 8 1 号 線

川崎市多摩区菅稲田堤１丁目2221番３先

川崎市多摩区菅稲田堤１丁目2222番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第182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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第183号

　川崎市港湾施設条例（昭和22年川崎市条例第33号）第

２条第２項の規定により、港湾施設の名称、位置、規模

等（昭和40年川崎市告示第35号）の一部を次のように改

正し、令和元年８月19日から適用する。

　　令和元年８月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

別表13荷さばき地の表中

「

名称 利用区分 位置 面積

川崎

コンテナ

１級荷

さばき地

一般利用
川崎区東扇島

92番地

平方

メートル

20,897

専用利用 〃 38,027

２級荷

さばき地
専用利用 〃 25,893

 」

を
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「

名称 利用区分 位置 面積

川崎

コンテナ

１級荷

さばき地

一般利用
川崎区東扇島

92番地

平方

メートル

20,897

専用利用 〃 40,639

２級荷

さばき地
専用利用 〃 24,658

 」

に改め、別表18事務所附帯施設の表中

「

川崎コンテナ

荷役機械置場

川崎区

東扇島

92番地

グラベルベッド舗装、

アスコン舗装、

コンクリート版

1,101

 」

を

「

川崎コンテナ

荷役機械置場

川崎区

東扇島

92番地

グラベルベッド舗装、

アスコン舗装、

コンクリート版

1,505

 」

に改める。

公 告

川崎市公告第185号

　指定管理者の指定申請について次のとおり公告します。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称　川崎市緑ケ丘霊園、川崎市緑ケ丘霊堂、

　　　　　　　川崎市早野聖地公園

　⑵ 　所在地　川崎市緑ケ丘霊園

　　　　　　　川崎市高津区下作延1241番地

　　　　　　　川崎市緑ケ丘霊堂

　　　　　　　川崎市高津区上作延33番地

　　　　　　　川崎市早野聖地公園

　　　　　　　川崎市麻生区早野732番地

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市墓地条例、川崎市墓地条例施行規則、川崎市

霊堂条例、川崎市霊堂条例施行規則に定めるもののほ

か、詳細については、川崎市営霊園（緑ヶ丘霊園・緑

ヶ丘霊堂・早野聖地公園）指定管理者募集要項及び管

理運営仕様書に定めます。

３ 　指定予定期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで（５年間）

４ 　申請資格

　 　次の条件を満たす法人その他の団体が申請すること

ができます。

　⑴ 　団体又はその代表者が契約を締結する能力を有す

る者、又は破産者で復権を得ている者

　⑵ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第２項の規定により、本市における一般競争

入札の参加を制限されていない者

　⑶ 　本市から指名停止措置を受けていない者

　⑷ 　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

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続き開始の申立をしていない者又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始

の申立をしていない者

　⑹ 　本市と神奈川県警察との間で締結する「指定管理

者制度における暴力団排除に関する合意書」におい

て次に掲げる排除措置の対象者とされていない者

　　ア 　法人等の役員等経営に関する者（以下「役員等」

という。）に、暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過していない者（以下「暴力団

員等」という。）が含まれている場合

　　イ 　法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等を使

用している場合

　　ウ 　法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等に対

して、金銭、物品その他財産上の利益を供与して

いる場合

　　エ 　法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等と密

接な交際をしている場合

　　オ 　法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等が実

質的に支配している法人その他の団体を利用して

いる場合

５ 　応募方法

　⑴ 　申請書類の配布方法及び配布期間

　　 　川崎市ホームページからダウンロードしてくださ

い。

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

　　（ トップページ　＞　事業者・就労支援情報　＞　

民間活用　＞　指定管理者の募集情報）

　　 　配布期間は令和元年８月１日（木）から令和元年

９月６日（金）までです。

　　※　窓口、郵送での配布は行いません

　⑵ 　提出書類

　　ア 　応募書（様式１）

　　イ 　事業者に関する書類

　　（ア）団体の概要（様式２－１、２－２）

　　（イ）共同事業体協定書兼委任状（様式３）

　　（ウ）宣誓書（様式４－１）

　　（エ ）指定管理者における暴力団排除に係る合意書

に基づく個人情報の外部提供同意書（様式４－２）
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　　（オ ）コンプライアンス（法令順守）に関する申告

書（様式４－３）

　　ウ 　事業計画書（様式５－１～様式５－８）

　　エ 　収支予算書（様式６－１～様式６－３）

　　オ 　応募者関係書類（任意帳票、ただしＡ４サイズ

に編集するかＡ４サイズに折り込むこと）

　　（ア）団体の組織図

　　（イ）役員の名簿及び履歴書

　　（ウ ）法人又は団体の定款、寄附行為、規約その他

これらに類する書類

　　（エ ）事業計画書（応募書を提出する日の属する事

業年度及び翌事業年度）

　　（オ）収支予算書（同上）

　　（カ ）事業報告書（応募書を提出する日の属する事

業年度の前事業年度）

　　（キ）財産目録　（同上）

　　（ク ）貸借対照表（応募書を提出する日の属する事

業年度の前事業年度を含む直近実績３年度分）

　　（ケ）損益計算書又は収支計算書（同上）

　　（コ ）利益の処分又は損失の処理に関する議案

　　　　　（直近実績３年度分）

　　（サ）企業単体の減価償却明細表（同上）

　　（シ ）連結決算の貸借対照表及び損益計算書

　　　　　（直近実績１年度分）

　　（ス ）過去３年間の墓地業務に関する管理運営実績

　　（セ）法人の登記簿謄本

　　（ソ）法人税納税証明書、消費税納税証明書

　　　　　（過去３年間）

　　（タ）法人等が作成したパンフレット等

　⑶ 　応募書類等の受付期間

　　 　令和元年９月３日（火）から令和元年９月６日

（金）まで

　　 　受付期間のうち、午前８時30分から正午まで、午

後１時から５時15分までの間に提出してください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　　※　郵送による受付はできません

　⑸ 　問い合わせ先

　　　川崎市建設緑政局緑政部霊園事務所

　　　〒213－0033

　　　川崎市高津区下作延1241番地

　　　電　話　　　044－813－1182

　　　ＦＡＸ　　　044－811－6251

　　　電子メール　53reien@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第186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。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　令和元年度介護職員に係るたんの吸引等研修事業委託

２ 　事業概要

　 　本事業は、受託者において、たんの吸引等に係る第

１号研修及び第２号研修について神奈川県に登録研修

機関としての登録を行うとともに、市内介護保険サー

ビス施設・事業所の介護職員に対して研修を実施する

ことにより、不特定多数の方にたんの吸引等を行える

介護職員の確保を図ることを目的とする。

３ 　履行期間

　　契約締結日から令和２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 　医療・介護従事者又は従事予定者を対象として、

医療又は介護技術に係る何らかの研修について開催

実績を有すること。

　⑷ 　本事業について、第１号研修及び第２号研修の実

施に係る神奈川県の登録研修機関の登録している、

または登録見込みであること。

　⑸ 　その他、本事業について確実に履行することがで

きること。

５ 　評価項目

　⑴ 　研修の構成

　　ア 　事業提案の狙い

　　イ 　受講定員

　　ウ 　研修会場

　　エ 　受講生の募集方法

　　オ 　自所属で実地研修を行えない者への配慮

　　カ　研修スケジュール

　⑵ 　事業執行体制

　　キ　事業の円滑な運営体制

　　ク　個人情報の管理

　　ケ　事業費の積算

　⑶ 　応募者自身に関する項目

　　コ　類似事業の実績

　　サ　組織・管理体制等

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 　応募書類等
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　⑴ 　配布期間

　　 　令和元年８月１日（木）から令和２年８月21日

（水）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

　　 　次の書類にインデックスを付したものを、７部

（原本１部＋写し６部）作成して、「公募参加申込

書（様式１）」と一緒に提出してください。

　　ア 　応募者の紹介に関する書類

　　（ア）応募者が運営する他の事業の実績が分かる資料

　　（イ）応募者の組織等に関する資料

　　　　ａ　定款又は寄附行為

　　　　ｂ　平成30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

　　　　ｃ　 その他、応募者の組織、

　　　　　　業務管理体制等が分かる資料

　　（ウ ）「コンプライアンス（法令遵守）に関する申

告書（様式３）」

　　イ 　企画提案書

　⑷ 　提出期限

　　　令和元年８月21日（水）

　⑸ 　提出方法

　　 　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。）

８ 　提案会の実施（予定）

　⑴ 　日時

　　　令和元年８月27日（火）（時間は後日連絡）

　⑵ 　場所

　　 　川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア西館10階

10Ｅ会議室

　⑶ 　時間

　　 　各応募者について説明時間は15分、質疑応答10分

程度とする。

９ 　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

　　〒212－0013　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）2652

　　ＦＡＸ　　　044（200）3926

　　電子メール　40kosui@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴ 　募集要領の承諾

　　 　公募に関する事項については「令和元年度　介護

職員に係るたんの吸引等研修事業　受託法人募集要

領」による。応募者は、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、応募者の負担と

する

　⑷ 　概算金額

　　 　2,290千円（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）を限度額とする。

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　　　───────────────────

川崎市公告第187号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称　北部地域療育センター

　⑵ 　所在地　川崎市麻生区片平５丁目26番１号

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　管理の基準は、川崎市心身障害者総合リハビリテー

ションセンター条例及びこれに基づく規則の規定に従

います。業務の範囲は、指定管理仕様書に定めます。

３ 　指定予定期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで

４ 　応募方法

　⑴ 　提出書類

　　ア 　指定管理者応募書

　　イ 　指定予定期間に属する各年度の事業計画書及び

収支予算書

　　ウ 　定款又は寄附行為及び登記事項証明書

　　エ 　平成28・29・30年度における財産目録、貸借対

照表及び損益計算書又は収支計算書。ただし、提

出日の属する事業年度に設立された法人にあって

は、その設立時における財産目録とします。

　　オ 　平成30年度における事業実績報告書及び令和元

年（平成31年）度における法人等の事業計画書及

び収支予算書

　　カ　役員の名簿及び履歴書

　　キ　組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　ク　現に行っている業務の概要を記載した書類

　　ケ 　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る書類

　⑵ 　仕様書等の配布期間

　　 　令和元年８月１日（木）から令和元年９月13日

（金）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８
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時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　応募の受付期間

