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　本）並びに配当計算書（謄本）の公

　示送達（多摩区第３号） …………………………… 588

◇介護保険料に係る督促状の公示送達

　（多摩区第４号） …………………………………… 588

◇後期高齢者医療保険料に係る督促状

　の公示送達（多摩区第５号） ……………………… 589

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

　送達（多摩区第６号） ……………………………… 589

◇住民票の職権消除（多摩区第７号） ……………… 589

◇印鑑登録の抹消（多摩区第８号） ………………… 589

◇国民健康保険料に係る差押調書（謄

　本）及び配当計算書（謄本）の公示

　送達（多摩区第９号） ……………………………… 589

◇住民票の職権消除（麻生区第５号） ……………… 590

◇印鑑登録の抹消（麻生区第６号） ………………… 590

◇介護保険料に係る督促状の公示送達

　（麻生区第７号） …………………………………… 590

◇国民健康保険料に係る督促状の公示

送達（麻生区第８号） ………………………………… 590

◇国民健康保険料に係る配当計算書

（謄本）の公示送達（麻生区第９号） ……………… 591

　　正　　誤

◇第1,737号 …………………………………………… 591

◇第1,738号 …………………………………………… 591

◇第1,739号 …………………………………………… 591

規 則

　　　川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則

　　　をここに公布する。

　　平成30年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第１号

　　　川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則

　川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）の

一部を次のように改正する。

　第53条の次に次の１条を加える。

　（指定代理納付者による納付）

第 53条の２　局長は、指定代理納付者を指定しようとす

るときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければな
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らない。指定の内容に変更が生じるときも同様とする。

２ 　前項に定めるもののほか、指定代理納付者の指定及

び指定代理納付者による納付について必要な事項は、

会計管理者が定める。

　第63条中「第64条第３項」を「次条第３項」に改める。

　第64条第１項に次の１号を加える。

　⑸ 　指定代理納付者から歳入金の納付を受けたとき。

　　　附　則

　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

告 示

川崎市告示第13号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、川崎国際生田緑地ゴルフ場の指定

管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市都市公園

条例（昭和32年川崎市条例第６号）第18条の２第３項の

規定により告示します。

　　平成30年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる

施設の名称及び

所在地

川崎国際生田緑地ゴルフ場

（ゴルフ場前駐車場を含む）

川崎市多摩区枡形７丁目１番10号

指定管理者 （所 在 地） 東京都渋谷区道玄坂１丁目21

番２号

（名　　称） 東急リゾートサービス・

　　　　　　石勝エクステリア共同事業体

（代表者名）株式会社東急リゾートサービス

　　　　　　代表取締役　速川　智行

指定期間 平成30年４月１日から

平成35年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第14号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成30年１月16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15号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項第

４号及び第115条の９第１項第３号に基づき、指定の一

部の効力を停止しましたので、次のとおり告示します。

　　平成30年１月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　⑴ 　事 業 者 名　株式会社フォーユー

　⑵ 　事 業 所 名　ライフサポートスマイル生田事務所

　⑶ 　事業所所在地　川崎市多摩区栗谷四丁目１番15号

　　　　　　　　　　ヨシダビル205号室

　⑷ 　処 分 内 容　指定の一部の効力停止

　　　　　　　　　　（新規利用者受入停止３か月間）

　⑸ 　処 分 期 間　平成30年２月１日から

　　　　　　　　　　平成30年４月30日まで

　⑹ 　サービス種類　指定福祉用具貸与及び

　　　　　　　　　　指定介護予防福祉用具貸与

　　　───────────────────

川崎市告示第16号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年１月17日から平成30年１月31日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年１月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路の種類　市　道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
東百合丘

第96号線

川崎市麻生区東百合丘

４丁目7346番175先
3.31 21.15

川崎市麻生区東百合丘

４丁目7346番174先

新
東百合丘

第96号線

川崎市麻生区東百合丘

４丁目7346番176先
4.01

～

4.09

21.15
川崎市麻生区東百合丘

４丁目7346番186先

　　　───────────────────

川崎市告示第17号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年１月17日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年１月17日から平成30年１月31日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年１月17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

東百合丘

第96号線

川崎市麻生区東百合丘４丁目7346番176先

川崎市麻生区東百合丘４丁目7346番186先

　　　───────────────────

川崎市告示第18号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年１月17日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年１月17日から平成30年１月31日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年１月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

細 山

第143号線

川崎市麻生区千代ヶ丘８丁目1580番先
隅きり

を含む
川崎市麻生区千代ヶ丘８丁目1579番１先

千代ヶ丘

第153号線

川崎市麻生区千代ヶ丘８丁目1579番１先

川崎市麻生区千代ヶ丘８丁目1579番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第19号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　平成30年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

平成30年１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

ティアラ合同会社 1475102271 ティアラケアプラン 川崎市幸区下平間255番６号 居宅介護支援

社会福祉法人　秀峰会 1475302962
椿の大樹

介護保険センター

川崎市高津区久本１丁目６－４

ＳＴビル３Ｆ
居宅介護支援

合同会社友輪 1475602114
ケアステーション

デイジー

川崎市麻生区五力田１－９－５

パーシモンベアヒルズ305
居宅介護支援

社会福祉法人　美生会 1475402572

特別養護老人ホーム

ヴィラージュ川崎

（ユニット型）

川崎市多摩区宿河原一丁目18番

１号

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

SOMPOケアメッセージ

株式会社
1475501316

そんぽの家

川崎宮前
川崎市宮前区野川524 介護予防特定施設入居者生活介護

株式会社あたたかハウス

宝塚
1475302954

ケアパートナー

小さき花
川崎市高津区下作延２－12－11

訪問介護

介護予防訪問介護

特定非営利活動法人　

のぞみ
1495200089

のぞみの家

ｉ（あい）
川崎市中原区宮内３－10－４

共用型認知症対応型通所介護

共用型介護予防認知症対応型

通所介護



川 崎 市 公 報 （第1,740号）平成30年(2018年)２月13日

－313－

セントケア神奈川

株式会社
1495400051

セントケアホーム

川崎多摩
川崎市多摩区宿河原２－21－７

共用型認知症対応型通所介護

共用型介護予防認知症対応型

通所介護

特定非営利活動法人

クリスタルプラザ
1495400515

クリスタルプラザ

ゆうえん　安庵
川崎市多摩区登戸1705番地

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

株式会社ＡＳＦＥＬＬ 1495400507 デイサービス日昇 川崎市多摩区登戸1196－２ 地域密着型通所介護

株式会社ＡＳＦＥＬＬ 1495600445 デイサービス仁志 川崎市麻生区上麻生３－５－27 地域密着型通所介護

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

川崎市告示第20号

　　　介護保険法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、若しくは第115

条の25第２項の規定又は第78条の８若しくは第91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若しくは指定

介護老人福祉施設から辞退の届出があったため、同法第

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若しくは第115条の30の規定、又は同法

第78条の11若しくは第93条の規定に基づき告示します。

　　平成30年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第21号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成30年１月23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）

　　　───────────────────

平成29年11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　

メリーオフィス
1475001093 メリーケアオフィス

川崎市川崎区旭町

２－25－12－102

訪問介護

介護予防訪問介護

株式会社　

長寿介護センター
1475001135 ロケアホーム川崎大師 川崎市川崎区昭和２－５－６

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

日本上善ケア合同会社 1495300418 ブリッジライフ高津
川崎市高津区野川1202－５

アルティス野川１階100号室
地域密着型通所介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第22号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法

津第39号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を

整備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定に基

づき次のとおり告示する。

　　平成30年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の

種類
路線名 区　　　　間

市道

殿 町

39号線

川崎市川崎区殿町３丁目101番１先から（起点）

川崎市川崎区殿町３丁目103番８先まで（終点）

殿 町

34号線

川崎市川崎区殿町３丁目24番１先から（起点）

川崎市川崎区殿町３丁目21番１先まで（終点）

殿 町

40号線

川崎市川崎区殿町３丁目17番６先から（起点）

川崎市川崎区殿町３丁目105番地先まで（終点）

　　　───────────────────

川崎市告示第23号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定の一部解除について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２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

区域の指定を一部解除しますので、同条第３項の規定に

基づき告示します。

　　平成30年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定を解除する区域

　　平成28年川崎市告示第343号により指定した区域

（川崎区扇町３番１の一部）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２項の基準に適合していなかった特定有

害物質の名称

　　鉛及びその化合物

３ 　講じられた汚染の除去等の措置

　　基準不適合土壌の掘削による除去
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川崎市告示第24号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条の

２第１項の規定に基づき市税の収納事務を私人に委託し

たので、同条第６項において準用する同令第158条第２

項の規定により、次のとおり告示します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の住所及び名称

　　所在地　大阪市北区大深町４番20号

　　　　　　グランフロント大阪タワーＡ

　　名　称　株式会社　エフレジ

　　代表者　代表取締役　杉本　和彦

　　所在地　東京都文京区本郷三丁目33番５号

　　名　称　三菱ＵＦＪニコス　株式会社

　　代表者　代表取締役　井上　治夫　

　　所在地　東京都港区南青山五丁目１番22号

　　　　　　青山ライズスクエア

　　名　称　株式会社　ジェーシービー

　　代表者　代表取締役　浜川　一郎

２ 　委託期間

　　平成30年１月４日から平成34年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第25号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　平成30年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第26号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　平成30年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第27号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　平成30年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第28号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の

規定により指定医療機関の辞退による廃止並びに中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の

規定の例によるとされている医療支援給付の指定医療機

関の辞退による廃止を行いましたので、同法第55条の３

第３号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　平成30年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第29号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、井田重度障害者等生活施設の指定

管理者を次のとおり指定しましたので、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（昭和46年川崎

市条例第10号）第22条の35第３項の規定により告示しま

す。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる

施設の名称及び

所在地

井田重度障害者等生活施設

川崎市中原区井田３丁目16番１号

指定管理者

（所在地）川崎市中原区西加瀬10番３号

（名　称）桜の風共同事業体

（代表者）社会福祉法人育桜福祉会

　　　　　理事長　星　栄

（構成員）社会福祉法人川崎聖風福祉会

　　　　　理事長　磯上　充

指定期間
平成30年４月１日から

平成35年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第30号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、社会復帰訓練所の指定管理者を次

のとおり指定しましたので、川崎市心身障害者総合リハ
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ビリテーションセンター条例（昭和46年川崎市条例第10

号）第28条第３項の規定により告示します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる

施設の名称及び

所在地

社会復帰訓練所

川崎市高津区末長１丁目３番８号

指定管理者

（所在地）川崎市川崎区池上新町

　　　　　３丁目１番８号

（名　称）社会福祉法人川崎聖風福祉会

　　　　　（代表者）理事長　磯上　充

指定期間
平成30年４月１日から

平成35年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第31号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、川崎市北部リハビリテーションセ

ンターの指定管理者を次のとおり指定しましたので、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

（昭和46年川崎市条例第10号）第31条第３項、第38条第

３項及び第47条第３項の規定により告示します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる

施設の名称及び

所在地

川崎市北部リハビリテーションセンター

（百合丘障害者センター、百合丘日中活動

センター、百合丘地域生活支援センター）

川崎市麻生区百合丘２丁目８番地２

指定管理者

（所在地）川崎市高津区久地３丁目13番１号

（名　称）麻生区内複合福祉施設共同事業体

（代表者）社会福祉法人川崎市社会福祉

　　　　　事業団　理事長　長谷川　忠司

（構成員） 特定非営利活動法人たま・あさお

精神保健福祉をすすめる会

　　　　　理事長　三橋　良子

指定期間
平成30年４月１日から

平成35年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第32号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成30年１月30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33号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　長　　　　　　　　４件

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　長　　　　　　　　３件

　　イ 　上下水道事業管理者　　　２件

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第34号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年１月31日から平成30年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年１月31日
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 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
古 沢

第69号線

川崎市麻生区五力田

３丁目4003番先
4.00 30.86

川崎市麻生区五力田

３丁目4003番先

新
古 沢

第69号線

川崎市麻生区五力田

３丁目51番11先
4.53

～

5.89

30.86
川崎市麻生区五力田

３丁目51番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第35号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年１月31日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年１月31日から平成30年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年１月31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

古 沢

第 6 9 号 線

川崎市麻生区五力田３丁目51番11先

川崎市麻生区五力田３丁目51番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第36号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年１月31日から平成30年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年１月31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
下 作 延

第８号線

川崎市高津区下作延

６丁目1823番７先
2.12 44.68

川崎市高津区下作延

６丁目1823番７先

新
下 作 延

第８号線

川崎市高津区下作延

６丁目1823番２先
3.06 44.68

川崎市高津区下作延

６丁目1823番２先

川崎市告示第37号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年１月31日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年１月31日から平成30年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年１月31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

下 作 延

第 ８ 号 線

川崎市高津区下作延６丁目1823番２先

川崎市高津区下作延６丁目1823番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第38号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第６条第１項の規定に基づき、平成29年９月27日付けで

交付した記号50番号1412487の世帯主分被保険者証は、

次の事由により平成30年１月22日付けをもって無効とし

ます。

　　平成30年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　無効の事由　被保険者証盗難のため

公 告

川崎市公告第22号

　次の物件は、港湾施設の使用及び管理の妨げとなって

いるので、当該物件の所有者又は使用者は、平成30年１

月30日までに当該物件を撤去するように、川崎市港湾施

設条例（昭和22年条例第33号）第９条に基づき命じます。

　その日までに撤去されない場合は、市長又はその命じ

た者若しくは委任した者が撤去します。

　　平成30年１月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

種　　類 登録番号 場　　所

普通自動車

トヨタ　パッソ　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

73番１

普通自動車

ホンダ　ストリーム

黒

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

73番１

軽自動車

スズキ　エブリイ

シルバー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

73番１

軽自動車

スズキ　エブリイ

シルバー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

73番１
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軽自動車

スズキ　エブリイ

シルバー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

73番１

軽自動車

スズキ　エブリイ

シルバー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

73番１

軽自動車

スズキ　エブリイ

シルバー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

85番地

軽自動車

マツダ　ＡＺワゴン

シルバー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島

61番１

　　　───────────────────

川崎市公告第23号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　平成30年１月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公募する事項