　　 　令和元年９月５日（木）から９月13日（金）まで

　　　 （土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８時30分か

ら正午、午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　仕様書等の配布及び応募受付場所

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電話　044－200－3796

　⑸ 　提出方法

　　　持参（郵送による提出はできません。）

　⑹ 　問い合わせ先

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 

　　　電　話　044－200－3796

　　　ＦＡＸ　044－200－3932

　　　E-meill　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第188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。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市幸区小倉四丁目16番20号

小澤　正樹

道路位置の

地名・地番

川崎市幸区小倉四丁目815番４の一部ほか

２筆の一部

 別図参照

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

27.03メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第210号

指　定

年月日

令和元年

８月１日

　　　───────────────────

公告第189号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 早野聖地公園次期整備区域測量委託

履行場所 川崎市麻生区早野地内

履行期限 令和２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 令和元年９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。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元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26）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 令和２年２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」、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 令和元年９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。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元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27）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 令和２年２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」、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 令和元年９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。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 早野聖地公園次期整備区域地質調査委託

履行場所 川崎市麻生区早野地内

履行期限 令和２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」「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に業種「地質調査」種目「陸上ボーリング」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 令和元年９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。

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

川崎市公告第190号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 フッ素たん白泡消火薬剤

履行場所 臨港消防署殿町出張所

履行期限 令和元年12月25日

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年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「消防・防災用品」、種

目「消火器」に登載されていること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録さ

れている者。

⑸ 　「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。

⑹ 　平成21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。

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、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話番号　044－200－2093

入札日時等 令和元年９月25日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

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」をご覧ください。
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競争入札に

付する事項

件　　 名 上下式防火衣

履行場所 市内各消防署８署

履行期限 令和元年12月25日

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年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「消防・防災用品」、種

目「特殊作業服」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　平成21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）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話番号　044－200－2093

入札日時等 令和元年９月25日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

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」をご覧ください。

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

川崎市公告第191号

　　　（仮称）港町プロジェクトに係る事後調査

　　　報告書（供用時その２）について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条で定める事項

について次のとおり公告します。

　　令和元年８月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：東京都港区高輪２丁目20番20号

　　名　称：京浜急行電鉄株式会社

　　代表者：取締役社長　原田　一之

　　所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号

　　名　称：大和ハウス工業株式会社　東京本店

　　代表者：支配人　出倉　和人

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）港町プロジェクト

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第３種行為）

　　　高層建築物の新設（第２種行為）

　　　住宅団地の新設（第１種行為）

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）

３ 　事後調査報告書の要旨

　　１ 　指定開発行為の概要

　　２ 　条例評価書に掲げる事後調査計画の概要

　　３ 　事後調査結果

　　資料編

４ 　事後調査報告書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　　 令和元年８月５日（月）から令和元年９月３日

（火）まで

　　　土曜日、日曜日及び祝日は除く。

　⑵ 　場所

　　　川崎区役所及び環境局環境評価室

　　　（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第192号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路補修（緊急19－２）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 契約の日から令和２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 　川崎市中原区内に本社を有すること。

　⑹ 　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」で登録されていること。

　⑺ 　平成31・32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「災害時に

おける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事

業所）」に登録があること。

　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 令和元年８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

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 八幡橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市宮前区平２丁目３番地先

履行期限 契約の日から120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 　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」種目「橋りょう」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 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099
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入札日時等 令和元年８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

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道南生田９号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市多摩区南生田３丁目１番地先他１箇所

履行期限 契約の日から90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 　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 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　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「Ｂ」で登録されている

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 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年８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.ciy.kawasaki.jp/233300/index.html

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

川崎市公告第193号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路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指

導課に備えて縦覧に供します。

　　令和元年８月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路事業の名称 一般国道409号（小杉御殿町工区）

指定区間の

地名・地番

中原区小杉御殿町２丁目72－７、72

－ロの各一部、71－10 別図省略

幅員・延長 13.70ｍ　×　13.20ｍ

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第507号

令和元年８月５日

　　　───────────────────



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2666－

川崎市公告第194号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路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指

導課に備えて縦覧に供します。

　　令和元年８月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路事業の名称 一般国道409号（小杉御殿町工区）

指定区間の

地名・地番

中原区小杉御殿町２丁目72－ロ、

72－６、72－21、73－ロの各一部

 別図省略

幅員・延長 14.70ｍ　×　12.20ｍ

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第506号

令和元年８月５日

　　　───────────────────

川崎市公告第195号

　指定管理者の公募について次のとおり公告します。

　　令和元年８月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる都市公園の名称及び所在地

　　名　称　富士見公園南側（川崎富士見球技場他）

　　所在地　川崎市川崎区富士見１・２丁目他

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市都市公園条例、川崎市都市公園条例施行規則

に定めるもののほか、詳細については、富士見公園南

側（川崎富士見球技場他）指定管理者募集要項及び富

士見公園南側（川崎富士見球技場他）管理運営業務仕

様書に定める。

３ 　指定期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで（５年間）

４ 　事業計画書等の提出の方法

　⑴ 　事業計画書等の提出場所

　　　建設緑政局緑政部みどりの企画管理課

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワーリバーク17階

　　　電話　044－200－2394

　⑵ 　主な提出書類

　　ア 　申請書

　　イ 　以下に掲げる応募に必要な書類

　　（ア ）指定期間に属する各年度の富士見公園南側

（川崎富士見球技場他）の管理に係る事業計画

書及び収支予算書

　　（イ ）定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人

以外の団体にあっては、これらに相当する書類）

　　（ウ ）法人にあっては登記簿の謄本

　　（エ ）事業計画書等の提出をする日（以下「提出日」

という。）の属する事業年度の前事業年度にお

ける財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は

収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度

に設立された法人等にあっては、その設立時に

おける財産目録とする。

　　（オ ）提出日の属する事業年度及び翌事業年度にお

ける法人等の事業計画書及び収支予算書

　　（カ）役員の名簿及び履歴書

　　（キ）組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　（ク）現に行っている業務の概要を記載した書類

　　（ケ ）前各号に掲げるほか、その他市長が必要と認

める書類

　⑶ 　募集の期間

　　 　令和元年８月６日（火）から令和元年９月６日

（金）まで

　⑷ 　応募書類の受付期間

　　 　令和元年８月６日（火）から令和元年９月６日

（金）まで

　　　（土日祝日を除く）

　　　午前８時30分から午後５時15分

　　　（但し、正午から午後１時は除く）

　　　持参（郵送による提出はできません）

　⑸ 　問い合わせ先

　　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの企画管理課

　　　電話：044－200－2394

　　　───────────────────

川崎市公告第196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。

　　令和元年８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

　　川崎市多摩区宿河原五丁目2068番10

 ほか６筆　　　　　

 1,557平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市鶴見区鶴見中央４丁目33番１号

　　ナイス株式会社

　　代表取締役　杉田　理之

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：17戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成31年２月28日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第155号
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川崎市公告第197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。

　　令和元年８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

　　川崎市麻生区はるひ野一丁目13番２

 1,008平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市麻生区黒川654番地

　　梅澤　静作

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：14戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年６月13日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第24号

　　　───────────────────

川崎市公告第198号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生消防署外壁改修工事

履行場所 川崎市麻生区万福寺１丁目５番４号

履行期限 契約の日から令和２年３月16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。

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 　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。

⑽ 　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。

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 令和元年９月13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。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 富士見台小学校蓄電池設備設置工事

履行場所 川崎市宮前区宮前平２丁目18番地３

履行期限 契約の日から令和２年２月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「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いて、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る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「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。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 令和元年９月13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。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 虹ヶ丘小学校蓄電池設備設置工事

履行場所 川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目21番２号

履行期限 契約の日から令和２年２月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

こと。
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参 加 資 格

⑹ 　平成31・32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「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る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「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。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 令和元年９月13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。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 西野川小学校蓄電池設備設置工事

履行場所 川崎市宮前区野川3142番地２

履行期限 契約の日から令和２年２月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「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 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　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。



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2670－

参 加 資 格

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

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。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 令和元年９月13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。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南加瀬下町公園ほか４か所同報系屋外受信機設備設置工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４丁目37番ほか４か所

履行期限 契約の日から令和２年３月19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「通信」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いて、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気通信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「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、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 令和元年９月13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
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東大島小学校ほか１校給湯設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区大島５丁目25番１号ほか１校

履行期限 契約の日から令和２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 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」又は「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 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月９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。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川中島小学校蓄電池設備設置工事

履行場所 川崎市川崎区川中島２丁目４番19号

履行期限 契約の日から令和２年２月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「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 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。
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参 加 資 格

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

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。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 令和元年９月13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。

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

川崎市公告第199号

　川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人の基準等に関する条例（平成24年

川崎市条例第29号）第３条第１項の規定により指定特定

非営利活動法人となるための申出がありましたので、同

条例第３条第５項の規定により次のとおり公告します。

　　令和元年８月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第200号

　指定管理者の公募について次のとおり公告します。

令和元年８月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる都市公園の名称及び所在地

　　名　称　川崎市緑化センター

　　所在地　川崎市多摩区宿河原６－14－１

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市都市公園条例、川崎市都市公園条例施行規則

に定めるもののほか、詳細については、協議の上別に

定める。

３ 　指定期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで（５年間）

４ 　応募書類の配布及び提出

　⑴ 　応募書類の配布及び提出場所

　　　建設緑政局緑政部みどりの企画管理課

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワーリバーク17階

　　　電話　044－200－3498

　⑵ 　提出書類

　　ア 　応募書

　　イ 　以下に掲げる応募に必要な書類

申出のあった年月日 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

令和元年７月29日 特定非営利活動法人

かわさき創造プロジェクト

栗田　正道 川崎市多摩区中野島６丁目29番１号

新多摩川ハイム４号棟10

　この法人は、主として川崎

市に居住するシニアや地域

参加を望む人々に対し地域

に密着した有用な情報提供

や地域課題解決に向けた支

援活動を行い、地域参加の機

会と場を提供し、豊かなシニ

アライフ構築と市民生活向

上に寄与することを目的と

する。

　併せて、子どもの教育指導

を行う機関に対し、教育支援

活動を行い、地域教育力の増

進に寄与することを目的と

する。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　　（ア ）指定予定期間に属する各年度の川崎市緑化セ