件　　　名 平成30年度外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣業務委託

所管課

（問合せ先）

教育委員会　総合教育センター　総務室

〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

電話　044－844－3600

ＦＡＸ　044－844－3604

E-mail:88csomu@city.kawasaki.jp

業務内容

・派遣労働者の行う業務内容

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

科、外国語活動、国際理解教育における英語指導。

　⑵ 　児童・生徒との特別活動及び課外活動等における交流。英語指導。

　⑶ 　児童・生徒への個別英語指導。

　⑷ 　教員とのティームティーチング実施と指導内容や方法の打合せ。

　⑸ 　教材・資料・指導案等の作成。

　⑹ 　英語教育に関する研究会や研修会等の会合への参加と英語指導。

　⑺ 　教員の英語力向上の支援。

　⑻ 　教員に対する英語教授法や指導方法に関する支援。

　⑼ 　各種試験における問題作成への支援と評価の補助。

　⑽ 　英語弁論大会や学習発表会における審査と英語指導。

　⑾ 　学校内外での行事への参加及び運営支援

　⑿ 　学校に関わる文書・行事等における翻訳や通訳の支援

　⒀ 　その他、⑴～⑿に付随または関連する事業で所管室長、指導主事及び学校長

が必要性を認め、発注者と受注者が合意し、別途書面で定めた業務。

・労働者派遣事業者の行う業務

　⑴ 　派遣法により、義務付けられている諸手続きを誠実に行うこと。

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

を行うこと。

　⑶ 　業務履行に必要な研修を適宜する等、確実な業務の履行を図ること。

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

図るものとする。

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

は講師ごとの業務履行場所、日時、担当教諭の検収印を含むものとする。

　⑹ 　業務の履行に関する一切の費用は、受注者の負担とする。

参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶ 　平成30年１月23日（火）までに、平成29・30年度川崎市競争入札参加有資格

者（委託：業種「その他業務」、種目「その他」）として登録されている者。（も

しくは、申請中であり、２月13日のプレゼンテーション及びヒアリング時まで

に登録が完了する者。）地域要件は無とします。

　⑷ 　直近３年間において、自治体・民間（小・中・高等学校・特別支援学校）へ

のＡＬＴ業務委託・ＡＬＴ派遣委託の契約実績があること。
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参加申込方法

　所管課において配付している参加意向申出書及び上記参加資格⑷の要件を満たす

ことを証明する書類（契約書の写し等、校種ごとにわかるようにしてください。）

を持参してください。参加意向申出書については、川崎市教育委員会ホームページ

からもダウンロードすることができます。

http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000093639.html

参加意向申出書提出期間

平成30年１月17日（水）から平成30年１月23日（火）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）。

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

競争入札に

付する事項

件　　 名 かわさき市政だより（１日号・21日号）

履行場所 指定場所

履行期限

かわさき市政だより１日号　　発行月前月の25日（１月１日号のみ20日）

かわさき市政だより21日号　発行月の18日

いずれも午前10時まで　（納品日程は別途協議する）

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「印刷・軽印刷」種目

「一般印刷」に登載されており、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　この製造物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができる設備・能

力を有していること。

⑸ 　この製造物品について、平成19年４月１日以降に、類似の契約実績があること。

　 　契約実績は、１契約につき5,000,000円以上とします。なお、川崎市以外の他官公庁及び民間企

業等との契約実績でも構いません。

川崎市公告第24号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成30年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区千年字蟻山555番１

 ほか７筆の一部　　

 2,843平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

　　株式会社　成建

　　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：21戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年12月28日

　　川崎市指令ま建管宅地（イ）第150号

　　平成29年６月５日

　　川崎市指令ま建管宅地（イ）第26号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第25号

　次の表の左欄に記載する者に対する宮古都市計画事業

近内地区土地区画整理事業施行者宮古市が発した土地区

画整理法（昭和29年法律第119号）第103条第１項の規定

による換地処分通知は、送付すべき場所を確知すること

ができないため、同法第133条第１項及び同条第２項に

おいて準用する同法第77条第５項の規定により、書類の

送付に代えて、その内容が次の掲示場所に掲示されてい

る。

　　平成30年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所

書類の送付を受けるべき者
判明している最後の住所

氏　名

２ 　掲示場所

　　宮古市近内三丁目８番１

　　（近内地区土地区画整理事業31街区公園用地）

　　　───────────────────

川崎市公告第26号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

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

入札日時等 平成30年３月６日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

詳細は川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」を御覧ください。

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

します。

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

川崎市公告第27号

新百合ヶ丘総合病院建設事業に係る事後調査報告書（供

用時）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、次のとおり公告します。

　　平成30年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　医療法人社団　三成会　理事長　渡邉一夫

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　新百合ヶ丘総合病院建設事業

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第２種行為）

３ 　事後調査報告書（供用時）の要旨

　１ 　指定開発行為の概要

　⑴ 　指定開発行為者

　⑵ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑶ 　指定開発行為を実施する区域

　⑷ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑸ 　現在の土地利用等

　⑹ 　指定開発行為の実施状況

　⑺ 　環境保全のための措置の実施状況

２ 　条例評価書に掲げる事後調査計画の概要

　⑴ 　事後調査の項目

　⑵ 　事後調査（供用時）の内容

　⑶ 　調査実施者（業務受託者）

３ 　事後調査（緑）

　⑴ 　調査項目

　⑵ 　調査範囲

　⑶ 　調査時期

　⑷ 　調査方法

　⑸ 　調査結果

　⑹ 　事後調査結果の検証及び以後に講じる環境保全の

ための措置

４ 　事後調査報告書（供用時）の写しの縦覧期間、場所

及び時間

　⑴ 　期　間

　　 　平成30年１月22日（月）から

　　　平成30年２月20日（火）まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　⑵ 　場　所

　　 　川崎市：麻生区役所及び環境局環境評価室

　　　　　　　（市役所第３庁舎15階）

　　　稲城市：第三文化センター及び稲城市役所環境課

　⑶ 　時　間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　 　ただし麻生区役所では、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。

　　 　また、第三文化センターにおいては、火曜日から

土曜日までは午前９時00分から午後10時00分まで、

日曜日及び第２・第４月曜日は午前９時00分から午

後５時00分まで（第１・第３・第５月曜日及び祝日

は休館）縦覧を行います。

　　　───────────────────

川崎市公告第28号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成30年１月22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

　　川崎市宮前区神木本町四丁目2228番１

 ほか６筆　　　　　

 1,001平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名
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　　横浜市神奈川区神大寺三丁目26番10号

　　株式会社　ワカバヤシ

　　代表取締役　若林　克教

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年２月１日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第167号

　　平成29年８月23日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第67号（変更）

　　平成29年11月８日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第101号（変更）

　　平成29年12月７日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第117号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第29号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成30年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区久末字伊勢原642番

 ほか４筆　　　　　

 1,716平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市高津区久末642番地

　　宗教法人　天照大神　代表役員　石川　正人

３ 　予定建築物の用途

　　神社

 計画戸数：２戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年12月22日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第147号

　　平成29年12月22日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第124号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第30号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナターミナルレール補修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地内

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　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。

⑺ 　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。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月16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

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

本調達は、契約締結後、平成30年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

30年９月28日限り）を行う予定です。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナターミナル改良その４工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地内

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

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

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

⑻ 　コンテナターミナル又は空港におけるプレキャストコンクリート版の設置を含む工事の完工実

績（元請に限る。）を平成14年４月１日以降に有すること。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月16日13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。

本調達は、契約締結後、平成30年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

30年６月29日限り）を行う予定です。

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

川崎市公告第31号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年１月22日

 川崎市長　福田　紀彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市高津区菅生一丁目12番10号

木所　工

道路位置の

地名・地番

川崎市高津区下作延四丁目545番１の一部

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

8.10メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建管指導

第220号

指　定

年月日

平成30年

１月22日

　　　───────────────────

川崎市公告第32号

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18

条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めましたので、同法第19条の規定により公告します。

　　平成30年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴ 　借賃の支払猶予

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が

災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期

限までに借賃の支払をすることができない場合に

は、相当と認められる期日までにその支払を猶予す

る。

　⑵ 　借賃の減額

　　 　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農

地である場合で、１の各筆明細に定められた借賃の

額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない

収益となったときは、民法第609条（明治29年法律

第89号）によりその収益の額に至るまで、乙は甲に

対し借賃の減額を請求することができる。減額され

るべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、

その協議が調わないときは、川崎市農業委員会が認

定した額とする。

　⑶ 　解約に当たっての相手方の同意

　　 　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続

期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。

　⑷ 　転貸又は譲渡

　　 　乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得な

ければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはな

らない。

　⑸ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た目的物の損耗について、自らの費用と責任にお

いて修繕する。ただし、緊急を要するときその他

甲において修繕することができない場合で甲の同

意があったときは、乙が修繕することができる。

この場合において乙が修繕の費用を支出したとき

は、甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うこと

ができる。ただし、その改良が軽微である場合に

は甲の同意を要しない。

　⑹ 　租税公課の負担

　　ア 　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ 　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和22年

法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金を負

担する。

　　ウ 　目的物に係る土地改良区の賦課金については、

甲及び乙が別途協議するところにより負担する。
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　⑺ 　目的物の返還

　　ア 　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、そ

の満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の

不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又

は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更

については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　　イ 　乙は、目的物の改良のために支出した有益費に

ついては、その返還時に増価額が現存している場

合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は

増価額（土地改良法（昭和24年法律第195号）に

基づく土地改良事業により支出した有益費につい

ては、増価額）の償還を請求することができる。

　　ウ 　イにより有益費の償還請求があった場合におい

て甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わ

ないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認

定した額を、その費やした金額又は増価額とする。

　　エ 　乙は、イによる場合その他法令による権利の行

使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目

のいかんを問わず返還の代償を請求してはならな

い。

　⑻ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙、川崎市農業委員

会及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認めら

れる場合は、この限りでない。

　⑼ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに

従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければな

らない。

　⑽ 　その他

　　 　この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農

用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、

乙、川崎市農業委員会及び市が協議して定める。

２－２ 　特記事項

　⑴ 　解除条件

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事（平成12年６月１日付け農林水産事

務次官通知（12構改Ｂ第404号）、農地法関係事務に

係る処理基準第３の５の⑵に規定する年間150日以

上）と認められない者になった場合に、農用地を適

正に利用していないと認められるときは賃貸借又は

使用貸借を解除する。

　　 　上記により解除するときは、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想（平成26年９月、川崎

市）第５―３―⑶農用地利用集積計画の取消し等に

よるものとする。

　⑵ 　農用地の利用状況についての報告義務

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事と認められない者になった場合に、

農業経営基盤強化促進法第18条第２項第７号及び同

法施行規則第16条の２に規定する農用地の利用状況

についての報告を市長にしなければならない。

　　　───────────────────

川崎市公告第33号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成30年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件名

　　　地域コミュニティ形成等支援業務委託

　⑵ 　業務概要

　　　詳細は企画提案説明書及び仕様書によります。

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月22日（金）まで

　⑷ 　業務規模

　　 　4,968,000円（消費税及び地方消費税含む）とし

ます。

２ 　プロポーザル参加資格

　 　このプロポーザルに参加を希望するものは、次の条

件を全て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　契約締結までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」、種目「その他」に登載されている

こと。

　⑷ 　事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者
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３ 　提案内容の評価基準

　評価項目 配点

１．企画力 40

　⑴　区役所改革の基本方針など本市の基本的な考え方を踏まえた企画提案である 10

　⑵　コミュニティ形成の支援が可能な職員を育成できる研修内容となっている 10

　⑶　参加する職員が、当事者意識を持って積極的に参加できる内容となっている 10

　⑷　提案内容に独自の工夫がある 10

２．専門的知識・技術 20

　⑴　わかりやすいプレゼンテーションであり、高い説明能力が認められる 10

　⑵　ワークショップの実績が豊富であり研修の効果が期待できる能力が認められる ５

　⑶　本事業の様子を広く周知し、参加者以外の興味を惹く能力が認められる ５

３．業務への積極性 15

　⑴　仕様書に記述されている水準をクリアしている ５

　⑵　仕様書に記述されている水準以上の提案（上積み）がある ５

　⑶　企画提案の内容が、意欲的・積極的であり、実現可能性が高いと考えられる ５

４．事業実施体制 10

　⑴　事業実施に必要なスタッフ体制が確保されている ５

　⑵　事業実施スケジュールや計画に無理が無い。 ５

５．費用対効果・実績評価 15

　⑴　企画提案に見合った適正な見積金額であると認められる。 ５

　⑵　契約後、契約変更や追加業務の発生が懸念される提案にはなっていない。 ５

　⑶　他の自治体や会社等での実績が十分と判断できる。 ５

※ 合計点が同点の場合は「企画力」の得点で、「企画力」

も同点の場合は見積金額の少ない者を選定します。

※ 全委員の評価点を平均した点数が60点に達しない事業

者は、受託者として特定しないこととします。

※ 各評価項目について、企画提案書にその考え方が一定

程度盛り込まれているものについて、「普通」を標準

とします。

４ 　担当部署

部署・担当者名 市民文化局コミュニティ推進部区政推進課

藤原・中込

所在地 〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11－２

川崎フロンティアビル７階

電話番号 044－200－2855

電子メール 25kusei@city.kawasaki.jp

受付時間 午前８時30分～午後５時15分

（閉庁日及び正午～午後１時を除く）

５ 　参加意向申出書の提出

　　平成30年１月31日（水）までに担当部署に郵送又は

持参してください。

　※郵送の場合は、書留郵便等の配達した記録が残るも

ので必着

６ 　提案資格確認結果通知書の交付

　 　資格の有無を確認後、平成30年２月２日（金）に電

子メールで「参加資格確認結果通知書」を送付します。

　※「参加資格なし」との通知を受け取った場合、通知

を受け取った日から７日以内に書面によりその理由の説

明を求めることができます

７ 　仕様書に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　平成30年１月24日（水）～平成30年１月31日（水）

　⑵ 　質問受付方法

　　電子メールにより受け付けます。

　　電子メールアドレス25kusei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　回答方法

　　 　平成30年２月２日（金）までにすべての提案者に

対して電子メールで送付します。

８ 　企画提案書の提出
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必要書類

①企画提案書：当該業務の企画提案内容を記載

②見積書：積算根拠がわかるよう内訳を記載

※いずれも様式自由

提出部数 各10部

提出方法

郵送又は持参

※ 郵送の場合は書留郵便等の配達した記録が残る

もの

提出期限 平成30年２月16日（金）　※当日必着

９ 　企画提案審査会

日　　時

平成30年２月26日（月）午前

※ 参集時間は提案事業者ごとに異なりますので、

別途、個別に通知します

参集場所
担当部署

※参集場所から会場等へは担当者がご案内します

会　　場 川崎市市民文化局会議室

内　　容
説明30分（質疑応答５分を含む）

※プロジェクター等はありません

10　その他

　⑴ 　使用する言語は日本語、通貨は日本円とします

　⑵ 　契約書作成は必要とします

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は「４担当部

署」と同じです

　⑷ 　提出書類は返却しません

　⑸ 　関係書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の

負担とします

　　　───────────────────

川崎市公告第34号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市中原区下小田中六丁目11番３号

鹿島　泰助

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区下小田中六丁目741番５号

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

31.02メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建管指導

第221号

指　定

年月日

平成30年

１月23日

　　　───────────────────

川崎市公告第35号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　平成30年１月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ロイヤルホームセンター梶ヶ谷

　　川崎市宮前区野川99番地の１外

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　日本貨物鉄道株式会社

　　東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番８号

　　代表取締役　田村　修二

３ 　変更する事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の住所

　　（変更前）ロイヤルホームセンター株式会社

　　　　　　　代表取締役　中山　正明

　　　　　　　大阪市西区阿波座一丁目５番16号　

　　（変更後）ロイヤルホームセンター株式会社

　　　　　　　代表取締役　中山　正明

　　　　　　　大阪市北区堂島浜二丁目１番29号

４ 　変更年月日

　　平成29年７月31日

５ 　届出の年月日

　　平成30年１月17日

６ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

７ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　平成30年１月23日から平成30年５月23日までの午前

８時30分から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除く。

８ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

９ 　意見書の提出期限及び提出先

　　平成30年５月23日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第36号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件名
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　 　川崎市総合事業普及啓発事業コールセンター運営業

務委託

２ 　履行期間

　　平成30（2018）年４月２日から

　　平成33（2021）年３月31日

３ 　履行場所

　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室　ほか

４ 　事業概要

　　川崎市介護予防・日常生活支援総合事業に係る

　　コールセンターの運営委託業務

５ 　契約上限額

　　29,948,400円（消費税及び地方消費税を除く）

６ 　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はないこ

と。

　　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。

　　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿

の業種「その他業務」に登載されていること。

　　⑷ 　３年以内に国又は地方公共団体から本業務と同

様の業務（不特定多数の者からの電話による問い

合わせ等に対して回答を行うコールセンター業

務）の受託実績があり、運用実績を１年以上有し

ていること。

　　⑸ 　個人情報の取扱いに係るプライバシーマーク及

びＩＳＭＳ認証を取得していること。

　　⑹ 　この調達内容について確実に履行することがで

きること。

７ 　参加資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話：044－200－3719

　　　FAX：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　　平成30年１月25日（木）から

　　　平成30年１月31日（水）

　　　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

　　　（土日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式あり）

　　イ 　実績表（様式あり）

　　ウ 　取得規格認証書の写し

　　エ 　類似の契約実績を証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送（郵送の場合は提出期間内必着）

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は文書にて、平成30年２月２

日（金）までに通知する。

８ 　質問書の提出

　　⑴ 　照会窓口

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月２日（金）から平成30年２月６日

（火）午後５時まで

　⑶ 　質問受付方法

　　　「質問書」（様式あり）により電子メールにて提出

　　　電子メール　40keasui@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年２月８日（木）までに参加資格を有する

すべての事業者に文書（電子メール）にて送付

９ 　提案書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　　平成30年２月９日（金）から

　　　平成30年２月13日（火）

　　　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

　　　（土、日、休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　提案書（様式あり）

　　イ 　要件確認書（様式あり）

　　ウ 　見積書

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送の場合は提出期間内必着）

10　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーションの開催日時、開

催場所及び発表時間については、提案参加業者に平成

30年２月上旬に電子メールにて通知する。

11　選定審査委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定にあたっては川崎市総合事業普及

啓発事業コールセンター運営業務委託事業者選定審

査委員会（以下「審査委員会」という。）において

評価を行う。審査委員会では、「提案書」、「要件確

認書」、「プレゼンテーション」及び「見積書」の内

容等をもとに審査し、総合評価点数が高い者を委託

予定業者として決定する。ただし、総合評価点数が

満点の60％に満たない場合は、不合格とする場合が

ある。

　⑵ 　総合評価点数が同点の場合
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　　 　次の優先順位で委託予定業者を決定する。

　　（ア ）プレゼンテーションによる提案項目の合計点

数が高い者

　　（イ）出席委員の多数決

　　　　 （ア）（イ）によっても同点の場合は、当該業

者間でのくじ引きとする。

12　その他

　⑴ 　提出書類

　　 　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「提案書作成

要領」及び「仕様書」も同様にダウンロード可能）

して作成すること。また、提出された書類は返却し

ない。

　⑵ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　提案参加事業者の負担とする。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

　⑷ 　契約書作成の要否

　　要する。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹ 　選定の効果

　　 　本調達における選定の効果は、平成30年第１回川

崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第37号

　　　入札公告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 溝口駅前（北口・南口）

　　　　　　　　公衆トイレ清掃等維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所　溝口駅前広場公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市高津区溝口１－２）

　　　　　　　　溝口駅前南口公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市高津区溝口２－１）

　⑶ 　履行期間　 平成30年４月１日から

　　　　　　　　平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 溝口駅前広場公衆トイレ及び溝口駅前

南口公衆トイレの清掃、及び施設の維

持管理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」種目「建築

物環境衛生総合管理」で登録されていること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されて

いること。

　⑸ 　故障・破損やつまり等が発生した場合、本市の要

請に応じて直ちに現地に急行できる体制であること。

　⑹ 　過去２年間（平成27・28年度）に本市又は他官公

庁において、建物清掃業務の契約実績を２件以上有

すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　　平成30年１月25日（木）から

　　　平成30年１月31日（水）

　　　９時00分から17時00分まで

　　　 （土曜日、日曜日及び12時00分から13時00分まで

の間を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書

等を次の交付日時と同日に交付します。なお、川崎市

業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールア

ドレスを登録している場合は、電子メールで配信しま

す。電子メールアドレスを登録していない場合は、次

のとおり交付しますので受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成30年２月９日（金）

　　　９時00分から17時00分まで

　　　（12時00分から13時00分までを除く）

５ 　競争入札参加資格の喪失
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　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月９日（金）から平成30年２月15日

（木）９時00分から17時00分まで

　　 　（土曜日、日曜日、祝日及び12時00分から13時00

分までを除く）

　⑵ 　質問の様式

　　 　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提

出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　電子メール及びFAXとします。なお、送信後は必

ず確認のため電話連絡をしてください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年２月21日（水）全社へ文書（電子メール

またはＦＡＸ）にて送付します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成30年２月27日（火）　午前10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　 　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　　　（川崎市川崎区東田町５番地４）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の108

分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市公式ウェブサイト内の入札情報かわさき

の「契約関係規定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第38号

一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　王禅寺処理センター中長期緑地管理

　　　　　　　　計画策定業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　契約日から平成32年３月19日（木）まで

　⑷ 　業務概要 　王禅寺処理センターでは「川崎市環境

影響評価に関する条例」に準じて実施し

た環境影響評価の結果を踏まえ、緑地の

供用開始から概ね３年後の平成31年度に

事後調査を行う計画です。

　　　　　　　 　本業務では、この事後調査に向けて環

境影響評価書で示した「緑の適切な保

全・回復・育成」が図られるよう、これ

までの維持管理状況の調査や現地踏査を

実施したうえで、３年後の事後調査まで

における中期的な維持管理計画を策定す

ると共に、３か年の業務期間を通して計

画の進捗確認をしていきます。加えて、

事後調査後においても同書緑化計画の基

本方針で示した緑の保全・創出・育成を

進めていくための長期的な維持管理に関
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する基本計画を策定し、「中長期緑地管

理計画」として取りまとめを行うもので

す。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「建設コンサルタント」

　　　種目「造園部門」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

緑地管理計画策定業務委託の契約実績を有するこ

と。ただし、民間実績については、同等の契約実績

を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

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の書類を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒215－0013　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター

　　　技術係　眞鍋、梶、斎藤

　　　電話　044－966－6135

　　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　　平成30年１月25日（木）から

　　　平成30年１月31日（水）

　　　９時から17時まで

　　　（日曜及び12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効）

　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の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　平成30年２月８日（木）９時から

　　　　　　　　　17時まで（12時から13時の間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成30年２月８日（木）から

　　　平成30年２月16日（金）

　　　９時から17時まで

　　　（日曜、祝日及び12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年２月19日（月）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　平成30年２月22日（木）

　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参（持参以外は無効とする。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法 　川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の

範囲内で、最低制限価格以上の

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　　　　要（契約額の10％）

　　　　　　　　　　　 　ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除い
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たします。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧 　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札情

報かわさきの「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。

　　　───────────────────

川崎市公告第39号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　　　 視覚障害者用システムパーソナ

ルコンピュータ及び周辺機器の

賃貸借並びに保守

　⑵ 　履行場所　　　　 川崎市事業所内（詳細は別途指

示する。なお、使用者の配置異

動があった場合は、設置場所を

変更する。）

　⑶ 　履行期間　　　　平成30年４月１日から

　　　　　　　　　　　平成35年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「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かつ速やかに納入

することができること。

　⑸ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

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

　　　（川崎市役所第３庁舎10階）

　　　総務企画局人事部人事課　　担当　瀧澤

　　　電　話　044－200－2126

　　　ＦＡＸ　044－200－3753

　　　E-mail　17zinzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年２月２日

（金）までとします。（土・日及び休日を除く毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時まで）

　⑶ 　提出方法　　　持参に限る。

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・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供する

とともに、希望者には印刷物を配布します。また、

川崎市のホームページの「入札情報」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日　　時　 平成30年２月５日（月）午後５時00分

まで

　　　　　　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登

録した際に電子メールのアドレスを登録

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先

　⑴ 　問い合わせ先

　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年１月25日（木）から２月８日（木）まで

の午前９時00分から午後５時までとします。ただ

し、休日及び平日の正午から午後１時00分までを除

きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
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してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、E-mail、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「３

⑴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 　E-mail　17zinzi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－200－3753

　　ウ 　郵　送　 「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ

先」に同じ。ただし、「６⑵質問受付

期間」の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月13日（火）午後５時00分までに、一

般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ

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競争参加資格」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、リース月額で行います。入札者は見積

った契約金額の108分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年２月16日（金）

　　　　　　　　　午前10時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎10階

　　　　　　　　　総務企画局人事部人事課会議室

　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 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の規定により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）及び「３⑴配布・提出場所

及び問い合わせ先」の場所で閲覧することができま

す。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第40号

　　　入札公告

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　電気自動車（軽貨物）賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　 　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号川崎生命科学・

環境研究センター
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　⑶ 　履行期間

　　　平成30年６月１日から平成35年５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29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

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

　　　事業推進課　末繁、仙石

　　　電　話　044－276－9001

　　　FAX　044－288－3156

　　　E-mail　　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年２月１日

（木）まで（土、日曜日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　　午前９時から正午まで及び午後１時から

　　　　午後５時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記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３⑴の期間に、３⑵の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

keiyaku.city.kawasaki.jp）

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29・30年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに平

成30年２月９日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　平成30年２月９日（金）

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年２月９日（金）から平成30年２月15日

（木）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年２月19日

（月）に、参加全者あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年２月27日（火）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　 　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時
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　　　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://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 　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。

　⑶ 　当該落札決定の効果は平成30年第１回川崎市議会

定例会における、本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第41号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成30年度熊本復興支援イベント被災地応援フェ

ア事業業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年12月28日（金）

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市内各地区

　⑷ 　業務内容

　　ア 　イベント出店事務

　　　（ア ）市が指定する次の７か所において実施され

るイベントにおいて、熊本地震に関する適切

な情報発信を行う。

　　　ａ　実施イベント

イベント名 【参考】平成29年度開催日 備考

１ 川崎みなと祭り 平成29年10月８日（日）

２ 幸区民祭 平成29年10月７日（土）

３ 中原区民祭 平成29年11月12日（日）

４ 高津区民祭 平成29年７月30日（日）

５ 宮前区民祭 平成29年11月19日（日）

６ 多摩区民祭 平成29年11月18日（土）

７ 麻生区民祭 平成29年10月８日（日）

　　　ｂ 　開催日程の確認や申込書の提出、事前の説明

会への参加等、事業実施に係る事務手続き及び

調整等は全て受託者が行うものとする。

　　　　※ なお、申込書の記載事項は次のとおりとする

こと

　　　　・出店団体名　川崎市健康福祉局地域福祉課

　　　　・出店責任者　川崎市健康福祉局地域福祉課長

　　　　・ブース名　　 熊本復興支援イベント被災地応

援フェア

　　　　・現場責任者　受託者

　　　　・当日連絡先　受託者当日連絡先

　　　　 　その他の項目については、出店内容に沿って

受託者が記入し、必要に応じて委託者に確認を

取ること。

　　　ｃ 　受託者は、出店に係る各種の費用を負担する

こと。

　　　ｄ 　受託者は、出店にあたり、熊本市東京事務所

等と連携を図り、事業の趣旨を踏まえた出店内

容や広報、ＰＲ等を行うこと。

　　　ｅ 　受託者は、出店に係るテント等の機材及び設

備等の設置、撤去を行うとともにブース全体の

管理を行うこと。

　　　ｆ 　受託者は、出店に関して、被災地から物産物、

加工食品、工芸品等を仕入れると共に販売を行

うこと。（委託販売または買い取り等）

　　　　※ 食品等の販売を行うにあたり、開催地区の保

健所へ届出等を行うこと。

　　　　※売価は仕入れ値以下とすること。

　　　ｇ 　出店に関する経緯について市に適宜報告を行
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う。

（イ）出店内容

　　　ａ 　現在の被災地状況の写真や写真展示、観光に

関するパンフレットやチラシ等広報文の配布等

　　　ｂ　被災地産品の販売支援

　　　ｃ 　募金箱の設置と収集及び管理（募金はイベン

トごとに集計し、募金の管理は受託者が責任を

持って行い、後日、委託者に提出すること。）

　　　ｄ　その他事業の目的に必要な業務

　　イ 　広報・ＰＲ

　　　 　各イベント出店に際し、地域情報誌等への広

報・ＰＲを行う。

　　　　※ 広報を行うにあたり、委託者の校正を受ける

こと。

　　ウ 　アンケートの実施と記録写真の撮影

　　　 　事業の効果を検証するため、ブースへの来店者

を対象としたアンケートを実施すると共に、記録

写真をデジタルカメラにて撮影し、イベントごと

に取り纏め集計資料を作成する。

　　　ａ　アンケートは市で

　　　ｂ　来店者アンケートは各会場20名以上とする。

　　　ｃ　アンケート実施時に協力者に粗品を支給する。

　　　　　※粗品は受託者が準備すること。

　　　ｄ　記録写真は各会場20枚以上とする。

　⑸ 　成果物

　　 　事業実施後、受託者は次の項目を取り入れた「平

成30年度熊本復興支援イベント被災地応援フェア事

業実施報告書」を作成し、市に提出すること

　　ア 　事業内容（日時、場所、イベント名、出店者名、

販売内容、売上の実績、仕入実績等）

　　イ 　各ブースへの来店者数

　　ウ 　各イベントでの募金集計金額

　　エ 　実施情報写真及びデータ（jpgデータ含む）

　　オ 　アンケート調査結果

　　カ　広報媒体（地域情報誌等）

　　キ　各ブースで配布した広報物

　　※ 本事業実施に当たり作成した各種電子データ及び

報告書のPDFデータをCDにて提出すること

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第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指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度の川崎市業務委託有資格業者名簿