ンターの管理に係る事業計画書及び収支予算書

　　（イ ）定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人

以外の団体にあっては、これらに相当する書類）

　　（ウ）法人にあっては登記簿の謄本

　　（エ ）事業計画書等の提出をする日（以下「提出日」

という。）の属する事業年度の前事業年度にお

ける財産目録、貸借対照表及び損益計算書また

は活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日

の属する事業年度に設立された法人等にあって

は、その設立時における財産目録とする。

　　（オ ）提出日の属する事業年度及び翌事業年度にお

ける法人等の事業計画書及び活動予算書又は収

支予算書

　　（カ）役員の名簿及び履歴書

　　（キ）組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　（ク）現に行っている業務の概要を記載した書類

　　（ケ）その他市長が必要と認める書類

　⑶ 　募集の期間

　　 　令和元年８月７日（水）から令和元年９月９日

（月）まで

　⑷ 　応募書類の受付期間及び提出方法

　　（ア）受付期間

　　　　 　令和元年９月２日（月）から令和元年９月９

日（月）まで（土・日を除く）

　　　　　午前８時30分から午後５時15分

　　　　　（ただし、正午から午後１時00分は除く）

　　（イ）提出方法

　　　　　持参（郵送による提出はできません）

　⑸ 　問い合わせ先

　　　建設緑政局緑政部みどりの企画管理課

　　　電話：044－200－3498

　　　───────────────────

川崎市公告第201号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路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指

導課に備えて縦覧に供します。

　　令和元年８月８日

 川崎市長　　福田　紀彦　　　

道路事業の名称 一般国道409号（小杉御殿町工区）

指定区間の

地名・地番

中原区小杉御殿町２丁目76－ロ、

77－ ９、77－10、77－19、77－20、

77－ロの各一部 別図省略

幅員・延長 13.70ｍ　×　11.00ｍ

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第508号

令和元年８月８日

　　　───────────────────

川崎市公告第202号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　都市計画道路野川柿生線（王禅寺工区）建物調査等委託その１

履行場所 川崎市麻生区王禅寺字日吉谷781番１ほか

履行期限 90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「補償コンサルタント」、種目「物件部門」

で登録されている者。

　⑹ 　平成21年度以降に完了した、移転補償金算定業務で、自動車整備工場（工場、事務所）及び

それらに付随する工作物等の算定を行っている実績を有すること。

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 令和元年９月12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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道南幸町渡田線電線共同溝詳細修正設計委託

履行場所 川崎市川崎区渡田３丁目地内

履行期限 令和２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業種「建設コンサルタント」、種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　管理技術士および照査技術者は技術士（建設部門－道路）またはＲＣＣＭ（道路）の有資格者

とする。

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 令和元年９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。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元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30）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 令和２年２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」、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 令和元年９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。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道多摩第11号線道路防護（設計）委託

履行場所 川崎市多摩区南生田６丁目２番地先

履行期限 令和２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業種「建設コンサルタント」、種目「道路部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９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。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名
令和元年度　一般国道409号（小杉御殿町第２工区）

道路改良事業　建物調査等委託その１

履行場所 川崎市中原区小杉御殿町２丁目地内

履行期限 90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「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　044－200－2097

入札日時等 令和元年９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。

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

川崎市公告第203号

　　　（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発

　　　事業に係る条例環境影響評価方法書について

　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10条の規定に基づく条例環境影響評価方法

書の提出がありましたので、同条例第11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11条で定める事項

について次のとおり公告します。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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条例環境影響評価方法書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：東京都渋谷区桜丘町31番２号

　　　　　　東急桜丘町ビル

　　名　称：鷺沼駅前地区再開発準備組合

　　代表者：理事長　原　修一

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業

　⑵ 　種類

　　　高層建築物の新設（第１種行為）

　　　住宅団地の新設（第２種行為）

　　　商業施設の新設（第３種行為）

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市宮前区鷺沼三丁目１番２外

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　 　商業施設、業務等施設、集合住宅の新設及び交通

広場の拡充

　⑵ 　内容

　　　計画地面積：約22,560㎡

　　　建設敷地面積：約14,850㎡

　　　（駅前街区約11,170㎡、北街区約3,680㎡）

　　　建物最高高さ：駅前街区約146ｍ、北街区約92ｍ

　　　延べ面積：約115,000㎡

　　　（駅前街区約86,000㎡、北街区約29,000㎡）

５ 　指定開発行為の施行期間

　　令和３年12月～令和12年１月

６ 　条例方法書の要旨

　　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　環境影響評価の調査、予測及び評価の手法

　　第５章　関係地域の範囲

　　第６章　その他

７ 　条例方法書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年９月26日

（木）まで

　　 　土曜日、日曜日、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０

時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場所

　　　宮前区役所及び環境局環境評価室

　　　（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第204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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　令和元年川崎市10大ニュース業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室等

　⑶ 　履行期限　契約締結日から令和２年２月28日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本市では、一年を振り返り、市民の視点から市政

や市全般にわたる動きがどのように捉えられている

かを把握し、今後の市政運営の参考とするととも

に、市の取組や魅力ある資源を発信することで市の

イメージアップを図ることを目的とし、川崎市10大

ニュースの投票を市民等に行ってもらっています。

　　 　これをより効率的及び効果的に実施するための広

報制作物の作成、投票集計、応募者プレゼントの手

配・発送まで一連の業務を行うものです。

　　　詳細は、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 　平成31年度・32年度業務委託有資格業者名簿に業

種「その他」種目「催物会場設営及びイベント,運

営・企画」に搭載されていること。

　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。

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

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

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。

　 　また、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を持参により提

出してください。

　・ 「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/

　　なお、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
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　　　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

　　　ブランド戦略担当

　　　電　話　044－200－2297

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　E-meil　17brand@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から８月23日（金）まで

の午前９時から午後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

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　８月27日（火）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た場

合は、同日中までに電子メールで配信され

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

　　 　８月13日（火）から８月27日（火）までの午前９

時から午後５時まで及び平８月28日（水）の午前９

時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３　⑴ 　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

　　 　８月30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110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　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10％）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　９月５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

　　　　　　　　　（シティプロモーション推進室横）

　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 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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」（ＵＲＬは３に記載）及び「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」で閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・提
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出場所及び問い合わせ先」と同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第205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。

　　令和元年８月13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

　　　正副議長室用パソコン等の賃貸借及び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市議会　議会局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和元年10月１日から令和６年９月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　 「正副議長室用パソコン等の賃貸借及び保守契約

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

「事務機器」に登載されていること。

　⑷ 　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。

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

　　ア 　配布・提出場所

　　　　〒210－0006　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　春島

　　イ 　問い合わせ先　電話　044－200－3367

　　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　　　　電子メール　98syomu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月23日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　午前８時30分から午後５時15分まで

　　　（ただし、正午から午後１時を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

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 　入札説明書等の閲覧・交付

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書、質問書等の様

式が添付されている入札説明書及び仕様書について

は、「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、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」において、本件の公表情報詳細のページ

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

html）からもダウンロードすることができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　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任先メ

ールアドレスに令和元年８月27日（火）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配布・提出場所及び問合せ先」

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。

　 　また、入札参加者以外からの質問に関しては回答し

ませんので、御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。

　　イ 　質問受付期間

　　　 　令和元年８月27日（火）から令和元年９月３日

（火）まで

　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　　午前８時30分から午後５時15分まで

　　　　（ただし、正午から午後１時を除く）

　　ウ 　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。

　　エ 　質問受付方法

　　　 　持参、電子メール又はＦＡＸに限ります。（電

子メール又はＦＡＸで送付した場合には、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の問

い合わせ先に電話にて御連絡ください。）
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　　　　電子メール　98syomu@city.kawasaki.jp

　　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和元年９月６日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、質問回答書を一般競争入札参加

資格確認通知書の交付を受けた者に、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

メールアドレスに送付します。なお、当該委任先

メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで

送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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。入札者は見積もった

契約金額から消費税（税率10％として計算のこ

と）を除いた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

　　　令和元年９月13日（金）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎　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％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 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額または削除があった場合は、この契約

を変更また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、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　受注者は、毎月初めに前月分の賃貸借料を発注者

に請求するものとし、発注者は、受注者の契約履行

を確認し、受注者からの適法な請求書を受理した日

から起算して30日以内に支払うものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第206号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月13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

　　　マイクロ波試料前処理装置一式賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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。
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　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品を契約締結後、確実に納入すること

ができること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　　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

　　　　　　　　川崎市環境総合研究所

　　　　　　　　地域環境・公害監視課　高垣

　　　電　　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　　044－288－3156

　　　E-meil　　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月22日

（木）まで（閉庁日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書は、インターネットからもダ

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「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑸ 　競争入札参加申込書及び入札説明書、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、

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。

４ 　競争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令

和元年８月30日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、次の公布日、場

所に直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時から正午及び午

後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月30日（金）から令和元年９月10日

（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月25日（水）午後１時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金
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　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第207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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　紫外可視分光光度計一式賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

　⑷ 　概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　今野　真紀子

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月22日

（木）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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.
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city.kawasaki.jp/233300/index.html）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年８月　30日（金）までに送付します。委任先メ

ールアドレスを登録していない場合は、直接受取りに

来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時から令和元年９

月10日（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月25日（水）13時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　川崎市環境総合研究所研修室

　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第208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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　件名

　　　水蒸気蒸留装置一式賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

　⑷ 　概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　小俣

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月22日

（木）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年８月30日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時から令和元年９

月10日（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗
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じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月25日（水）14時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第209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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　濁度・色度計一式賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

　⑷ 　概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　今野　真紀子

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月22日

（木）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し
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　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年８月　30日（金）までに送付します。委任先メ

ールアドレスを登録していない場合は、直接受取りに

来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時から令和元年９

月10日（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月25日（水）14時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　契約保証金は免除とします。

　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の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの
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とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第210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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ガスクロマトグラフ一式賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