に業種「その他業務」・種目「催物会場設営及びイ

ベント,運営・企画」に登録されていること。

　⑷ 　過去５か年の間に、本市又は他官公庁において類

似委託業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績

を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布と提出及び入札説明書、

仕様書の配布

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり競争入

札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビルディング12階

　　　川崎市健康福祉局地域福祉部地域福祉課

　　　電話044－200－2926（直通）

　　 　競争入札参加申込書の様式は上記の場所以外で

も、川崎市公式ウェブサイト内「入札情報かわさ

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

html）の「入札情報」委託欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることもできます。

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年１月31日

（水）まで（土・日曜日及び祝日を除く。）の午前

９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除

く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委託契約実績の内容が確認できる契約書・仕様

書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　⑴の提出先に直接提出すること。

　⑸ 　入札説明書及び仕様書の配布

　　 　競争入札参加申込書を提出した者に対し、⑴の場

所で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、次のとおり一般競争入札参加資

格通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資

格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを記

載している場合は、自動的に電子メールで配信されま

す。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３の⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成30年１月31日（水）

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法
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　　 　入札説明書に添付の質問書の様式を用いて指定の

電子メールアドレスに提出してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布し

ます。（川崎市公式ウェブサイト内「入札情報かわ

さ き 」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc./

index.htm）の「入札情報」委託欄の「財政局入札

公表」からダウンロードすることもできます。）

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年１月25日（木）午前９時から平成30年２

月４日（日）まで

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年２月５日（月）に、競争入札参加資格確

認通知書を交付したすべての者に対し、電子メール

で回答します。

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 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札の提出方法は、持込のみとします。

　　ウ 　入札書に記載する金額には、法定所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　⑵ 　入札及び落札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月14日（水）11時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　パレール三井ビルディング12階

　　　　　　　地域福祉課会議室Ａ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。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

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市公式ウェブサイトの「入札情報」の契約

関係規定において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりです。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第42号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　平成30年１月19日付け川崎市公告第26号で公告した次

の製造の請負・物件の供給等に関わる一般競争入札を中

止します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件名

　　かわさき市政だより（１日号・21日号）

２ 　中止理由

　 　ＷＴＯ政府調達協定に基づく特定調達契約の対象額

が改定されたため。

　　　───────────────────

川崎市公告第43号

　　　入　札　公　告

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　コンテナターミナル荷役機械設備保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　コンテナターミナル内のガントリークレーン及び

トランスファークレーンの各設備機能を正常かつ良

好に維持するため、保守点検及び管理を行う。

　　　保守点検設備　ガントリークレーン ３基

　　　　　　　　　　トランスファークレーン ６基

　　　　　　　　　　（１号機～６号機）

　　　　　　　　　　関連補機等 １式

　　　休止設備点検　ガントリークレーン ２基

　　　　　　　　　　（陸側トロリーシステム）

　　　　　　　　　　トランスファークレーン ２基
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　　　　　　（７号機・８号機）

　　 　詳細については、「コンテナターミナル荷役機械

設備保守点検業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日について、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷ 　平成15年４月１日以降に荷役機械（ガントリーク

レーン及びトランスファークレーン）の補修又は改

修工事の完工実績（元請に限る。）を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年２月１日

（木）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　平成15年４月１日以降に荷役機械（ガントリー

クレーン及びトランスファークレーン）の補修又

は改修工事の完工実績（元請に限る。）を有する

ことを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成30年１月25

日（木）から平成30年２月１日（木）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成30年２月６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。）

　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29・30年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、平成30

年２月６日（火）までに入札参加資格確認通知書

及び入札説明書及び仕様書等を電子メールにより

送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月７日（水）午前９時から平成30年２

月９日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月19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。



川 崎 市 公 報 （第1,740号）平成30年(2018年)２月13日

－339－

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年２月23日（金）　午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めま

す。詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホー

ムページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条

例、川崎市契約条例規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引き」を御覧ください。

　⑸ 　本調達に直接関連する他の委託契約を本調達の受

注者と随意契約により締結する予定があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第44号

　　　入札公告

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　コンテナターミナル受変電設備等保守点検管理

　　　業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　コンテナターミナルの特別高圧受変電設備・非常

用自家発電設備等の機能を正常かつ良　好に維持す

るため、日常及び定期的な保守点検及び管理を行う。

　　（業務委託項目）

　　・受変電設備保守管理業務

　　　 　受変電設備及び監視制御設備の24時間常駐監

視・操作

　　・受変電設備保守点検業務

　　　 　高圧受変電設備の定期保守点検及び非常用発電

設備の点検整備

　　・電力監視設備保守点検業務

　　　　電力監視設備の機能点検

　　 　詳細については、「コンテナターミナル受変電設

備等保守点検管理業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷ 　受変電棟２階監視室において、特別高圧受変電設

備を24時間常駐監視・操作を行えること。

　⑸ 　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状を有

する者を配置できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
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　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　　　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　　　044－287－6038

　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年２月１日

（木）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状を有することを証する

　　　書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成30年１月25

日（木）から平成30年２月１日（木）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成30年２月６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。）

　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29・30年度川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メー

ルのアドレスを登録している場合は、平成30年２月

６日（火）に入札参加資格確認通知書、入札説明書

及び仕様書等を電子メールにより送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　平成30年２月７日（水）午前９時から

　　　平成30年２月９日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はFAXに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月15日（木）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年２月23日（金）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等
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　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めま

す。詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホー

ムページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条

例、川崎市契約条例規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第45号

　　　入　札　公　告

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　海底トンネル施設保守運転管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　海底トンネル通行車両の安全走行確保を図るた

め、各種設備の運転操作及び保守点検・防災設備及

び受変電設備等を正常かつ良好に維持することを目

的とし、委託を行う。

　　（業務委託項目）

　　・ 　施設保守運転管理（照明・排水・送排風機・Ｃ

Ｏ計・受変電設備等の24時間監視業務）

　　・ 　防災設備点検（消火栓ポンプ・泡消火栓・水噴

霧設備等）

　　・ 　受変電設備保守点検（高圧受変電設備・自家発

設備・低圧配電設備等）

　　・ 　換気設備保守点検（送風機12台・排風機６台）

　　 　詳細については、「海底トンネル施設保守運転管

理業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷ 　千鳥町換気所４階監視室において、トンネル設備

を24時間常駐監視・運転操作を行えること。

　⑸ 　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状を有

する者を配置できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年２月１日

（木）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状を有することを証する

　　　書類

　⑷ 　提出方法
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　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成30年１月25

日（木）から平成30年２月１日（木）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成30年２月６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。）

　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29・30年度川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メー

ルのアドレスを登録している場合は、平成30年２月

６日（火）に入札参加資格確認通知書、入札説明書

及び仕様書等を電子メールにより送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月７日（水）午前９時から平成30年２

月９日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はFAXに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月15日（木）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年２月23日（金）午前11時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。
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　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めま

す。詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホー

ムページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条

例、川崎市契約条例規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第46号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　川崎港東扇島他で使用する電力（低圧電力等）の

供給に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　東扇島他

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約　914,142キロワット時

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般送配電事業者とし

て許可を得ている者、又は同法第27条の15の規定に

基づき特定送配電事業者として届出を行っている者

であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他物

品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　港湾局川崎港管理センター港湾管理課

　　　電　話　044－287－6027

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年２月２日

（金）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書の提出を予定して

いる者に、無償で入札説明書を交付します。また、入

札説明書は３⑴の場所において、平成30年１月25日

（木）から平成30年２月２日（金）までの土曜日、日

曜日、休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　郵送又は３⑴と同じ場所にて交付

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年２月８日（木）　午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時15分まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、質問書により受け付

けます。

　⑴ 　受付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　提出方法

　　　持参、FAX又はメール

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年２月８日

（木）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　質問に対する回答は、平成30年２月15日（木）、

全社に文書をＦＡＸ又はメールにて送付します。ま

た、３⑴の場所において、平成30年２月15日（木）

から同年２月19日（月）までの土曜日、日曜日、休

日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午
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後５時15分まで縦覧に供します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札日時

　　　　　平成30年２月26日（月）　午前10時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　　　川崎市港湾振興会館　業務棟３階会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　平成30年２月23日（金）　必着

　　（イ）入札書の提出先

　　　　　３⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　要

　⑶ 　前払金

　　否

　⑷ 　議決の要否

　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第47号

　　　入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成30年度ウイルス性肝炎重症化予防事業等

　　　審査・データエントリー・書類保管業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市健康福祉局保健所が実施するウイルス性肝

炎重症化予防事業及び風しん対策事業における書類

の迅速な審査及びデータ化並びに適正な保管業務

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」種目「デ

ータ入力業務」に登載されていること

　⑷ 　官公庁において、当該契約の種類と規模をほぼ同

じくする契約実績があること

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所感染症対策課　担当　木村

　　　電話　044－200－2441
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　　　FAX　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　　平成30年１月25日（木）から

　　　平成30年１月31日（水）まで

　　　午前９時～正午及び午後１時～午後５時

　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　 　なお、アは川崎市のホームページからもダウンロ

ードできます。（「入札情報かわさき」－「入札情報」

の「委託」－「入札公表・財政局」）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報」で閲覧することができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成30年２月２日（金）

までに送付します。メールアドレスの登録がない場合

には、郵送します。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑵まで持参、もしくはFAX又は電子メ

ールで送付してください。

　　 　なお、「質問書」をFAX又は電子メールで送付した

場合は、送付した旨を３⑴の担当宛て連絡してくだ

さい。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月２日（金）から平成30年２月８日

（木）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年２月15日（木）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成30年２月26日（月）午前10時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｃ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。
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　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口３⑴と同じ

　⑷ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第48号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 平成29年度　川崎モデル知的財産交流

　　　　　　　　自治体間連携ミーティング開催業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市産業振興会館

　　　　　　　　（川崎市幸区堀川町66－20）　他

　⑶ 　履行期限　契約締結日から平成30年３月26日まで

　⑷ 　業務概要　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　平成29・30年度本市有資格業者名簿に業種「その

他業務」種目「イベント」に登録されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　シンポジウム開催業務を実施した実績を有するこ

と

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　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

　　　川崎市経済労働局産業政策部企画課

　　　〒210－0007

　　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル10階

　　　電話（直通）044－200－3896

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月25日（木）から平成30年１月31日

（水）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

まで（土曜日及び休日は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　 平成30年２月５日（月）午前９時から午後

４時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、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、３⑵の

期間中縦覧に供します。

５ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競

争入札参加資格を喪失します。

６ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札書の提出日時

　　　平成30年２月16日（金）　午後３時

　⑶ 　入札書の提出場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル６階　会議室

　⑷ 　入札保証金　免除

　⑸ 　開札の日時　６⑵に同じ

　⑹ 　開札の場所　６⑶に同じ

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　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。

７ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免除

します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲

覧できます。

　⑸ 　議決の要否　否

８ 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口３⑴に同じ

　　　───────────────────
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川崎市公告第49号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

３号の規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市中原区木月２丁目22－43

岩﨑　敏昭

廃止道路の

地名・地番

川崎市中原区木月２丁目1724－５の一部

 別図省略

幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

16.85メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建管指導

第611号

廃止

年月日

平成30年

１月25日

　　　───────────────────

川崎市公告第50号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 教育文化会館清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区富士見２－１－３

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 履行場所川崎市川崎区東田町８

履行期限 履行期間平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区砂子１－９－３

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）　

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第３庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区東田町５－４

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）　

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島処理センター清掃業務委託ほか（３件の合併入札）

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１ほか

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 消防局総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区南町20－７

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区役所庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－２

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 看護短期大学清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区小倉４－30－１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。
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参 加 資 格

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中部リハビリテーションセンター清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区井田３丁目16番１号

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。



川 崎 市 公 報 （第1,740号）平成30年(2018年)２月13日

－353－

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目245番地

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力陸上競技場日常清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区等々力１－１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

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

契約（公契約）に該当します。
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そ　の　他

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原市民館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３－1100－12

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３－1301

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 総合教育センター清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口６－９－３

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－５

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－４

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中央卸売市場北部市場建物清掃業務委託ほか（２件の合併入札）

履行場所 川崎市宮前区水沢１－１－１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸1775番地１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
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（案件20）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－２

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件21）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。
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（案件22）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口４－16－３

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

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

川崎市公告第51号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力陸上競技場大会等清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区等々力１－１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月１日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください

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

川崎市公告第52号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第４庁舎清掃業務委託ほか（２件の合併入札）

履行場所 川崎市川崎区宮本町３番地３

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成25年４月１日

以降に有すること。

⑹ 　「第４庁舎清掃業務活用型障害者就労体験ステップアップ事業委託に係る入札評価項目表」（別

表１）に定める合格基準を満たす者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月６日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

・ 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。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第53号

　　　川崎市新本庁舎整備事業に係る条例環境影

　　　響評価準備書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第18条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規定

に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例

施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16条で定め

る事項について次のとおり公告します。

　　平成30年１月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　条例環境影響評価準備書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：川崎市川崎区宮本町１番地

　　名　称：川崎市

　　代表者：川崎市長　福田　紀彦

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　川崎市新本庁舎整備事業

　⑵ 　種類

　　　高層建築物の新設（第１種行為）

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　新本庁舎の整備

　⑵ 　内容

　　　開発区域面積：約7,830㎡

　　　建築面積：　　約4,355㎡

　　　延べ面積：　 約63,200㎡

　　　建物高さ：　 約116ｍ（塔屋等を含む最高高さ）

５ 　指定開発行為の施行期間

　　着工予定：平成31年度～平成36年度

６ 　条例準備書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　第２章　 配慮を要する環境要素の項目並びに環境影

響の調査、予測及び評価の結果

　　第３章　 環境配慮計画書に対する市民意見等の概要

と指定開発行為者の見解

　　第４章　 環境配慮計画書に対する審査結果と指定開

発行為者の見解

　　第５章　 条例方法書の対する市民意見等の概要と指

定開発行為者の見解

　　第６章　 条例方法書に対する審査結果と指定開発行

為者の見解

　　第７章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

　　第８章　環境影響評価項目の選定等

　　第９章　環境影響評価

　　第10章　環境保全のための措置

　　第11種　環境配慮項目に関する措置

　　第12章　環境影響の総合的な評価

　　第13章　事後調査計画

　　第14章　関係地域の範囲

　　第15章　その他

７ 　条例準備書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　平成30年１月26日（金）から平成30年３月12日

（月）まで

　　 　土曜日、日曜日及び祝日は除く。ただし、幸区役

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

　　 　川崎区役所、幸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まで

　　　───────────────────

川崎市公告第54号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の

規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年１月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

廃止道路の

地名・地番

川崎市中原区今井上町19番７、19番８の

各一部、19番17 別図省略

幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

0.705メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建管指導

第612号

廃止

年月日

平成30年

１月26日

　　　───────────────────

川崎市公告第55号

　平成30年度かわさき基準推進事業実施委託の業者選定

に関する公募型企画提案の実施について、次のとおり公

告します。
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　　平成30年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　平成30年度かわさき基準推進事業実施

　　　　　　　　委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　かわさき基準推進懇談会等の運営支援業務

　　イ 　福祉製品の認証業務

　　ウ 　今後の認証事業のあり方についての提案業務

　⑶ 　委託期間　平成30年４月２日～平成31年３月27日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　法人格を有している者

　⑵ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市業務委託有資格名簿の当該契約に対応する

として定めた業種を「99その他業務」、種目を「99

その他」で登録されている者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑹ 　産業振興に関する実績を有しており、会議の運営

支援や福祉製品の評価手法に精通している者

３ 　提案者を特定するための審査基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局次世代産業推進室

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）　044－200－3226

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28ziseda@city.kawasaki.jp

５ 　企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　平成30年１月29日（月）～

　　　　　　　　　　２月５日（月）（土日祝日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年１月29日（月）～２月５日（月）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　平成30年２月20日（火）～２月28日（水）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　企画提案書、企業概要、類義業務の実

績、所要経費・概算見積書（各８部）定款等応募す

る企業の事業内容がわかるもの、直近の決算書（各

１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　9,666,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他ア

　　ア 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　イ 　審査結果の発表は３月15日（木）を予定してい

ます。

　　ウ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第56号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29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 主要地方道横浜上麻生道路改良工事

履行場所 川崎市麻生区早野498番８地先

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

る者。

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

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

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑼ 　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。

　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。また、本案

件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要し

ません。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月23日13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。

本調達は、契約締結後、平成30年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

30年９月28日限り）を行う予定です。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内市道小杉菅線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区下作延６丁目26番地先

履行期限 契約の日から平成30年３月30日まで

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

⑺ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

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

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月13日13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 生田根岸歩道橋補修（その２）工事

履行場所 川崎市多摩区枡形４丁目５番地先

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要し

ません。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月23日13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。

本調達は、契約締結後、平成30年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

30年９月30日限り）を行う予定です。”
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土橋４丁目公園耐震性貯水槽新設工事

履行場所 川崎市宮前区土橋４丁目９番地

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

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

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月13日13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57号

　平成30年度ウェルフェアイノベーション推進実施業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成30年度ウェルフェアイノベーション

推進実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　新たな製品・サービスの創出・活用を推進する

プロジェクト実施支援業務

　　イ 　新たな製品の創出・活用プロジェクトにつなげ

るセミナー等のイベント開催業務

　　ウ 　ウェルフェアイノベーションフォーラム開催業務

　⑶ 　委託期間　平成30年４月２日～平成31年３月27日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　法人格を有している者

　⑵ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市業務委託有資格名簿の当該契約に対応する

として定めた業種を「その他業務」、種目を「その

他」で登録されている者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑹ 　産業分野及び福祉分野にネットワークや知見を持

つとともに、事業推進のため企画、運営、管理、監

督ができる体制を整えられる者

３ 　提案者を特定するための審査基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－366－

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局次世代産業推進室

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）　044－200－3226

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28ziseda@city.kawasaki.jp

５ 　企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　平成30年１月29日（月）～

　　　　　　　　２月５日（月）（土日祝日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年１月29日（月）～２月５日（月）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　平成30年２月20日（火）～２月28日（水）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　企画提案書、企業概要、類義業務の実

績、所要経費・概算見積書（各10部）定款等応募す

る企業の事業内容がわかるもの、直近の決算書（各

１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　19,900,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　イ 　審査結果の発表は３月15日（木）を予定してい

ます。

　　ウ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第58号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の

規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

東京都中央区晴海１－８－11

住友商事株式会社

代表取締役　中村　　晴

廃止道路の

地名・地番

川崎市川崎区東田町９－３、９－５の各

一部 別図省略

幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

24.41メートル

4.00メートル 6.62メートル

4.00メートル 21.75メートル

川崎市指令ま建管指導

第613号

廃止

年月日

平成30年

１月29日

　　　───────────────────

川崎市公告第59号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

東京都西東京市北原町三丁目２番22号

株式会社アーネストワン

代表取締役　松林　重行

道路位置の

地名・地番

川崎市多摩区中野島五丁目2195番６、

2200番16の各一部

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

24.84メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建管指導

第222号

指　定

年月日

平成30年

１月30日

　　　───────────────────

川崎市公告第60号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく廃止の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
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第５項の規定に基づき、大規模小売店舗の廃止の届出が

なされたので、同法第６条第６項の規定により次のとお

り公告します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ビーバートザン五月台店　Ａ館・Ｂ館

　　川崎市麻生区五力田１丁目20－１

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　小田急電鉄株式会社

　　代表取締役　星野　晃司

　　東京都渋谷区代々木二丁目28番12号

３ 　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

　　3765.76㎡

４ 　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

　　０㎡

５ 　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000㎡以下

となる日

　　平成30年１月１日

６ 　変更する理由

　　退店のため

７ 　届出の年月日

　　平成30年１月24日

　　　───────────────────

川崎市公告第61号

　平成30年度早野地区協働事業実施及び「早野里地里山

づくり推進計画」更新業務委託の業者選定に関する公募

型企画提案の実施について、次のとおり公告します。

　　平成30年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　　　　名　　　 平成30年度　早野地区協働

事業実施及び「早野里地里

山づくり推進計画」更新業

務委託

　⑵ 　委　託　期　間　　　 契約締結日～平成31年３月

22日

　⑶ 　予算額（参考金額）　 1,977千円以内（消費税及

び地方消費税含む）

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　事業実施に関わるノウハウと実績がある者

　⑵ 　法人格を有する者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑸ 　川崎市業務委託有資格者名簿において、当該契約

に対応するとして定めた業種「調査・測定」・種目

「市場調査」に登録されている者。ただし、企画提

案参加申出時に当該契約に対応するとして定めた業

種・種目に登録申請中である場合には、企画提案会

までに当該業種・種目に登録されていることを条件

とする。

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑺ 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

　⑻ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　提案内容の実行可能性

　⑸ 　経費の妥当性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

　　〒213－0015

　　神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７

　　ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階

　　電話（直通）　044－860－2461

　　ＦＡＸ　044－860－2464

　　メールアドレス　28nouti@city.kawasaki.jp

５ 　参加意向申出書の提出期間、場所及び方法

　⑴ 　提出期間　平成30年１月31日（水）～２月９日

（金）（土曜日及び日曜日を除く）

　⑵ 　提出場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

６ 　提案資格確認の結果通知

　⑴ 　通知期日　平成30年２月15日（木）

　⑵ 　通知方法　電子メールにて通知

７ 　企画提案書の提出期間、場所及び方法

　⑴ 　提出期間　平成30年３月１日（木）～３月13日（火）

　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く）

　⑵ 　提出場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、見積書（１部）、

川崎市の入札契約における暴力団等排

除措置要綱に定める「誓約書（別表様

式）」（１部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　提案書類等に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語
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　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　評価が同点となった場合の措置

　⑴ 　１位の点数をつけた委員が多い提案を採用します。

　⑵ 　⑴で選定されない場合、評価項目のうち、企画提

案の視点・内容の合計点数が高い提案を採用します。

　⑶ 　⑵で選定されない場合、見積金額が低い提案を採

用します。

12　その他必要と認める事項

　⑴ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

参加者の負担とします。

　⑵ 　その他

　　ア 　応募にあたっては、本公募型企画提案実施要領

を御確認ください。

　　イ 　参加意向申出書提出後に辞退をする場合には、

速やかに辞退届（様式任意）を提出してください。

　　ウ 　選定結果の発表は平成30年３月27日（火）を予

定しており、文書により全ての参加者に通知し、

本市ホームページにおいても公表します。電話等

による問合せには一切応じません。

　　　───────────────────

川崎市公告第62号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修電気その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者で

も可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。
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そ　の　他

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修衛生その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、

　「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

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

　であること。

契約条項を

示す場所等

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

　電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

型を適用します。

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修冷暖房その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「冷暖房設備」ラン

ク「Ａ」で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

契約条項を

示す場所等

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

　電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成　30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校造作その他工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　内装仕上工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

示す場所等

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

　電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

型を適用します。

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 井田小学校給食室改修衛生設備その他工事

履行場所 川崎市中原区井田中ノ町29番１号

履行期限 契約の日から平成31年１月18日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

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

契約条項を

示す場所等

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

　電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千代ヶ丘小学校ほか１校体育館改修及び会議室等新築その他工事

履行場所 川崎市麻生区千代ヶ丘８丁目９番１号ほか１校

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

す。

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

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

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

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

「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る

　予算の議決を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮崎台小学校ほか１校体育館改修及び会議室等新築その他工事

履行場所 川崎市宮前区宮崎３丁目18番地ほか１校

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

契約条項を

示す場所等

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

　電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成　30年　３月　９日　17時　00分　（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 四谷小学校ほか１校校舎改修その他その３工事

履行場所 川崎市川崎区四谷下町４番１号ほか１校

履行期限 契約の日から平成30年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されている者。
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参 加 資 格

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

　型を適用します。

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校校舎改修及びエレベーター棟増築その他工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生小学校外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番１号

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

を有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９日17時00分（財政局資産管理部契約課（建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。
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そ　の　他

⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田小学校エレベータ棟増築等その他工事

履行場所 川崎市多摩区生田７丁目22番１号

履行期限 契約の日から平成30年８月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月９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

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

します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 扇町第１ポンプ施設ほか１か所水中ポンプ更新工事

履行場所 川崎市川崎区扇町19番地内ほか１か所

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」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。



川 崎 市 公 報 （第1,740号）平成30年(2018年)２月13日

－377－

参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年２月16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

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。

本調達は、契約締結後、平成30年第１回川崎市議会定例会における議決に基づき工期の変更（平成

30年７月31日限り）を行う予定です。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市公告第63号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成30年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第64号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成30年１月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　事業名

　 　平成30年度　川崎市就業支援室「キャリアサポート

かわさき」運営事業の業務委託

２ 　履行期間

　　契約締結日から平成31年３月31日（日）まで

３ 　履行場所

　⑴ 　川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」

　　　川崎市高津区溝口１－６－10てくのかわさき５階

　　　（部屋の広さ　約60㎡）

　　　他市内

　⑵ 　川崎区役所内　川崎市川崎区東田町８

　⑶ 　麻生区役所内　川崎市麻生区万福寺１－５－１

４ 　事業概要

　 　本事業は、就職に関する総合相談窓口として、求職

者に対して、個別カウンセリング、求人開拓、職業紹

介等を行うとともに、若年者・女性・中高年齢者等の

対象者別に就職活動に役立つセミナー等を実施するな

ど総合的な就業支援を行う。また、雇用情勢に応じた、

若者就業支援事業、女性再就職支援事業、人材不足等

を課題とする中小企業等に対する人材確保・育成等に

係る支援策を実施し、雇用の推進に努めることを目的

とするものです。

５ 　参加者の資格要件

　 　本事業の応募資格は、次の条件をすべて満たすもの

となります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

申請のあった

年月日
特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成30年１月29日 特定非営利活動法人

神奈川県セーリング連盟

増川　幸嗣 川崎市麻生区はるひ野

４丁目18番14号

　この法人は、神奈川県下のセーリング

スポーツを親しむ人達、あるいはこれか

ら同スポーツに参加しようとする人達等

に対し、同スポーツへ参加する機会を与

え、また継続的な活動を行うための支援

に関する事業等を行い、セーリングスポ

ーツの普及・振興と、安全知識の普及に

寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　⑵ 　川崎市有資格業者名簿の当該契約に対応する業

種・種目（委託：業種「その他業務」、種目「その

他」）に登載されていること。

　⑶ 　提案期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　当業務について確実に履行することができること。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑹ 　職業安定法による有料職業紹介事業者の許可を受

けていること。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

６ 　担当部局

　　川崎市経済労働局労働雇用部

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル６階

　　電話番号（直通）　044（200）2276

　　ＦＡＸ番号　　　　044（200）3598

　　電子メール　　　　28roudou@city.kawasaki.jp

７ 　実施要領の交付及び参加意向申出書について

　⑴ 　申出書の提出期限

　　　平成30年１月31日（水）～平成30年２月９日（金）

　　　17時

　⑵ 　提出場所

　　　６の担当部局と同じ

　⑶ 　参加意向申出書の提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出方法

　　 　代表者印をカラー読込の上、事務局宛てに電子メ

ールにて提出してください。

　⑸ 　参加資格確認の結果通知

　　 　平成30年２月13日（火）に電子メールにより通知

します。

８ 　企画提案書類の提出について

　⑴ 　提出期間及び受付時間

　　　平成30年２月23日（金）～平成30年２月26日（月）

　　　平日９時～ 17時（12時～ 13時を除く。）

　⑵ 　提出方法

　　　６の担当部局に持参してください。

　⑶ 　提出書類　８部（原本１部＋写し７部）

　　ア 　企画提案書

　　イ 　見積書

　　ウ 　会社概要（パンフレット等）

　　エ 　誓約書（別記様式）

９ 　企画提案会の実施と選定結果の通知

　⑴ 　企画提案会期日

　　　平成30年２月28日（水）予定

　　　時刻・場所については別途通知いたします。

　⑵ 　時間等

　　 　事前に提出されている書類に基づいて、提案説明

15分、質疑応答10分で提案を行っていただきます。

　⑶ 　選定結果等の通知

　　　平成30年３月１日（木）予定

　⑷ 　契約の締結（予定）

　　 　選定業者と詳細について協議し、協議が成立した

場合、平成30年４月１日（日）に契約を締結予定で

す。

10　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

11　選定方式

　　公募型企画提案方式による提案審査

12　選考方法

　 　５名の選考委員が応募者から提出された応募書類に

ついて、資格審査、書類審査及び提案審査を行い、選

定します。

13　その他必要と認める事項

　⑴ 　委託料（参考金額）

　　　58,869,000円（税込）

　⑵ 　企画書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

について

　　 　企画提案書の作成及び提出、企画提案会の出席に

係る一切の費用は、参加者の負担とします。

　⑶ 　詳細につきましては、本事業の募集要項等を参照

ください。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第90号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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