　⑷ 　概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　岩渕

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月22日

（木）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年８月　30日（金）までに送付します。委任先メ

ールアドレスを登録していない場合は、直接受取りに

来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時から令和元年９

月10日（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘ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
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たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月25日（水）15時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第211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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ケルダール分解装置一式賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

　⑷ 　概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　小俣　貴寛

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sotii@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月22日

（木）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年８月30日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時から令和元年９

月10日（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月25日（水）15時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　 　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「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
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することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第212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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　照明付インキュベーター賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日までとする。

　⑷ 　調達概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この調達物品を契約締結後、確実に納入すること

ができること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所環境リスク調査課

　　　担当　沖田、豊田

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－8649

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月23日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年９月４日（水）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、次の交付日・場

所まで直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和元年９月４日（水）

　　　午前９時～正午及び午後１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年９月４日（水）午前９時から令和元年９

月11日（水）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、電

子メール又はＦＡＸにて送付してください。

　⑷ 　回答方法
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　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月27日（金）13時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第213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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　超低温フリーザー賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日までとする。

　⑶ 　調達概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この調達物品を契約締結後、確実に納入すること

ができること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所環境リスク調査課
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　　　担当　沖田、豊田

　　　郵便番号　210－0821

　　　住所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－8649

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月23日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年９月４日（水）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、次の交付日・場

所まで直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　令和元年９月４日（水）

　　　午前９時～正午及び午後１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年９月４日（水）午前９時から令和元年９

月11日（水）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、電

子メール又はＦＡＸに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、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　　令和元年９月27日（金）14時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否
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　　　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の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第214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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ハイボリウムエアサンプラー賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

　⑷ 　概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市の平成31・32年度製造の請負・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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所環境リスク調査課

　　　担当　重水洋平

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－8649

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-meil　30sokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月23日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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、

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）から「入札

情報」、「入札情報（入札公表・落札結果）」の順に

アクセスし、「入札情報」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。

４ 　競争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令

和元年９月４日（水）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、次の交付

　⑴　交付日

　　　令和元年９月４日（水）

　　　午前９時～正午及び午後１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　３　⑴ 　に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３　⑴ 　に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年９月４日（水）午前９時から令和元年９

月11日（水）午後５時まで
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　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、電

子メール又はＦＡＸに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、令和元年９月13日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。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。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月27日（金）午後３時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑴ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑵ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑶ 　開札の場所

　　　７⑴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

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第215号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 　浮島処理センター構内樹木剪定業務

委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区浮島町509番地１

　⑶ 　履行期間　 　契約日から令和２年３月16日（月）

まで

　⑷ 　業務概要　 　本業務は、浮島処理センター構内の

環境を良好に保つために必要な樹木の

剪定作業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 　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」に登載されていること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の樹木剪定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 　樹木の剪定作業に必要な資格及び技術者を有して

いる人員を配置できること。
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　　 　なお、主に必要な資格及び技術者は次のとおりと

する。

　　 　造園施工管理技士または、１級もしくは２級造園

技能士。

　⑺ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加　　　申込書にて、

一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出

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２の⑸、⑹、⑺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　小林、鈴木

　　　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・仕様書閲覧期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月22日

（木）９時から17時まで

　　（土、日曜及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑹の資格証の写し

　　エ 　上記２⑺の再委託確認書

　　　　（一部再委託を申請する場合）

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

ールで令和元年８月30日（金）に配信します。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　　令和元年８月30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

　　 　令和元年８月30日（金）から令和元年９月４日

（水）９時から17時まで

　　　（土、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

　　　令和元年９月６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　 　令和元年９月11日（水）11

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。

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://

w w w . c i t y . k a w a s a k i .
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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。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第216号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月13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中継設備点検整

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　　契約締結日から令和元年11月29日まで

　⑷ 　業務概要　 　本業務は、王禅寺処理センターに設

置されているごみ中継設備の機能を正

常に維持するために必要な点検整備を

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 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されている者。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

中継設備点検整備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 　中継設備点検整備業務委託に必要な資格を有して

いる人員を配置できること。

　　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　高所作業車運転特別教育修了者又は高所作業車

運転技能講習修了者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷、⑸の書類を提出してくだ

さい。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申

請する場合は、再委託確認書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

　　　環境局施設部王禅寺処理センター　技術係

　　　齋藤、菊池、藤井

　　　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

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月23日

（金）９時から17時まで

　　（日曜日及び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）

　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の資格証の写し及び雇用関係が証明可

能な書類

　　ウ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

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

を令和元年９月４日（水）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　　 令和元年９月４日（水）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

　　 　令和元年９月４日（水）から令和元年９月11日

（水）９時から17時まで

　　（持参する場合、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
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　　 　令和元年９月19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　　令和元年９月24日（火）

　　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参

　　　　　　　　　　　　　（持参以外は無効とする。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 　川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定価

格の範囲内で、最低の価格を

もって有効な入札を行った者

を落札者とします。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。

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。

　　　───────────────────

川崎市公告第217号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月13日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　港湾施設維持管理計画調査実施委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎港内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年３月19日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本委託は「港湾の施設の技術上の基準を定める省

令第４条第６項の規定による技術基準対象施設の維

持に関し必要な事項を定める告示」に基づき、対象

港湾施設の点検及び調査を実施し、維持管理計画の

策定及び更新を行うものである。

　　　・現地調査………………一式

　　　・計画書策定及び更新…一式

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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「港湾及び空港部

門」で登録されている者

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月26日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。
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４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において令和元年８月13

日（火）から令和元年８月26日（月）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和元年８月29日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和元

年８月29日（木）に入札参加資格確認通知書、入

札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し

ます。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和元年８月30日（金）午前９時から令和元年９

月３日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和元年９月９日（月）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和元年９月17日（火）午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の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。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　⑷ 　この委託は、電子納品の対象です。電子納品

とは、川崎市電子納品要領に基づき、最終成

果物を電子データで納品することです。川崎

市電子納品要領については、川崎市ホームペ
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ー ジ（http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/

category/78-34-6-0-0-0-0-0-0-0.html）をご覧く

ださい。

　　　───────────────────　　　

川崎市公告第218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。

　　令和元年８月13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

　　 　議事課資料マイクロフィルム撮影及び電子画像デ

ータ作成業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　議会局議事調査部議事課

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和２年２月13日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　議事課資料マイクロフィルム撮影及び電子画像デ

ータ作成業務の委託。詳細は「議事課資料マイクロ

フィルム撮影及び電子画像データ作成業務委託仕様

書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　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「電算関連業務」、種目「そ

の他の電算関連業務」に登載されていること。

　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

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加の申し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

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　議会局議事調査部議事課　担当　井汲、白石

　　　電話　044－200－3373

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月20日

（火）まで

　　 　土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時30分から

正午まで及び午後１時から午後５時までとします。

　　 　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

　　　持参とします。

４ 　入札説明書及び仕様書の縦覧等

　 　入札説明書及び仕様書は、上記３⑴の場所において

縦覧に供します。なお、縦覧書類については、インタ

ーネットでダウンロードすることもできます（「入札

情報かわさき」－「入札情報」の”委託”－「入札公

表」http://keiyaku.city.kawasaki.jp）。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　入札参加資格があると認められた者には、平成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令和元年８月26日（月）に

入札説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を

送付します。また、当該委任先のメールアドレスを登

録していない者には、同日の午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時までに上記３⑴の場所に

おいて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 　仕様に関する質問、回答等

　⑴ 　連絡先

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　議会局議事調査部議事課　　　担当　井汲、白石

　　　電話　044－200－3373

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和元年８月26日（月）午前８時30分から

　　　令和元年８月29日（木）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　98gizi@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　令和元年９月３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等の提出書類に

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

　　 　入札は、１コマあたりの金額（税抜き）で行うこ

ととし、入札書による紙入札方式とします。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　令和元年９月６日（金）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除とします。

　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

係規程」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、「議事課資料マイクロフィルム撮影及び

電子画像データ作成業務委託仕様書」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。

　　　───────────────────

川崎市公告第219号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　令和元年度緊急地震速報館内放送設備連動改修事

前調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　幸区北加瀬１－37－１ほか　計40箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和元年10月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本市の公共施設等において、施設利用者や職員

へ、緊急地震速報を初めとする防災情報を迅速に提

供する機能を実現するため、デジタル方式の同報系

防災行政無線戸別受信機と館内放送設備を接続する

ために必要となる、事前調査と報告書の作成を実施

します。

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 　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」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、無線設備や放送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）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3972、

　　　E-meil　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から８月19日（月）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和元年８月

20日（火）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午

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
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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://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）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

　　　令和元年８月23日（金）　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

　　 　令和元年８月13日（火）から８月23日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和元年８月

26日（月）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝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

　　 　令和元年８月28日（水）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110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　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10％）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　令和元年８月30日（金）

　　　　　　　　　午後１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

　　 　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％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、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://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契約関係規定」

で閲覧することができます。
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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://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）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。

　　　───────────────────

川崎市公告第220号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　令和元年度戸別受信機更新事前調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　市役所第３庁舎ほか　50箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和元年10月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本市の公共施設や住民組織代表者宅等に設置して

いるアナログ方式同報系防災行政無線戸別受信機

（以下、「アナログ戸別受信機」という。）を、デジ

タル方式同報系防災行政無線戸別受信機（以下、「デ

ジタル戸別受信機」という。）に更新するため、必

要な事前調査と報告書の作成を実施します。

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 　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」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、無線設備や放送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）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3972、

　　　E-meil　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から８月19日（月）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和元年８月

20日（火）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午

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「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）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

　　　令和元年８月23日（金）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

　　 　令和元年８月13日（火）から８月23日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和元年８月

26日（月）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。
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　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

　　 　令和元年８月28日（水）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110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　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10％）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　令和元年８月30日（金）

　　　　　　　　　午前11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

　　 　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％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、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://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）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://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）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。

　　　───────────────────

川崎市公告第221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。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　令和元年度社会福祉法人に関する会計検査等業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　①　川崎市健康福祉局総務部企画課

　　　　 （川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエ



川 崎 市 公 報 （第1,777号）令和元年(2019年)８月26日

－2703－

ア西館10階）

　　②　実地指導監査実施場所（川崎市内社会福祉法人）

　⑶ 　履行期間

　　 　令和元年９月３日から令和２年３月31日まで

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」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。