　　　幼児児童生徒健康診断用検診器具滅菌配送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校
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　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　市立学校で実施する耳鼻咽喉科検診及び歯科検診

において使用する各種検診器具の滅菌及び配送に関

する業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「医療関連業務」・種目

「その他医療関連」で登録されている者。

　⑷ 　過去５年間（平成25年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札

公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす

ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は

持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校環境衛生担当：泉

　　　電　話：044－200－3294（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　資料の縦覧

　 　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。また、

過去５年間の実績についても併せて縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

２月26日（月）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成29・30年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

　　 　なお、本件の入札説明書及び仕様書は、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の財政局の入札公

表の「入札公表詳細」からの閲覧も可能です。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者宛て電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成30年２月13日（火）～平成30年２月23日（金）

　　 　（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成30年３月１日（木）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答。

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、仕様書に定める検診器具毎の単価

の合計額（消費税額及び地方消費税額を含めない
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こと。）を記載すること。

　　　 　なお、契約金額は記載された合計額を健康教育

課の設定する検診器具毎の予定金額で按分した価

格となります。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月６日（火）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎15階第１会議室

　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３の⑴の場所及び川崎市ウェブサイト（http://

www.city.kawasaki.jp/index.html）「入札情報」

内 の「 契 約 関 係 規 定 」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/docs/keiyakukitei.htm）におい

て閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第91号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　 　平成30年度公害診療報酬等明細書の点検事務等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　庁内

　　　（健康福祉局保健所環境保健課が指定する場所）

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養

の給付に係る公害診療報酬等明細書の点検事務等

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、「平成29・30年度川崎市競争

入札参加資格名簿」の業種「医療関連」種目「他医

療」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　レセプト点検業務について、官公庁又は地方公共

団体と委託契約を締結し、一定の実績を有する者

３ 　入札説明書、競争参加申込書の配布及び提出並びに

仕様書の閲覧場所

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び仕様書閲覧場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580

　　　（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所環境保健課　設楽担当

　　　電　話　　　044－200－2488（直通）

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3937

　　　電子メール　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　⑵ 　配布、提出及び閲覧期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
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　　　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時

　　　※ 入札説明書及び競争申込書については、川崎市

ホームページ「入札情報かわさき」からダウン

ロードできます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　⑸ 　その他

　　 　競争参加申込書等に関する問合せ先は上記３⑴に

同じ

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様

書の交付

　 　競争参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

められた者には、一般競争入札参加資格確認通知書等

を平成30年２月22日（木）までに、電子メール又はＦ

ＡＸにて交付します。

５ 　質問書の受付及び回答

　　仕様書に関する質問は、次により行います。

　⑴ 　受付期間

　　 　平成30年２月22日（木）から

　　　平成30年２月28日（水）まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　午前８時30分から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時

　⑵ 　質問書の様式

　　　配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3937

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月５日（月）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付した全社宛てに、電子メー

ル又はＦＡＸにて送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類について、虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札、開札手続等

　⑴ 　入札、開札の場所及び日時

　　ア 　日時　平成30年３月９日（金）午後３時30分

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドス

クエア西館12階会議室Ｂ

　⑵ 　入札方法

　　　所定の入札（見積）書を持参し、入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札（見

積）書の代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理

人の押印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必

要です。

　⑶ 　入札（見積）書の記載金額

　　　入札は、単価で行います。

　　 　入札（見積）書には、１枚あたりの見積単価を、

消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してく

ださい。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年規則第28号）第14条の

規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内

で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報」の「契約関

係規程」において閲覧することができます。
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９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除できるものとします。また、上

記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償

を川崎市に対して請求することができるものとし、

補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　公告に関する問合せ先は、上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第92号

　一般競争入札について次のとおり公表します。

　　平成30年２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

　　　平成30年度ロケ地川崎推進事業実施委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　映画やテレビなどの映像制作者等からの市所管施

設及び市内の総合的なロケ相談、ロケ受入に伴う市

所管施設の関係部署との連絡調整・ロケ等への立会

い、映像制作者等への誘致・プロモーション活動、

ホームページ等での情報発信

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑷ 　過去５カ年において、本市又はその他の官公庁に

おいて種類及び規模を同じくする業務について契約

を締結し履行した実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　申込書及び仕様書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よ

り ダ ウ ン ロ ー ド（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　⑵ 　申込書及び仕様書の配布期間

　　　平成30年２月13日（火）午前９時から

　　　平成30年２月20日（火）正午まで

　⑶ 　申込書の提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局市民文化振興室

　　　映像のまち推進担当

　　　電話　：044－200－2416　

　　　ＦＡＸ：044－200－3248　

　　　E-Mail：25bunka@city.kawasaki.jp

　⑷ 　申込書及び仕様書の提出期間

　　　平成30年２月13日（火）午前９時から

　　　平成30年２月20日（火）午後５時まで

　　　（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑸ 　提出書類

　　 　競争入札参加申込書及び履行実績を示す契約書の

写し及び仕様書の写し

　⑹ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、平成30年２月21日（水）までに、

平成29・30年度川崎市業務委託有資格者名簿へ登録し

た電子メールアドレスに、入札参加資格確認通知書を

交付します。ただし、申請者がメールアドレスを登録

していない場合にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　25bunka@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3248

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日（水）午前９時から平成30年２

月23日（金）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑶の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年３月２日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
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のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月15日（木）午前10時

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　　　川崎市市民文化局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑶と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決としま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第93号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市児童生徒新体力テスト集計処理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課・

　　　川崎市立小学校・川崎市立中学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市教育委員会が指定する小学校（19校）及び

中学校（13校）について、スポーツ庁の「児童生徒

新体力テスト」の内容に即した調査実施に係る、帳

票・物品等の作成、帳票の送付と回収、集計、電算

処理等、本市における児童生徒の体力の実態を把握

し、教育上の資料とするためのデータ作成業務。詳

細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種（電算関連業務）・種目

（その他電算関連業務）で登録されている者

　⑷ 　過去５年間（平成25年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札

公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす

ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は

持参によるものとし、郵送は認めません。
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　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：弘田

　　　電　話：044－200－3313（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財

政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び

ダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じ。

５ 　資料の縦覧

　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月23日（金）

まで、平成29年度作成データについて、３の⑴の場所

で縦覧に供します。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

２月22日（木）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成29・30年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成30年２月13日（火）～平成30年２月23日（金）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成30年２月26日（月）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、平成30年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に

100分の８に相当する額を加算した金額とする。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月28日（水）午前10時

　　イ 　場　所　川崎市役所第３庁舎15階第３会議室

　　　　　　　　（川崎市川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。
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10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３の⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情報」内の「契約関係規定」で閲覧することができ

ます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第94号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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

　　　 川崎市立橘高等学校屋上50ｍ公認プール保守管理

業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立橘高等学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月９日から平成30年10月12日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市立橘高等学校の屋上50ｍ公認プールの施設

保守管理及び施設利用者の安全確保を目的とした業

務委託。詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」種目「そ

の他の維持管理」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成25年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　⑸ 　業務内容が警備業法第２条第１項に該当すること

から（平成24年６月25日警察庁生活安全局生活安全

企画課犯罪抑止対策室長発出事務連絡「プール監視

業務を外部委託する場合における警備業の認定の要

否について」による。）、警備業法に基づき、都道府

県公安委員会から警備業者としての認定を受けてい

ること。

　⑹ 　当該プールは、公益財団法人日本水泳連盟プール

公認規則に基づく公認プールであることから、同規

則第16条に基づき、受託者は下記資格のいずれかを

有するプール管理者を配置しなければならない。た

だし、当該プールに常駐する必要はないものとする。

　　ア 　公益財団法人日本体育協会公認水泳指導員

　　イ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級指導員

　　ウ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳コーチ

　　エ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級コーチ

　　オ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳教師

　　カ　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級教師

　　キ　公益財団法人日本体育施設協会水泳指導管理士

　　ク　 公益社団法人日本プールアメニティ施設協会　

プール衛生管理者

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　 　競争入札参加申込書等は、３⑴の場所で配布してい

ます。また、「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。ただし、競争

参加申込書の提出は持参によるものとし、郵送は認め

ません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：弘田

　　　電　話：044－200－3313（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書
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は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財

政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び

ダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じ。

５ 　実績の縦覧

　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月23日（金）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）、過去

の実績（平成29年度）におけるプール日報について、

３⑴の場所で縦覧に供します。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

２月22日（木）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成29・30年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上ＦＡＸして下さい。また、ＦＡＸ後に

必ず担当者あて電話連絡をして下さい。

　⑵ 　受付期間

　　　平成30年２月13日（火）～平成30年２月23日（金）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成30年２月26日（月）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、平成30年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に

100分の８に相当する額を加算した金額とする。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月28日（水）午前９時00分

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎15階第３会議室

　　　　　　　（川崎市川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。
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11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第95号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市立中学校高等学校部活動等推進中型バス

　　　運行管理委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立中学校高等学校他

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　橘高等学校スポーツ科の実技実習及び同校の部活

動を学校外の施設で行う際の生徒等の搬送、遠征・

合宿及び公式大会時の送迎その他市立中学校高等学

校及び市教育委員会関係の事業等に係る運行管理業

務。詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成25年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札

公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす

ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は

持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：弘田

　　　電　話：044－200－3313（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　　 平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から５

時まで）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じです。なお、本件の入札説明書及び仕

様書は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧

及びダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じです。

５ 　実績の縦覧

　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月23日（金）

まで、過去の実績（平成29年１月１日～平成29年12月

31日）における中型バス運行業務委託に係る日報・月

報・日常点検表について、３⑴の場所で縦覧に供しま

す。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

２月22日（木）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成29・30年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上、ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）～平成30年２月23日（金）

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30
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分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成30年２月26日（月）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に封印して持参するこ

と。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、平成30年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に

100分の８に相当する額を加算した金額とする。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　　平成30年２月28日（水）　午前11時

　　イ 　場所　　川崎市役所第３庁舎15階第３会議室

　　　　　　　　（川崎市川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第96号

　　　入　札　公　告

　川崎市幸区役所行政サービス総合案内及び庁舎警備等

業務委託に関する一般競争入札について、次のとおり公

告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市幸区役所行政サービス総合案内及び

　　　庁舎警備等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所庁舎

　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市幸区役所の行政サービス総合案内及び庁舎

警備等、これらに付随する業務等を行う。詳細は仕
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様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格者名簿の業種「警備」種目「人的警備」に

登載されていること。

　⑷ 　国又は地方公共団体において類似の契約実績があ

ること。

　⑸ 　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい

ること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　担当：穴澤

　　　電話　044－556－6603

　　※ 　一般競争入札参加申込書は、川崎市のホームペ

ージからダウンロードができます。（「入札情報か

わさき」－「入札情報」の「委託」－「入札公表・

財政局」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html））

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）までの次の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書の写し

　　ウ 　情報セキュリティに関する規格の認証取得を証

明する書類の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り一般競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び

仕様書等を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年２月21日（水）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります（３⑴あて、質

問書を送付した旨を電話で御連絡をお願いします。）。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月22日（木）午前９時から平成30年２

月26日（月）午後４時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年２月28日（水）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又

はＦＡＸにより送付します。なお、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けていない者からの質

問に関しては、回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日（月）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　川崎市幸区役所４階第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
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をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」－「契約関係規定」（http://

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

することができます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

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

札・契約関連情報」→「特定契約（公契約）に関す

る情報」を御確認ください。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第97号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市国民健康保険レセプト内容点検及び

　　　再審査申出等業務委託

　⑵ 　納入場所及び履行場所

　　 　納入場所、画像レセプト確認及び再審査申出に係

る履行場所は、健康福祉局地域福祉部保険年金課と

する。ただし、点検業務に係る履行場所は、受注者

が用意する。

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　レセプト内容点検の実施、再審査申出の実施

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望するものは、次の条件をすべて満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「電算関連業務」・種目

「その他の電算関連業務」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　当該契約について、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 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001（Ｊ

ＩＳ Ｑ 27001）認証を取得していること。

３ 　競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　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、２⑷の契約実績を証する書類、２⑸を証す

る登録証の写しを提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市役所　健康福祉局地域福祉部保険年金課

　　　健診・レセプト担当（担当　島田）

　　　電　話　　044－200－3426（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　 平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで

　　　 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　ウ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001

（ＪＩＳ Ｑ 27001）認証を取得していることを

証する登録証の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　⑸ 　その他
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　　 　契約書（案）、仕様書、競争入札参加申込書及び

積算内訳書等は、川崎市ホームページ内「入札情報

かわさき」に掲載します。なお、ダウンロードがで

きない場合等に対応するため、３⑴の場所において

３⑵の期間、配布も行います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められたものには、一般競争入札参加資格確認通

知書の交付の際に、併せて入札説明書を無償で交付し

ます。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　平成29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録しているもの

には、平成30年２月21日（水）までに一般競争入

札参加資格確認通知書及び入札説明書を送付しま

す。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していないも

のには、平成30年２月21日（水）の午前９時から

正午までに上記３⑴の場所において一般競争入札

参加資格確認通知書及び入札説明書を交付します。

　⑵ 　交付した入札説明書は、入札日に回収しますの

で、必ず持参してください。

　⑶ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年２月21日（水）から平成30年２月23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

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべてのものに対

し、平成30年２月27日（火）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　尚、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受

けていないものからの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望するものは、提出された書類

等に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求め

られたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月２日（金）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　〒210―0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価に予定数量を乗じた金額の合計

（総価）によって行います。ただし、契約する際

の単価は、その者が積算内訳書に記載した単価と

なります。

　　イ 　入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方

消費税を抜いた金額とします。

　　ウ 　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価、数量、単価に数量を乗じた金額及び合計

金額を記載した「積算内訳書」を必ず添付してく

ださい。

　　エ 　入札書及び積算内訳書は、封筒に入れ、封印し

て提出してください。

　　オ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書及

び積算内訳書を用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、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、調査等を行う場合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
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札は無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、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 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第98号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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

　　　消防業務用無線機（陸上移動局）その１

　　　保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20－７ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防業務用無線機のうち陸上移動局の保守点検業