３ 　競争入札参加申込書の提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書の配布、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

　　　健康福祉局総務部企画課　千葉

　　　電　話　044－200－2630（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-meil　40kikaku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月19日

（月）までの午前９時から正午及び午後１時から午

後５時までとします。

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す必要書類を添えて、前記３⑴の

提出場所に持参し、提出してください。

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、次により競争入札参加資格

確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登載された

電子メールアドレスに送付（送信）します。

　　 　なお、電子メールアドレスを搭載していない者に

対しては、別に交付方法をお知らせします。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和元年８月21日（水）午前９時以降に送付（送

信）します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、無償で入

札説明書を交付します。

　　 　「川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿」に登載された電子メールアドレスに送付（送信）

します。なお、電子メールアドレスを搭載していな

い者については、前記⑴と同じです。

　　 　また、入札説明書は前記３⑴に記載の場所におい

て、令和元年８月13日（火）から令和元年８月19日

（月）までの午前９時から正午及び午後１時から午

後５時まで閲覧できます。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　前記３⑴に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和元年８月14日（水）から令和元年８月20日

（火）までの午前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」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問方法

　　 　仕様書の内容等に対し質問等がある場合は、入札

説明書に添付の質問書を使用し、前記⑴のＦＡＸ又

は電子メールアドレス宛てに送信等してください。

電子メールで送信する場合は、開封確認付きの処理

を行った上で送信してください。また、ＦＡＸ又は

電子メール送信等した後に、その旨を前記⑴まで電

話による連絡を行なってください。

　⑸ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で競争参加資格

があると認められたすべての者に対し、令和元年８

月22日（木）にＦＡＸ又は電子メールにおいて回答

します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とはできません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に

100分の10（消費税及び地方消費税）に相当する額

を加算した金額をもって落札価格としますが、入札

書に記載する入札金額は、消費税及び地方消費税抜

きとします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年８月28日（水）午後２時

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
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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 　入札・開札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階Ｃ会議室

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/

epc/index.htm）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 　関連情報を入手するための窓口は３⑴と同じです。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第222号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称

名　　　　称 施　　　　設

川崎市南部

リハビリテーション

センター

ア　南部在宅支援室

イ　南部日中活動センター

　⑵ 　所在地　　川崎市川崎区日進町５番地１

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　管理の基準は、川崎市総合リハビリテーションセン

ター及び障害者福祉施設条例及びこれに基づく規則の

規定に従います。業務の範囲は、次のとおりです。

　⑴ 　南部在宅支援室

　　ア 　高齢者、障害者、障害児等及びその介護者に対

する専門的な相談に関すること。

　　イ 　高齢者、障害者、障害児等に対する専門的な治

療、訓練、検査及び評価に関すること。

　　ウ 　高齢者、障害者、障害児等及びその介護者に対

する介護方法の指導、健康指導その他の便宜の供

与に関すること。

　　エ 　高齢者、障害者、障害児等に係る福祉用具の普

及の促進に関すること。

　　オ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に

関すること。

　⑵ 　南部日中活動センター

　　ア 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第123号。以下

「法」といいます。）に規定する生活介護の業務

　　イ 　法に規定する自立訓練の業務

　　ウ 　法に規定する就労移行支援の業務

　　エ 　法に規定する就労継続支援の業務

　　オ 　法に規定する就労定着支援の業務

　　カ　その他設置目的を達成するために必要な業務

３ 　指定予定期間

　　令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

４ 　応募方法

　⑴ 　提出書類

　　ア 　指定管理者指定応募書

　　イ 　指定予定期間に属する各年度の事業計画書及び

収支予算書

　　ウ 　定款又は寄附行為及び登記事項証明書

　　エ 　平成28・29・30年度における財産目録、貸借対

照表及び損益計算書又は収支計算書。ただし、提

出日の属する事業年度に設立された法人にあって

は、その設立時における財産目録とします。

　　オ 　平成30年度における事業実績報告書及び令和元

年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

　　カ　役員の名簿及び履歴書

　　キ　組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　ク　現に行っている業務の概要を記載した書類
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　　ケ 　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る書類

　⑵ 　仕様書等の配布期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年９月24日

（火）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８

時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　応募の受付期間

　　 　令和元年９月13日（金）から９月24日（火）まで

　　 　（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８時30分か

ら正午、午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　仕様書等の配布及び応募受付場所

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電話　044－200－2654

　⑸ 　提出方法

　　　持参（郵送による提出はできません。）

　⑹ 　問い合わせ先

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　電　話　044－200－2654

　　　ＦＡＸ　044－200－3932

　　　E-meil　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第223号

　一般競争入札について次のとおり公表します。

　　令和元年８月13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

　　　市民ミュージアム防排煙設備長寿命化整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　市民ミュージアム（川崎市中原区等々力１番２号）

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年２月28日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市民ミュージアムに設置されている逍遥展示空間

（高所）の排煙口６台（各台２面）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 　平成31・32年度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（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、仕様書の配布、

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、類似の契約実績を証す

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

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民文化振興室　

　　　電話　044－200－2444（直通）

　　　ＦＡＸ　　044－200－3248

　　　E-meil　25bunka@city.kawasaki.jp

　　※ 　川崎市ホームページ「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。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月13日（火）から令和元年８月19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、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　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

　 　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

　　　令和元年８月22日（木）午後５時15分まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
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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　

　　 　令和元年８月22日（木）から令和元年８月27日

（火）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　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。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴所管課まで電話連絡願います。

　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　25bunka@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3248

　⑸ 　回答方法

　　 　令和元年９月２日（月）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110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　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10％）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

　　　令和元年９月11日（水）午前10時00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。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第224号

　指定管理者の公募について次のとおり公告します。

　　令和元年８月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名称



川 崎 市 公 報 （第1,777号）令和元年(2019年)８月26日

－2707－

　　　総合研修センター

　⑵ 　設置条例

　　 　川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害

者福祉施設条例

　⑶ 　所在地

　　　川崎市川崎区日進町５番地１

　⑷ 　施設規模

　　 　鉄筋コンクリート造　地上８階建て建物のうち、

２階部分の一部、

　　　延床面積　13,850.41㎡のうち、762.74㎡

　⑸ 　開設時期

　　 　令和３年４月

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　管理の基準は、川崎市総合リハビリテーションセン

ター及び障害者福祉施設条例（昭和46年３月23日条例

第10号）及び川崎市総合研修センターに係る指定管理

者の指定の手続等に関する規則（令和元年６月28日規

則第18号）の規定に基づきます。また、業務の範囲

は、次のとおりとします（詳細は募集要項を御覧くだ

さい。）。

　⑴ 　人材育成研修

　　ア 　福祉人材養成研修

　　イ 　国の要綱等に定めのある研修

　　ウ 　キャリアパスを見据えた階層別研修

　　エ 　その他目的達成に必要な研修

　⑵ 　高齢者、障害者、障害児等の保健福祉情報の収集

及び提供（図書、視聴覚資料、機材等の貸出等）

　⑶ 　福祉機器の展示

　⑷ 　その他目的達成に必要な事業

　⑸ 　備品等機器の管理及びこれらの使用に関する業務

　⑹ 　自動販売機の設置、管理

　⑺ 　その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務

３ 　指定予定期間

　　令和３年４月１日～令和８年３月31日

４ 　応募方法

　⑴ 　募集要項等の配布期間

　　 　令和元年８月14日（水）～９月20日（金）（土曜日、

日曜日を除きます。）

　　 　午前８時30分～午後５時15分（正午から午後１時

までを除きます。）

　⑵ 　応募の受付期間

　　 　令和元年９月13日（金）～９月20日（金）（土曜日、

日曜日を除きます。）

　⑶ 　応募書類の提出方法

　　 　あらかじめ、後掲「５　お問合せ先」に電話にて

予約をした上で、次の⑷の応募書類を直接お持ちく

ださい（郵送等による受付は致しません。）。その場

で、書類の確認を行います。

　⑷ 　応募書類

　　ア 　指定管理者応募書

　　イ 　誓約書（応募資格及び提出書類に偽りが無いこ

との確認）

　　ウ 　指定予定期間に属する各年度の施設の管理に係

る事業計画書、管理規程、運営規程等

　　（ア）事業計画書

　　（イ）運営規程案

　　（ウ）総合研修センター研修計画書

　　（エ ）職員の勤務体制・勤務形態及び人員の採用・

配置計画

　　（オ）所長予定者の経歴書

　　エ 　経費見積書（単年度分、５か年度分）

　　（ア）管理に要する経費見積書

　　（イ）人件費に係る経費見積書

　　オ 　団体の組織及び運営に関する事項が記載された

書類

　　（ア）団体の運営理念

　　（イ）現に運営している事業等の概要

　　（ウ ）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）

　　　　 　法人以外の団体にあっては、これに相当する

書類

　　（エ ）平成28年度～平成30年度の財産目録（令和元

年度に設立された法人等にあっては、設立時の

財産目録）、貸借対照表、損益計算書、収支計

算書、事業活動報告書

　　（オ ）令和元年度及び令和２年度（案）における団

体の事業計画書及び収支予算書

　　（カ）役員の名簿及び履歴書

　　（キ ）団体の就業規則、給与規程、経理規程等の諸

規程

　　（ク ）団体又はその代表者の平成29年度及び平成30

年度の納税証明書（市税、法人税、消費税及び

地方消費税）

　　　　 　納税義務の無い団体又はその代表者について

は、指定管理者指定に関する申立書

　　カ　コンプライアンス（法令順守）に関する申告書

　　キ 　指定管理者制度における暴力団排除に係る合意

書に基づく個人情報の外部提供同意書

５ 　お問合せ先

　　（募集要項配布、応募書類受付、質問票提出先）

　 　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番地ソリッドスクエア西館10階

　　電　話　044－200－2652

　　電子メール　40kosui@city.kawasaki.jp

６ 　その他



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2708－

　 　募集要項及び応募に必要な様式類の電子データにつ

いては、川崎市公式ウェブサイトに掲載しますので、

適宜ダウンロードして使用してください。

　 　URL:http://www.city.kawasaki.jp/350/

page/0000109449.html

　　　───────────────────

川崎市公告第225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。

　　令和元年８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

　　川崎市宮前区犬蔵１丁目1211番９

 の一部　ほか４筆の一部　　

 1,359平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都杉並区西荻北２丁目１番11号

　　株式会社　三栄建築設計

　　代表取締役　小池真三

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅　７戸　共同住宅　２棟

 計画戸数：９戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年12月25日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第134号

　　　───────────────────

川崎市公告第226号

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により、令和元年度川崎市総合防災訓練の実施に伴うサ

イレン吹鳴を、次のとおり公告します。

　　令和元年８月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日　時：令和元年９月８日（日）午前10時～ 12時

２ 　場　所：河原町グラウンド

　　　　　　幸区河原町１

３ 　方　法：消防車によるサイレンの吹鳴

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第133号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月26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

　　　一酸化炭素測定装置賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　池上自動車排出ガス測定局（川崎区池上町３） １台

　　　遠藤町自動車排出ガス測定局（幸区遠藤町１） １台

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年１月１日から令和９年12月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に拠点を持ち、保守対

応等を迅速に実施できる体制を有すること。

　⑸ 　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　出口

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま
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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 　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令

和元年９月９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

　　 　令和元年９月９日（月）午前９時から正午まで又

は午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　 　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年９月９日（月）から令和元年９月13日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月18日

（水）までに、参加全者あてに、電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を96 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月26日（木）午前11時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第134号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月26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
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　　　炭化水素測定装置賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　大師一般環境大気測定局（川崎区台町26－７） １台

　　　中原一般環境大気測定局（中原区小杉町３－245） １台

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に拠点を持ち、保守対

応等を迅速に実施できる体制を有すること。

　⑸ 　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　出口

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

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

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令

和元年９月９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

　　 　令和元年９月９日（月）午前９時から正午まで又

は午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　 　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　 　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年９月９日（月）から令和元年９月13日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月18日

（水）までに、参加全者あてに、電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月26日（木）午後１時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室
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　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第135号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月26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

　　　オキシダント測定装置賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　中原一般環境大気測定局（中原区小杉町３－245） １台

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年１月１日から令和８年12月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に拠点を持ち、保守対

応等を迅速に実施できる体制を有すること。

　⑸ 　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　出口

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の
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欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

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

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和元年９月９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

　　 　令和元年９月９日（月）午前９時から正午まで又

は午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年９月９日（月）から令和元年９月13日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月18日

（水）までに、参加全者あてに、電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月26日（木）午前11時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第136号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月26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

　　　微小粒子状物質測定装置賃貸借及び保守
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　⑵ 　履行場所

　　　大師一般環境大気測定局

　　　（川崎区台町26－７） １台

　　　宮前一般環境大気測定局

　　　（宮前区宮前平３－14－１） １台

　　　日進町自動車排出ガス測定局

　　　（川崎区日進町23－１） １台

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年２月１日から令和９年１月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に拠点を持ち、保守対

応等を迅速に実施できる体制を有すること。

　⑸ 　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　田邊

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

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

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令

和元年９月９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

　　 　令和元年９月９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。

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

　　 　令和元年９月９日（月）から令和元年９月13日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月18日

（水）までに、参加全者あてに、電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時
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　　　　令和元年９月26日（木）午後２時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第137号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月26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

　　　浮遊粒子状物質測定装置賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　中原平和公園自動車排出ガス測定局

　　　（中原区木月住吉町33－１） １台

　　　本村橋自動車排出ガス測定局

　　　（多摩区宿河原２－59－２） １台

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年１月１日から令和８年12月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に拠点を持ち、保守対

応等を迅速に実施できる体制を有すること。

　⑸ 　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　田邊

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ
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グ等の資料）

　⑷ 　に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

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

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令

和元年９月９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

　　 　令和元年９月９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。

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

　　 　令和元年９月９日（月）から令和元年９月13日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月18日

（水）までに、参加全者あてに、電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月26日（木）午後２時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　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/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第138号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　北部市場防火ダンパー補修委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　 契約締結日から令和２年３月19日（木）

まで（令和元年12月１日（日）から令

和２年１月10日（金）までは、北部市

場の繁忙期のため現場での作業はでき

ません。）

　⑷ 　業務内容　仕様書（添付資料）のとおり

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「施設維持管理」、地域区分「市内」、企業規模

「中小企業」で登録されている者。

　⑷ 　過去５年以内に本市又は他官公庁において、本件

施設維持管理業務と種類、規模をほぼ同じくする契

約実績があること（契約実績を証明できる契約書、

仕様書のコピーを書面にて競争参加申込書と共に提

出すること）。

３ 　入札説明書・競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷の契約実績を確認できる書類

を提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課施設維持係

　　　担当　森茂

　　　電　　　話：044－975－2216

　　　Ｆ　Ａ　Ｘ：044－975－2242

　　　電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

　　※ 　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・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）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）とします。

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出し、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書を令和元年

９月６日（金）に交付します。

　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メール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。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　 令和元年９月６日（金）午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時ま

で

５ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合せ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月９日

（月）まで（土・日を除く毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和元年９月13日（金）に電子メール又は郵送に

て文書を送付します。

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　令和元年９月20日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　　　　　　　　　　 川崎市経済労働局中央卸売市

場北部市場

　　　　　　　　　　　　管理事務所棟３階

　　　　　　　　　　　　第１会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参又は郵送

　　　　　　　　　　　　郵送先は上記３⑴に同じ

　　　　　　　　　　　　 なお、郵送の場合は、令和元

年９月19日（木）午後４時必着

　⑸ 　入札保証金　　　　 免除（ただし、競争参加資格

を有する者が入札する場合に

おいて、契約を締結すること

が確実であると認められるとき）
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　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で最低の価格

をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。た

だし、著しく低価格な場合

には調査を行うことがあり

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。

　⑼ 　入札書の記載金額　　 入札に際しては、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。

８ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に帰ることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　令和元年９月27日（金）

　⑸ 　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）

10　その他

　⑴ 　事情により、入札を延期、又は、取りやめる場合

があります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加心得等の定める

ところによります。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第139号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和元年度特定個人情報の取扱い等に関する監査

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所内、その

他本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和２年３月31日（火）まで

　⑷ 　委託概要

　　 　助言型の情報セキュリティ外部監査を実施するも

の。詳細は、３⑴の場所で提供する「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 　一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日（令

和元年９月３日（火））において、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」、

種目「その他の電算関連業務」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。

　⑷ 　過去３年間に、本件と同程度の特定個人情報の取

扱い事務に対する情報セキュリティ監査業務の実施

経験があり、誠実に履行した実績を有し、かつ、本

業務について確実に履行することができること。

　⑸ 　経済産業省の情報セキュリティ監査企業台帳に登

録されていること。

　⑹ 　ISO/IEC27001（JIS Q 27001）認証又はプライバ

シーマーク認証を取得していること。

　⑺ 　３⑴の場所で提供する「委託仕様書」に定める監



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2718－

査人要件を満たす者が監査を行うこと。

　⑻ 　監査対象となる特定個人情報利用事務に関する情

報システムの企画、開発、運用、保守等に関わって

いないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書、入札説明書等の

交付、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び上記２の⑷～⑺を証する

書類（写し可。なお、⑺を証する書類としては、情報

セキュリティ監査業務実施者（監査人）の取得資格及

び経験年数が分かるもの）を提出しなければなりませ

ん。

　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札説明

書等関係資料の交付及びその提出は、次のとおりとし

ます。

　⑴ 　交付・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎９階ＩＣＴ推進課

　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課

　　　情報セキュリティ・調整担当

　　　電　話　044－200－2924（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　交付・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から９月２日（月）まで

とします（９時から正午まで及び13時から17時まで

（土日を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和元年９月２

日（月）17時までに、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。）

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

　　　令和元年９月４日（水）13時から17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交付・提出場所及び問合せ先」と同じです。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴交付・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和元年８月26日（月）から９月６日（金）まで

とします（９時から正午まで及び13時から17時まで

（土日を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」

に必要事項を記載の上電子メール又は持参にて提出

してください。また、質問書を電子メールで提出し

た場合は、送信した旨を３⑴の担当まで御連絡くだ

さい。

　⑷ 　回答

　　 　令和元年９月９日（月）までに、入札参加資格が

有ると認められる者に対し、電子メールで回答書を

送付します。なお、回答に当たっては、入札参加資

格が有ると認められる者からの質問全てを共有する

形で対応します。ただし、入札参加資格の無い者か

らの質問には回答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　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

額にこの金額の100分の10に相当する額（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　令和元年９月12日（木）13時30分

　　イ 　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　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
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　　 　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 　契約保証金の要否

　　　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、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交付・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第140号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　令和元年度タブロイド版防災広報誌印刷・

　　　全戸配布業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市全域

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年１月10日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、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

「その他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で２件以上国又は地方公共団体におい

て、刊行物を20万部以上配布する契約を締結し、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、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び契約実績を証する書類

（契約書の写し等）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　防災啓発担当

　　　電　話　044－200－2893（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日から令和元年９月３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。

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

　　 　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

　　　令和元年９月５日　午後１時から午後５時まで
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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 　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

　　 　令和元年８月26日から令和元年９月９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

　　 　令和元年９月11日午後５時までに、入札参加資格

を有する者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送

付します。なお、この入札の参加資格を満たしてい

ない者からの質問に関しては回答しません。

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110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　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10％）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　令和元年９月18日　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

　　 　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％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

　　 　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「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窓口

　　　「３⑴提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　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」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141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。

　　　令和元年８月26日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 令和元年度ネットワーク用レイヤース

イッチ賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　回線保守業者収容ビル（横浜市内）

　⑶ 　履行期間　令和元年12月１日から令和６年11月30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 　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。

　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。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争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等配布及び提出場所

　　　〒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

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月２日

（月）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　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。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。（「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

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月11日

（水）午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「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

ときは、その旨担当まで御連絡ください。（土曜日、

日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和元年９月18日

（水）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

ルアドレスに令和元年９月６日（金）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、令和元年９月６日（金）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）に、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　カタログの提出について

　 　導入予定機種等のカタログを令和元年９月20日

（金）午後５時までに３⑴の場所に提出してくださ

い。なお、落札者については、落札決定後、契約書類

として機器明細書の提出を求めます。

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。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）