務、及び障害対応業務

　　　その他「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「施設維持管理」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去15箇年の間に本市その他の官公庁と類似の契

約を１回以上締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、過去15箇年の間

に本市その他の官公庁と類似の契約を締結した実績を

確認できる契約書、仕様書等の写しを一般競争入札参

加資格確認申請書に添付し、次により提出しなければ

なりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　消防局総合庁舎７階指令課

　　　電話　044－223－2640（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月18日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月19日の午

前９時から正午までとします。ただし、土曜日及び

日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札

仕様書等は、川崎市インターネットホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードすることが

できます。

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

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月21日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日
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の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　入札に関する問い合わせ

　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

よるものとします。

　⑴ 　問い合わせ先及び質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。

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

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月22日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月23日の午

前９時から午前10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。なお、電子メールによる提出は受付期間の

締切時間まで24時間受け付けます。

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年２月27日に、この入札の参加資格がある

者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付しま

す。なお、この入札の参加資格がない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日午前９時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条に該当する場合は免除し

ます。

　　イ 　ア以外の免除規定に該当しない場合は、契約金

額の10％とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第99号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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

　　　消防業務用無線機（陸上移動局）その２

　　　保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20－７ほか

　⑶ 　履行期間
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　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防業務用無線機のうち陸上移動局の保守点検業

務、及び障害対応業務

　　　その他「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「施設維持管理」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去15箇年の間に本市その他の官公庁と類似の契

約を１回以上締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、過去15箇年の間

に本市その他の官公庁と類似の契約を締結した実績を

確認できる契約書、仕様書等の写しを一般競争入札参

加資格確認申請書に添付し、次により提出しなければ

なりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　消防局総合庁舎７階指令課

　　　電話　044－223－2640（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月18日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月19日の午

前９時から正午までとします。ただし、土曜日及び

日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札

仕様書等は、川崎市インターネットホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードすることが

できます。

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

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月21日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　入札に関する問い合わせ

　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

よるものとします。

　⑴ 　問い合わせ先及び質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。

　　　電子メールアドレス　84sirei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月22日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月23日の午

前９時から午前10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。なお、電子メールによる提出は受付期間の

締切時間まで24時間受け付けます。

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年２月27日に、この入札の参加資格がある

者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付しま

す。なお、この入札の参加資格がない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。
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　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条に該当する場合は免除し

ます。

　　イ 　ア以外の免除規定に該当しない場合は、契約金

額の10％とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第100号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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

　　　消防業務用無線機（陸上移動局）その３

　　　保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20－７ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防業務用無線機のうち陸上移動局の保守点検業

務、及び障害対応業務

　　　その他「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「施設維持管理」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去15箇年の間に本市その他の官公庁と類似の契

約を１回以上締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、過去15箇年の間

に本市その他の官公庁と類似の契約を締結した実績を

確認できる契約書、仕様書等の写しを一般競争入札参

加資格確認申請書に添付し、次により提出しなければ

なりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　消防局総合庁舎７階指令課

　　　電話　044－223－2640（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月18日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月19日の午

前９時から正午までとします。ただし、土曜日及び

日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札

仕様書等は、川崎市インターネットホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードすることが

できます。
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　　 　（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月21日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　入札に関する問い合わせ

　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

よるものとします。

　⑴ 　問い合わせ先及び質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。

　　　電子メールアドレス　84sirei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月22日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月23日の午

前９時から午前10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。なお、電子メールによる提出は受付期間の

締切時間まで24時間受け付けます。

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年２月27日に、この入札の参加資格がある

者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付しま

す。なお、この入札の参加資格がない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日午前10時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条に該当する場合は免除し

ます。

　　イ 　ア以外の免除規定に該当しない場合は、契約金

額の10％とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第101号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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

　　　消防業務用無線機（陸上移動局）その４

　　　保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20－７ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防業務用無線機のうち陸上移動局の保守点検業

務、及び障害対応業務

　　　その他「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「施設維持管理」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去15箇年の間に本市その他の官公庁と類似の契

約を１回以上締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、過去15箇年の間

に本市その他の官公庁と類似の契約を締結した実績を

確認できる契約書、仕様書等の写しを一般競争入札参

加資格確認申請書に添付し、次により提出しなければ

なりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　消防局総合庁舎７階指令課

　　　電話　044－223－2640（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月18日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月19日の午

前９時から正午までとします。ただし、土曜日及び

日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札

仕様書等は、川崎市インターネットホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードすることが

できます。

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

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月21日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　入札に関する問い合わせ

　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

よるものとします。

　⑴ 　問い合わせ先及び質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。

　　　電子メールアドレス　84sirei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月22日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月23日の午

前９時から午前10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。なお、電子メールによる提出は受付期間の

締切時間まで24時間受け付けます。

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年２月27日に、この入札の参加資格がある

者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付しま

す。なお、この入札の参加資格がない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等
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　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日午前11時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条に該当する場合は免除し

ます。

　　イ 　ア以外の免除規定に該当しない場合は、契約金

額の10％とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第102号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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

　　　ヘリコプターテレビ電送システム（地上設備）

　　　保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20－７

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　ヘリコプターテレビ電送システム（地上設備）保

守点検業務、及び障害対応業務、その他「入札説明

書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「施設維持管理」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去15箇年の間に本市その他の官公庁と類似の契

約を１回以上締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、過去15箇年の間

に本市その他の官公庁と類似の契約を締結した実績を

確認できる契約書、仕様書等の写しを一般競争入札参

加資格確認申請書に添付し、次により提出しなければ

なりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　消防局総合庁舎７階指令課

　　　電話　044－223－2640（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月18日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月19日の午

前９時から正午までとします。ただし、土曜日及び
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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 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札

仕様書等は、川崎市インターネットホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードすることが

できます。

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

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月21日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　入札に関する問い合わせ

　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

よるものとします。

　⑴ 　問い合わせ先及び質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。

　　　電子メールアドレス　84sirei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月22日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月23日の午

前９時から午前10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。なお、電子メールによる提出は受付期間の

締切時間まで24時間受け付けます。

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年２月27日に、この入札の参加資格がある

者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付しま

す。なお、この入札の参加資格がない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日午前11時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条に該当する場合は免除し

ます。

　　イ 　ア以外の免除規定に該当しない場合は、契約金

額の10％とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑸ 　議決の要否
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　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第103号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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

　　　消防業務用無線機（航空局）保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　東京都江東区新木場４－７－53

　　　東京へリポート内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防業務用無線機のうち航空局の保守点検業務、

及び障害対応業務、その他「入札説明書」によりま

す。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「施設維持管理」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去15箇年の間に本市その他の官公庁と類似の契

約を１回以上締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、過去15箇年の間

に本市その他の官公庁と類似の契約を締結した実績を

確認できる契約書、仕様書等の写しを一般競争入札参

加資格確認申請書に添付し、次により提出しなければ

なりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　消防局総合庁舎７階指令課

　　　電話　044－223－2640（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月18日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月19日の午

前９時から正午までとします。ただし、土曜日及び

日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札

仕様書等は、川崎市インターネットホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードすることが

できます。

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

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月21日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　入札に関する問い合わせ

　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

よるものとします。

　⑴ 　問い合わせ先及び質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。

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

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月22日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月23日の午

前９時から午前10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。なお、電子メールによる提出は受付期間の

締切時間まで24時間受け付けます。

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年２月27日に、この入札の参加資格がある

者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付しま
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す。なお、この入札の参加資格がない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日午後１時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条に該当する場合は免除し

ます。

　　イ 　ア以外の免除規定に該当しない場合は、契約金

額の10％とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第104号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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

　　　消防業務用無線機（船舶局）保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町15－４ 　千鳥町出張所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　消防業務用無線機のうち船舶局の保守点検業務、

及び障害対応業務、その他「入札説明書」によりま

す。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「施設維持管理」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去15箇年の間に本市その他の官公庁と類似の契

約を１回以上締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、過去15箇年の間

に本市その他の官公庁と類似の契約を締結した実績を

確認できる契約書、仕様書等の写しを一般競争入札参

加資格確認申請書に添付し、次により提出しなければ

なりません。
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　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　消防局総合庁舎７階指令課

　　　電話　044－223－2640（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月18日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月19日の午

前９時から正午までとします。ただし、土曜日及び

日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま

す。また、一般競争入札参加資格確認申請書、入札

仕様書等は、川崎市インターネットホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードすることが

できます。

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

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月21日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　入札に関する問い合わせ

　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

よるものとします。

　⑴ 　問い合わせ先及び質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メールとし、郵送及びＦＡＸによる

提出は認めません。

　　　電子メールアドレス　84sirei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日から平成30年２月22日までの午

前９時から午後５時まで及び平成30年２月23日の午

前９時から午前10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。なお、電子メールによる提出は受付期間の

締切時間まで24時間受け付けます。

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年２月27日に、この入札の参加資格がある

者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付しま

す。なお、この入札の参加資格がない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月５日午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区南町20－７

　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条に該当する場合は免除し

ます。

　　イ 　ア以外の免除規定に該当しない場合は、契約金

額の10％とします。

　⑵ 　前払金

　　　否
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　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第105号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　麻生市民館印刷機賃貸借及び保守

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　川崎市麻生市民館

　⑷ 　調達概要

　　 　「麻生市民館印刷機賃貸借及び保守に関する契約

書」及び「麻生市民館印刷機賃貸借及び保守に関す

る仕様書」のとおり。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種

「リース」種目「事務用機器」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成25年度以降）に本市又はその他

官公庁で、類似の契約履行実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒215－0004　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　麻生市民館　３階　事務室

　　　電話　044－951－1300

　　　ＦＡＸ　　044－951－1650

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月22日

（木）までの午前９時00分から午後５時00分まで

（土曜日、日曜日及び２月19日（月）は除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　２⑷に示す過去５年間（平成25年度以降）に本市

又はその他官公庁で、類似の契約履行実績があるこ

とを証する書類・契約書の写し等を添付し、３⑴の

場所へ持参してください。

４ 　入札説明書に関する事項

　⑴ 　入札説明書の縦覧

　　ア 　縦覧場所　３⑴競争入札参加申込書の配布場所

　　イ 　縦覧期間 　平成30年２月13日（火）から平成30

年２月22日（木）（土曜日、日曜日及

び２月19日（月）は除く）

　　ウ 　縦覧時間　午前９時00分から午後５時00分まで

　⑵ 　競争参加申込書を提出した者には、無償で入札説

明書を交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成30年２月28

日（水）までに、平成29・30年度川崎市業務委託有資

格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メールア

ドレスあて、競争参加資格確認通知書を送付します。

また、電子メールアドレスの登録を行っていない場合

はＦＡＸにて交付します。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、ＦＡＸで送付してください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年３月１日

（木）まで（土曜日、日曜日及２月19日（月）は除

く）午前９時00分から午後５時00分まで

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月2日（金）までに、指定のメールま

たはＦＡＸへ送付します。



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－404－

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月６日（火）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　　　　　麻生市民館　第１会議室

　⑶ 　入札保証金は、免除とします。

　⑷ 　入札金額

　　 　契約金総額を入札金額とし、契約期間は、平成30

年４月１日から平成35年３月31日までの60か月間と

します。入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。なお、翌年度以降における所要の予算の

当該金額について減額又は削除があった場合は、市

はこの契約を変更又は解除することができることと

します。これにより市がこの契約を解除し、落札者

に損失が生じた場合は、落札者はその損失の補償を

市に対して請求できるものとし、この場合における

補償額は　発注者と受注者とが協議して定めるもの

とします。

　　ア 　調達機の本体価格及び保守（部品代含む）費用

　　イ 　調達物品の輸送、設置及び導入・撤去作業に係

る費用

　　ウ 　調達機の保険料

　　エ 　その他調達物品のリースに係る費用

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

内の「契約関係規定」の契約関係規定において閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第106号

　　　入　札　公　告

　麻生区役所印刷機賃貸借及び保守点検業務に関する一

般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　麻生区役所印刷機賃貸借及び保守点検業務

　⑵ 　　履行場所

　　　川崎市麻生区役所１階浄書室

　　　（川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号）

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　　別紙業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」

で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の以下の業種・種

目全てに登載されていること。

　　ア 　業種37「リース」　種目０３「事務用機器」
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　⑸ 　仕様書の内容を遵守し、確実かつ迅速に業務を実

施できること。

　⑹ 　過去５年間に本市またはその他官公庁で、類似の

契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒215－8570

　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　麻生区役所まちづくり推進部総務課　木村担当

　　　電話　　　　044－965－5108

　　　ＦＡＸ　　　044－965－5200

　　　電子メール　73soumu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までの土曜日、日曜日及び休日を除く

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　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 　納入する物品の商品説明書（カタログ等）

　　　 　なお、競争入札参加者は開札日の前日までの間

において、本市から該当書類に関し説明を求めら

れたときには、これに応じなければなりません。

４ 　入札説明書（業務仕様書を含む）について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書は、３⑴の場所及

び川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」で閲覧することができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者

に、入札説明書を配布します。また、３⑴の場所に

おいて、平成30年２月13日（火）から平成30年２月

20日（火）まで縦覧に供します。

５ 　入札説明書に関する質問等の受付

　 　質問等に関しては、平成30年２月27日（火）午後５

時までの間、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け

付けます。質問書の様式は特に定めません。回答につ

いては、平成30年３月６日（火）に電子メール又はＦ

ＡＸにて全社あて回答します。

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出し、かつ提

出された書類を審査した結果、入札参加資格があると

認められたものには、平成30年２月22日（木）までに、

川崎市の平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供

給等有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子

メールアドレスあて、一般競争入札参加資格確認通知

書を送付します。また、電子メールアドレスの登録を

行っていない場合はＦＡＸにて交付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加をする

ことができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　60か月リース料の総額（消費税及び地方消費税を

除く）での紙入札方式

　　ア 　持参による入札

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月16日（金）　午前10時00分

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　　　　麻生区役所４階　第３会議室

　　イ 　入札金額

　　　 　入札に際しては、「川崎市競争入札参加者心得」

第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載してく

ださい。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要
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　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　⑷ 　10⑶の解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑹ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第107号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　土木工事積算システムに係るコンピュータの

　　　賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　（第３庁舎３階マシン室及び13階電算室）

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　　　 （ただし、賃貸借の開始は平成30年６月１日から

とする）

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登録されて

いること。

　⑶ 　この物品調達について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績のあること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　この調達物品及び数量について確実かつ速やかに