を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく

ださい。

　　 　なお、入札に際しては、川崎市競争入札参加者心

得第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額か

ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載してください。
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　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和元年９月25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　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　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。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

10　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記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。

11　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 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　支払については、毎月払いとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第142号

　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　障害支援区分一次判定事務用機器の賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局障害計画課ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和元年10月１日から令和６年９月30日

　⑷ 　業務概要

　　　契約書（案）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（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「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」で登録されており、かつ、

ランク「Ｃ」以上に格付けされていること。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、本市又は他公官庁におい

て、パソコンリース等に関する類似の契約を締結

し、これらをすべて誠実に履行していること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書、２⑷の契約実績を証する書類（契約

書の写し等業務内容がわかるもの）、及び納入する物

品の商品説明書（カタログ等）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課給付係
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　　　電話番号　044－200－0873

　　　ＦＡＸ　　044－200－3932

　　　E-mail　40syokei@city.kawasaki.jp

　　 　 （ただし、本メールアドレスによる問い合わせ等

を行う場合は、メールの着信の確認を電話にて行

ってください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）までの午前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。）なお、一

般競争入札参加申込書及び契約書（案）について

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　過去２年間で２件以上、本市又は他公官庁にお

いて、パソコンリース等に関する類似の契約を締

結していることを証明する書類。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び契約書（案）の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　⑵ 　交付日時

　　 　令和元年９月３日（火）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時の間は除きます。）

　　 　ただし、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、令和元年９月３日（火）までに入

札参加資格確認通知書及び契約書（案）を電子メー

ルにより送付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和元年９月４日（水）午前９時から令和元年９

月６日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札参加資格確認通知書と共に送付する「質問

書」の様式により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3932

　⑸ 　回答方法

　　 　令和元年９月11日（水）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。

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　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和元年９月13日（金）10時

　　イ 　入札場所

　　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　　不要です。

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
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本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は契約書（案）によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第143号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 障害者自立支援給付費支払システム事務用機器の

賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局障害計画課

　⑶ 　履行期間

　　　令和元年10月１日から令和６年９月30日

　⑷ 　業務概要

　　　契約書（案）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（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「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」で登録されており、かつ、

ランク「Ｃ」以上に格付けされていること。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、本市又は他公官庁におい

て、パソコンリース等に関する類似の契約を締結

し、これらをすべて誠実に履行していること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書、２⑷の契約実績を証する書類（契約

書の写し等業務内容がわかるもの）、及び納入する物

品の商品説明書（カタログ等）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課給付係

　　　電話番号　044－200－0873

　　　ＦＡＸ　　044－200－3932

　　　E-mail　　40syokei@city.kawasaki.jp

　　 　 （ただし、本メールアドレスによる問い合わせ等

を行う場合は、メールの着信の確認を電話にて行

ってください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）までの午前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。）なお、一

般競争入札参加申込書及び契約書（案）について

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　過去２年間で２件以上、本市又は他公官庁にお

いて、パソコンリース等に関する類似の契約を締

結していることを証明する書類。

　⑷ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び契約書（案）の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　⑵ 　交付日時

　　 　令和元年９月３日（火）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時の間は除きます。）

　　 　ただし、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、令和元年９月３日（火）までに入

札参加資格確認通知書及び契約書（案）を電子メー

ルにより送付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和元年９月４日（水）午前９時から

　　　令和元年９月６日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札参加資格確認通知書と共に送付する「質問

書」の様式により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3932

　⑸ 　回答方法
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　　 　令和元年９月11日（水）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。

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　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和元年９月13日（金）11時

　　イ 　入札場所

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　　不要です。

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 　詳細は契約書（案）によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第144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。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 庁内情報環境整備に係るパーソナルコンピュータ

等の賃貸借及び保守契約（令和２年３月31日導入分）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年３月31日から令和７年３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、資格審査申請を令和

元年９月４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　森田・和田

　　　電　話　044－200－3076



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2726－

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月４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

　　　令和元年９月11日（水）

　　　午前８時30分から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和元年

８月26日（月）から令和元年９月４日（水）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和元年９月11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、令和元年９月11日（水）か

ら令和元年９月19日（木）まで、入札説明書に添付

の質問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで

質問する場合は、質問書を送信した旨を担当まで御

連絡ください。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

　　 　なお、回答については令和元年９月26日（木）、

全社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　導入予定機種（パソコン、スイッチングハブ等）の

カタログを令和元年10月１日（火）午後５時15分まで

に３⑴に提出してください。

８ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書

に記載してください。なお、詳細は入札説明書によ

ります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和元年10月９日（水）午後２時

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期限

　　　　令和元年10月８日（火）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。

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
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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 personal computers and other necessary 

equipment for the Kawasaki City Office intra 

information system.

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　2:00 P.M.October 9,2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail :

　　　October 8,2019

　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:044-200-3076

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第145号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　避難所標識盤面張替等業務委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　 中原区小杉町３－420ほか市内避難所標識既設等

244箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　災害対策基本法の改正に伴い制定・改正された

「災害種別非難誘導標識システム（ＪＩＳ　Ｚ

9098）」に基づき、市内既設の避難所標識の盤面変

更等を行います。

　　 　平成29年度に定めたデザインに則り、中原区・高

津区・宮前区・多摩区・麻生区の既設標識のうち、

245箇所について、盤面作成・張替のほか、標識の

新設、既設標識の移設・撤去を行います。

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 　川崎市競争入札参加資格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。

　⑷ 　川崎市内に本店又は受任地を有していること。

　⑸ 　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。

　⑹ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、標識、看板の作成を含むに同程度の規模の

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

　　　〒210－0005

　　　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　計画調整担当

　　　電　話　044－200－3134（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から９月２日（月）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。

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
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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

　　　令和元年９月４日（水）　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

　　 　令和元年８月26日（月）から９月５日（木）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 　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

　　 　令和元年９月11日（水）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110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　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10％）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　令和元年９月19日（木）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

　　 　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％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、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。

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。
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　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146号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

税 公 告

川崎市税公告第55号

　次の市税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、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。

　　令和元年７月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公募する事項

件　　名 川崎市学習状況調査業務委託（令和２年度実施分）

所管課

（問合せ先）

教育委員会　総合教育センター　総務室

〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

電　話　044－844－3600

ＦＡＸ　044－844－3604

E-mail　:88csomu@city.kawasaki.jp

業務内容

⑴ 　学力調査問題等の作成及び問題編集作業

⑵ 　問題・解答・答案用紙等の編集・印刷・製本作業

⑶ 　各学校への配送と回収作業

⑷ 　学力調査、意識調査に係る結果のデータ処理及び分析に係る作業（小５・中２）

⑸ 　児童生徒個別の結果表（小５・中２）作成と学校配付

⑹ 　結果の報告書印刷、学校配付

⑺ 　上記委託内容に伴う関係者（学校含む）との連絡調整、打ち合わせ及び説明会等

の実施

⑻ 　教育委員会への報告資料作成業務

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（委託：業種「電算関連」、種目

「その他電算関連」）として登録をしている者。

　　地域要件は無とします。

参加申込方法

所管課において配付している参加意向申出書を持参してください。

参加意向申出書については、川崎市教育委員会ホームページからもダウンロードする

ことができます。

http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000109458.html

参加意向申出書提出期間

令和元年８月26日（月）から令和元年９月12日（木）まで

受付時間は、上記期間内の午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時15分までとします（ただし、閉庁日は除きます）。
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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４期分 令和元年８月10日 計３件

平成31年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
４月随時分 令和元年８月10日 計26件

平成31年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分 令和元年８月10日 計１件

平成31年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第１期分 令和元年８月10日 計29件

平成31年度 軽自動車税 全期分 令和元年８月10日 計６件

（別紙省略）

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

川崎市税公告第56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。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第57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。

　　令和元年８月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第58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。

　　令和元年８月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第59号

　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決

定・変更通知書（特別徴収義務者用）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。

　　令和元年８月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第60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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　　令和元年８月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第61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。

　　令和元年８月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第62号

　交付要求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。

　　令和元年８月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第63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。

　　令和元年８月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第64号

　課税額変更（取消）通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第65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。

　　令和元年８月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第66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。

　　令和元年８月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第67号

　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決

定・変更通知書（特別徴収義務者用）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。

　　令和元年８月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第68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



（第1,777号）令和元年(2019年)８月26日 川 崎 市 公 報

－2732－

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。

　　令和元年８月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第26号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月６日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

川崎市上下水道局公告第27号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月６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 令和元年度南部下水管内取付管更新工事

履行場所 川崎市川崎区地内

履行期限 契約の日から令和元年11月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成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。

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 濃硫酸１ｔ（単価契約）

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１ 　長沢浄水場

履行期限 令和元年10月１日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話　044－200－2091

入札日時等 令和元年９月18日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月３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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度北部下水管内管きょ緊急補修第２号工事

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期限 契約の日から令和２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 　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 令和元年９月９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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 矢上350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所 自：幸区矢上１先　至：幸区矢上６－２先

履行期限 契約の日から165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「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 令和元年９月９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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小向町200mm－75mm配水管布設替工事

履行場所 自：幸区小向町15－４先　至：幸区小向町21－21先

履行期限 契約の日から140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「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32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「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。
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参 加 資 格

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 令和元年９月９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 鷺沼配水所ほか２箇所　空調設備改良工事

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）ほか２箇所

履行期限 契約日から120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」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」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 　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。

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 令和元年９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 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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　第２沈でん池点検歩廊及び下段人孔蓋修理工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から180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「鋼構造物」種目「その他の鋼構造物」

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 　鋼構造物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「鋼構造物」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 令和元年９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 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28号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月６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 令和元年度排水現況実態調査測量委託

履行場所 川崎市全域

履行期限 契約の日から令和元年12月27日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」、種目「測量一般」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 令和元年９月３日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 雨水出水に係る水位周知検討業務委託

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 契約の日から令和２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 　国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した業務委託において、「下水道総合浸水対策計画策

定マニュアル（案）平成18年３月国土交通省」または「下水道浸水被害軽減総合計画策定マニュ

アル（案）平成28年４月国土交通省」に基づいて、浸水シュミレーションを活用した「下水道浸

水被害軽減総合計画」を策定する業務の元請としての履行完了実績を有すること。

⑸ 　業務責任者及び照査技術者として、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）のいずれかを有する者。なお、業務責任者と照査技術者は兼任できません。

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 令和元年９月３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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 管路施設耐震診断調査業務委託その６

履行場所 川崎市川崎区地内ほか

履行期限 契約の日から令和２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 　国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した業務委託において、下水道管路の耐震診断（詳

細診断）業務の元請としての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。

　ア 　業務責任者及び照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道‐下水道）又は上下

水道部門技術士（下水道）の資格を有する者

　　なお、業務責任者と照査技術者は兼任できません。

　イ 　上記　⑷ 　に掲げる業務の実務経験を有する技術者

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 令和元年９月３日　午後２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
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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度北部下水管内管きょ清掃委託その２

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期限 契約の日から令和２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「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 令和元年９月３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

・ 　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」を御覧下さい。

交 通 局 告 示

川崎市交通局告示第１号

　公金徴収業務の委託について

　川崎市交通局溝口乗車券発売所の管理運営等の委託に

伴う公金の徴収業務を次のとおり委託したので、地方公

営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第

１項の規定に基づき告示します。

　　令和元年８月９日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　受託者の所在地及び名称
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　　所在地　川崎市高津区久本１丁目２番地５号

　　　　　　関口第１ビル５階

　　名　称　株式会社　互幸ワークス

　　代表者　代表取締役　竹中　伸幸

２ 　委託する業務の種類

　　 川崎市交通局溝口乗車券発売所の管理運営等の委託

に伴う公金の徴収

３ 　委託期間

　　令和元年８月１日から令和４年７月31日まで

交 通 局 公 告

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。

　　令和元年８月２日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　産業廃棄物（汚泥）処分業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和２年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　産業廃棄物（汚泥）処分業務

　　※　詳細は、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「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物

処分業」、地域区分「市内・準市内」で登録されて

いること。

　⑶ 　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を川崎市から受

けていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該委託案件を確実

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及び２⑶を証明する書類（川

崎市からの許可証）の写し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　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　令和元年８月２日から令和元年８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（土曜日及び祝日・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　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等を提出した者に

は、その結果を令和元年８月30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　木村

　　電話　044－200－3235

７ 　一般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 　提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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　令和元年９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
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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。ただし、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

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第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。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第16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。

　　令和元年８月７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。

　　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（川

崎市川崎区宮本町１番地）

　　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、
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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。

川崎市病院局公告第17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。

　　令和元年８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。

　　 　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。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件 名 多摩病院貫流ボイラー設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原１丁目30番37号

履行期間 契約の日から令和２年３月13日まで

競 争 参 加 資 格

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。

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「空調・衛生」種目「空気

調和設備」ランク「Ｃ」で登録されている者。

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

による中小企業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

申 込 締 切 日 令和元年８月20日（火）まで受付けます。

予 定 価 格 公表しません。

入 札 保 証 金 免除とします。

最 低 制 限 価 格 設定します。

郵 便 入 札 締 切 日 令和元年９月５日（木）必着

開 札 日 令和元年９月９日（月）午後３時30分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

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１　⑵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。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する総合医療情報システムサーバーの調達

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 契約締結日から令和元年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　種　「コンピュータ」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月13日から令和元年８月20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 令和元年８月23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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農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第４号

　第26回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　令和元年８月２日

 川崎市農業委員会　　　　

 会長　長　瀬　和　德　　

１ 　日　時

　　令和元年８月９日（金）　　午後３時00分～

２ 　場　所

　　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階

　　　第３会議室

　　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議　題

　⑴ 　議案第１号　 農地法第５条第１項の規定による許

可申請に対する意見について

　⑵ 　議案第２号　 相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について

　⑶ 　議案第３号　 令和２年度川崎市農地等の最適化の

推進に関する意見・川崎市農業施策

に関する要望について

　⑷ 　報告第１号　 農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑸ 　報告第２号　 相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑹ 　報告第３号　 生産緑地の農業の主たる従事者証明

について

　⑺ 　報告第４号　 買い取らない旨の通知をした生産緑

地のあっせんについて

　⑻ 　報告第５号　 農地造成工事施行に係る承認願につ

いて

　⑼ 　報告第６号　農地転用工事完了報告について

　⑽ 　その他

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第27号

　介護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、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。

　　令和元年８月13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28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。

　　令和元年８月15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29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。

　　令和元年８月15日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　
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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

31年度

国民健康

保険料
１期以降 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
１期以降

令和元年９月２日

（１期分・２期分）
計14件

平成

31年度

国民健康

保険料
２期以降 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
３期以降 計２件

平成

31年度

国民健康

保険料
５期以降 計１件

平成31

年度

国民健康

保険料
８期以降 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
10期以降 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第30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。

　　令和元年８月15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

31年度

国民健康

保険料
１期以降 １件

平成

31年度

国民健康

保険料
１期以降

令和元年９月２日

（１期分）
１件

平成

31年度

国民健康

保険料
１期以降

令和元年９月２日

（１期分・２期分）
１件

平成

31年度

国民健康

保険料
２期以降 １件

平成

31年度

国民健康

保険料
３期以降 ３件

平成

31年度

国民健康

保険料
過随５月 ２件

平成

31年度

国民健康

保険料
過随６月 ２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第31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

法律第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。

　　令和元年８月15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31

年度

介護保険

料

特１期～

特３期
６件

平成

31年度

介護保険

料
特４期 ４件

平成

31年度

介護

保険料
特５期 １件

平成

31年度

介護

保険料
特６期 １件

平成

31年度

介護

保険料
第１期 ３件

平成

31年度

介護

保険料

第１期

～

第４期

令和元年９月２日

（第１期分・第２

期分・第３期分）

２件

平成

31年度

介護

保険料

第１期

・

第２期

令和元年９月２日 ２件

平成

31年度

介護

保険料
第２期 １件

平成

31年度

介護

保険料

第３期

以降

令和元年９月２日

（第３期分）
２件

平成

31年度

介護

保険料

第４期

以降

令和元年９月２日

（第４期分）
１件

平成

31年度

介護

保険料
第５期 １件

平成

31年度

介護

保険料
過随２期 令和元年９月２日 ２件

平成

31年度

介護

保険料
過随４期 令和元年９月２日 ２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第32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
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付します。

　　令和元年８月15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

31年度

国民健康

保険料
１期以降 令和元年９月２日 計20件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第12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。

　　令和元年８月15日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

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

31年度

国民健康

保険料
１期以降 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
１期以降

令和元年９月２日

（１期分）
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
１期以降

令和元年９月２日

（１期分・２期分）
計15件

平成

31年度

国民健康

保険料
２期以降 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
過年４月 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

特別徴収

４月・６

月・８月

計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
３期以降 計３件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第13号

　　　山田都市計画事業山田地区震災復興土地区

　　　画整理事業の書類の送付に代えて掲示して

　　　いる旨の公告について

　次の表の左欄に記載する者に対する当該右欄の土地に

かかる山田都市計画事業山田地区震災復興土地区画整理

事業施行者山田町が発した、土地区画整理法（昭和29年

法律第119号）第103条第１項の規定による換地処分通知

は、送付すべき場所を確知することができないので、同

法第133条第１項及び第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、通知の内

容が岩手県下閉伊郡山田町長崎三丁目２－11飯岡コミュ

ニティセンター掲示板に掲示されている。

　　令和元年７月30日

 中原区長　永　山　実　幸　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第14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。

　　令和元年８月15日

 中原区長　永　山　実　幸　　

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

31年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
過年８月 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
特６月 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第１期

以降

令和元年９月２日

（１期分）
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第１期

以降

令和元年９月２日

（１期分・２期分）
計６件

平成

31年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計15件

平成

31年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計５件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第15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
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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。

　　令和元年８月15日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

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

31年度

国民健康

保険料
１期以降 計４件

平成

31年度

国民健康

保険料
１期以降

令和１年９月２日

（１期分）
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
１期以降

令和１年９月２日

（１期・２期分）
計45件

平成

31年度

国民健康

保険料
２期以降 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
２期以降

令和１年９月２日

（２期分）
計３件

平成

31年度

国民健康

保険料
３期以降 計１件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第11号

　次の介護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、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。

　　令和元年８月９日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

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

第12期分

（普通徴収）

令和元年９月２日

（第12期分）
計２件

平成

31年度

介護

保険料

第１期分

以降

（普通徴収）

令和元年９月２日

（第１期分以降）
計２件

平成

31年度

介護

保険料

第５期分

以降

（普通徴収）

計14件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第12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。

　　令和元年８月13日

 川崎市宮前区長　高　橋　哲　也　　

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

31年度

後期高齢者

医療保険料

第１期

以降

令和元年９月２日

（第１期分）
計２件

平成

31年度

後期高齢者

医療保険料

特第４

期以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第13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。

　　令和元年　８月15日

 川崎市宮前区長　高　橋　哲　也　　

科　目 期　別
この公告によって

変更する納期限
件数・備考

国民健康保険料 １期以降 令和元年７月31日 計５件

国民健康保険料 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19号

　次の介護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、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
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付します。

　　令和元年８月15日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

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

31年度

介護保険料

（納通）

普第５期

以降
９件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第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。

　　令和元年８月15日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

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

31年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計３件

平成

31年度

国民健康

保険料

第１期

以降

令和元年９月２日

（第１期分　

　　・２期分）　

計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計３件

平成

31年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計４件

平成

31年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第10期

以降
計２件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第22号

　次の差押調書（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な

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。

　　令和元年８月５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23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。

　　令和元年８月５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24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。

　　令和元年　８月15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

第９期以

降
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第１期以

降

令和元年９月２日

（第１期分　

　・第２期分）　

計17件

平成

31年度

国民健康

保険料

第３期以

降
計５件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第25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。
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　　令和元年８月15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

31年度

国民健康

保険料
計１件

（別紙省略）

辞 令

令和元年８月１日付人事異動

（病院局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

市立井田病院消化器外科部長

市立川崎病院外科兼務

市立井田病院外科兼務

市立井田病院手術部兼務

有　澤　淑　人

市立井田病院消化器外科部長

市立井田病院外科兼務

市立井田病院手術部兼務