納入することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出場所

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とともに、上記２⑶を満たす

ことを証する書類を提出しなければなりません。

　 　ただし、一般競争入札参加資格確認申請書の郵送に

よる提出は認めません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12番１

　　　（川崎駅前タワーリバーク17階）

　　　建設緑政局総務部技術監理課　　担当　仙場

　　　電　話　044－200－2791（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　　MAIL　　53gikan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までとします。

　　　（時間は、９時～ 12時及び13時～ 17時です）

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のう

ち、審査の上、入札参加資格があると認められた者に

は、平成30年２月23日（金）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。川崎市「製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿」へ登録した際に電

子メールのアドレスを登録している場合は、電子メー

ルで送付します。電子メールアドレスを登録していな

い場合は、次により直接交付します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月23日（金）

　　　（時間は、９時～ 12時及び13時～ 17時です）

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区駅前本町12番１

　　　（川崎駅前タワーリバーク17階）

　　　建設緑政局総務部技術監理課

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。
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　　 　また、入札説明書は、上記３⑴の場所において、

平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日（火）

まで縦覧に供します。

　　　（時間は、９時～ 12時及び13時～ 17時です）

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年２月23日（金）から平成30年２月27日

（火）までとします。

　　　（時間は、９時～ 12時及び13時～ 17時です）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付している「質問書」の様式に必

要事項を記入し、上記３⑴に記載する電子メールア

ドレス宛に送付した後、同電話番号に連絡をお願い

します。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年３月２日（金）ま

でに、全社宛に電子メールで回答します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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２⑴から⑹のいずれかの条件を欠い

たとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　　58 ヶ月のリース総額（税抜き）で行います。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時：平成30年３月７日（水）14時

　　イ 　場所：建設緑政局会議室

　　　　　　　 （川崎市川崎区駅前本町12番１・川崎駅

前タワーリバーク17階）

　⑶ 　郵送による入札書の提出の可否

　　　郵送による入札書の提出は一切認めません。

　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、予定価格と

比較して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第７条に該当する入札

は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

関係規定に掲載されており、閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第108号

　　　入　札　公　告　

　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託に関す

る一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市区役所（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　　　御幸集会所（川崎市幸区河原町１－58）

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市の平成29・30年度業務

委託有資格業者名簿の業種「その他業務　除草、せ

んてい等樹木管理」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。
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　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　電話：044－556－6603

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp

　　　※ 一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ

さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・

落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入

札公表」－「財政局」）

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

html）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月23日

（金）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年２月27日（火）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで。

　　 　ただし、電子メールで配信する場合は平成30年２

月27日（火）午前９時から平成30年２月28日（水）

午前10時までに配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月27日（火）午前９時から平成30年３

月２日（金）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年３月７日（水）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月19日（月）　午後２時

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　　　川崎市幸区役所４階　第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否
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　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第109号

　　　入　札　公　告　

　川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽等清

掃業務委託に関する一般競争入札について、次のとおり

公告します。

　　平成30年２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

　　　 川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽

等清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所

　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市の平成29・30年度業務

委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理電気機

械」及び「施設維持管理　空調衛生」に登載されて

いること。

　⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　過去５年以内に国又は地方自治体の施設において

設備保守の類似実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　電話：044－556－6603　

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp

　　　※ 一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ

さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・

落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入

札公表」－「財政局」）

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

index.html）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書写し（契約の件名と契約者の

代表印が確認できるページのみで可）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年２月22日（木）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで。ただし、電子メールで

配信する場合は平成30年２月22日（木）午前９時か

ら平成30年２月23日（金）午前11時までに配信しま

す。
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５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月22日（木）午前９時から平成30年２

月27日（火）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年３月２日（金）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　　（ア）入札日時

　　　　　　　平成30年３月12日（月）　午前10時

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　　　川崎市幸区役所４階　第５会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第110号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市立図書館返却図書回収等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　高津図書館、宮前図書館、多摩図書館、

　　　高津市民館、鷺沼行政サービスコーナー、

　　　登戸行政サービスコーナー、

　　　有馬・野川生涯学習支援施設

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　高津市民館、鷺沼行政サービスコーナー、登戸行

政サービスコーナーに設置された返却ポストに返却
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された図書等を、それぞれ、高津、宮前、多摩図書

館に搬送する。また、有馬・野川生涯学習支援施設

と宮前図書館との間で図書等を搬送する。

　　　詳細は「仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」、種目

「運送業務」で登録されていること。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　川崎市立中原図書館庶務係　担当　小林・伊藤

　　電話　：044－722－4932

　　ＦＡＸ：044－733－7524

　　E-Mail：88nakato@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加する者は、次により競争入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）午後５時まで（土曜日・日曜日を除く）。受

付時間は午前９時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年２月22日（木）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールのアドレスを登録されている業者につきま

しては、メール配信をもって交付といたします。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　なお、入札説明書は上記３の場所において平成30

年２月13日（火）から平成30年２月20日（火）午後

５時まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間は午前

９時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で。）縦覧に供します。

　　 　また、入札説明書はインターネットからダウンロ

ードすることもできます。（「入札情報かわさき」の

「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあり

ます。「入札情報かわさき」のアドレスhttp://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年２月22日（木）午前９時30分から平成30

年２月26日（月）午後５時まで。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。なお、電子メールで送付す

る場合は必ず開封確認メッセージを要求してくださ

い。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年２月28日（水）午

後５時までに、全社あてにＦＡＸ又は電子メールに

て送付します。万一質問したにも関わらず、期日ま

でに回答がなかった場合はお電話にてご連絡くださ

い。

　　 　なお、電話等による結果の問い合わせには一切応

じません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参してください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）14時00分
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　　ウ 　入札書の提出場所　

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　開札の日時

　　　８⑴イに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　８⑴ウに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

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

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

10　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎

市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得の定めるところによります。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第111号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　さいわい健康福祉プラザ及び幸こども文化センター

　　　設備運転保守等管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　幸区戸手本町１－11－５

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日（日）から平成31年３月31日

（日）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿のうち、次の業種及び種目のいず

れにも登載されていること。

業種 種目

建物清掃等 建築物ねずみこん虫等防除

施設維持管理 電気・機械設備保守点検

空調・衛生設備保守点検

消火設備保守点検

ボイラー維持管理

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　諏佐

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926
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　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。（土・日曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年２月22日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月21日

（水）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月23日（金）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、さいわい健康福祉プラザ及び幸こども

文化センター設備運転保守等管理業務委託にかか

る費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年２月27日（火）午後４時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否
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　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第112号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　平成30年度高齢者向け軽作業委託

　⑵ 　履行場所

　　　大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他

　⑶ 　履行期間

　　 　平成30年４月２日（月）から平成31年３月31日

（日）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「除草、

せんてい等樹木管理」及び業種「建物清掃等」種目

「建築物清掃」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　諏佐

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。（土・日曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年２月22日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月21日

（水）までの午前８時30分から正午及び午後１時か
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ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月23日（金）　全社に文書（電子メー

ル）にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、平成30年度高齢者向け軽作業委託にか

かる費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年２月27日（火）

　　　　　　　　　午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第113号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　 　川崎市生活保護レセプト分析等業務委託に関する

契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町８

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　レセプトデータや健診データをもとに医療扶助の

分析を行う
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２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関係業務」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　確実に業務完了に至ること。

　⑸ 　この委託業務について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　⑴ 　この入札に参加を希望するものは、次の書類を提

出しなければなりません。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　具体的な契約実績を証する書類

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレールビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　國米

　　　電話　　044－200－2645

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月14日（水）から平成30年２月20日

（火）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

し、一般競争入札参加資格があると認めた者には、一

般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。

　 　また、電子メールのアドレスを登録していない場合

は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　場　所

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　日　時

　　　平成30年２月22日（木）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、３

⑶の期間、縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます。（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す。URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）。

　　 　なお、インターネットから入手できない者には、

申し出により無償で入札説明書を交付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑵に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成30年２月22日（木）から

平成30年３月７日（水）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については平成30年３月12日（月）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス導入に際して必要となる各種作

業等に係る一切の費用を含め見積もるものとしま

す。

　　イ 　契約金額は、入札書に記載された金額に100分

の８（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額となりますので、入札者は見積った契

約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書

に記載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札件

名を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書

（任意様式）を封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月14日（水）午後２時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　パレールビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法
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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

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は（「入札情報かわさき」の「契約関係規定」）で閲

覧できます。ＵＲＬは４⑶と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口３⑵に同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第114号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市生活保護電子レセプト（診療報酬明細書）

　　　内容点検等業務委託に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町８

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　電子レセプト（診療報酬明細書）の機械による内

容点検及び再審査申出

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「医療関連業務」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　確実に業務完了に至ること。

　⑸ 　この委託業務について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　⑴ 　この入札に参加を希望するものは、次の書類を提

出しなければなりません。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　具体的な契約実績を証する書類

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレールビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　國米

　　　電話　　044－200－2645

　　　ＦＡＸ　　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月14日（水）から平成30年２月20日

（火）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑷ 　提出方法 

　　　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

し、一般競争入札参加資格があると認めた者には、一

般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。

　 　また、電子メールのアドレスを登録していない場合

は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　場　所

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　日　時

　　　平成30年２月22日（木）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、３

⑶の期間、縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます。（「入札情報かわさき」
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の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す。URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）。

　　 　なお、インターネットから入手できない者には、

申し出により無償で入札説明書を交付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑵に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成30年２月22日（木）から

平成30年３月７日（水）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については平成30年３月12日（月）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス導入に際して必要となる各種作

業等に係る一切の費用を含め見積もるものとしま

す。

　　イ 　契約金額は、入札書に記載された金額に100分

の８（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額となりますので、入札者は見積った契

約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書

に記載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札件

名を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書

（任意様式）を封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月14日（水）午前11時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　パレールビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は（「入札情報かわさき」の「契約関係規定」）で閲

覧できます。ＵＲＬは４⑶と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑵に同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第115号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市動物愛護センター飼養管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市動物愛護センター

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　収容動物の給餌、哺乳、給水等の飼養、飼育室等

の消毒洗浄、食器、布類の消毒洗浄について、感染

症予防に対応した飼養管理業務等を実施します。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。
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　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年度以降で官公庁又は民間において、動物

飼養管理業務委託で同規模の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0025

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　髙橋

　　　電　話　044－766－2237

　　　ＦＡＸ　044－798－2743

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び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 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、土曜日、

日曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成30年２月23日（金）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月26日

（月）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　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、上記３⑴まで持参、ＦＡＸ番号又は電子

メールアドレスあて送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴

の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年２月28日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成30年３月６日（火）午後２時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市高津区下作延２－８－１

　　　　高津区役所　５階　第１・２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　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。
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　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、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」の「契約関係規定」で

閲覧することができます。（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第116号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　保護収容動物運搬等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市が保護収容した動物（犬、猫、いえうさぎ、

いえばと、あひる、にわとり等）の運搬業務、収容

動物に関連する運搬業務及び犬の捕獲の補助業務、

並びに飼養管理の補助業務を行うもの。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年度以降で官公庁又は民間において、動物

収容運搬業務委託又は動物由来感染症に対応した運

搬業務委託で同規模の契約実績があること。　

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0025

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　髙橋

　　　電　話　044－766－2237

　　　ＦＡＸ　044－798－2743

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び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 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、土曜日、

日曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成30年２月23日（金）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。



川 崎 市 公 報 （第1,740号）平成30年(2018年)２月13日

－421－

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月26日

（月）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　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、上記３⑴まで持参、ＦＡＸ番号又は電子

メールアドレスあて送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴

の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年２月28日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成30年３月６日（火）午後２時45分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市高津区下作延２－８－１

　　　　高津区役所　５階　第１・２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、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」の「契約関係規定」で

閲覧することができます。（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第117号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　有害鳥獣捕獲等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内全域

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市民に生活被害を与えている、又は与える恐れの

あるアライグマ（カニクイアライグマを含む。）、市

民家屋敷地内で被害を与えるハクビシン、親鳥から

威嚇等の被害が認められるカラスの巣立ちビナ等の

捕獲等により、被害の低減を図り安全な市民生活を

確保することを目的とするもの。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」種目「ねず

みこん虫」に登載されていること。
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　⑷ 　捕獲檻、処分機等器具、及び車両を所有し、速や

かに被害現場で対応することが可能であること。

　⑸ 　平成25年度以降で官公庁又は民間において、有害

鳥獣捕獲等業務委託で同規模の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0025

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　髙橋

　　　電　話　044－766－2237

　　　ＦＡＸ　044－798－2743

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び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 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、土曜日、

日曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成30年２月23日（金）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月26日

（月）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　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、上記３⑴まで持参、ＦＡＸ番号又は電子

メールアドレスあて送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴

の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年２月28日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成30年３月６日（火）午後３時30分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市高津区下作延２－８－１

　　　　高津区役所　５階　第１・２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否
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　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、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」の「契約関係規定」で

閲覧することができます。（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３　

⑴ 　と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第118号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市動物愛護センターで使用する電力の供給

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市動物愛護センター

　⑶ 　調達見込数量

　　　52,285キロワット時

　⑷ 　履行期間

　　 　平成30年４月１日０時から平成31年１月31日24時

まで

　⑸ 　調達概要

　　　上記期間内における単価契約の締結

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 　１⑵の履行場所を含む区域における電気の供給に

ついて、電気事業法等の一部を改正する法律第１条

の規定による改正後の電気事業法（昭和39年法律第

170号）第２条の２の規定により、小売電気事業を

営もうとする者として経済産業大臣に登録し、事業

を開始していること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において、平成29年・30年度川崎市製造

の請負・物件の共通等有資格業者名簿の業種「その

他の物品販売」種目「電気供給」の申請をしている

こと。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入実施要綱（平成20年10月１

日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢラ

ンクに格付けされているものであること。

３ 　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、提

出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申し込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出場

所及び問合せ先

　　　〒213－0025

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市健康福祉局保健所動物愛護センター

　　　庶務担当　髙橋

　　　電　話　044－766－2237

　　　ＦＡＸ　044－798－2743

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、土曜日、

日曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成30年２月23日（金）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
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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 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　仕様に関する質問期間

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月26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

　⑶ 　質問方法

　　 　仕様書の内容等に対し疑義がある場合は、入札説

明書に添付の質問書を使用し、３⑴のＦＡＸ又は電

子メールアドレスあてに送付してください。電子メ

ールで送付する場合は、開封確認付きで送信してく

ださい。また、ＦＡＸ又は電子メール送付後に、そ

の旨を３⑴まで連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で競争参加資格

があると認められた全ての者に対し、平成30年２月

28日（水）までにＦＡＸ又は電子メールにて回答し

ます。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月６日（火）午後４時15分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市高津区下作延２－８－１

　　　　高津区役所　５階　第１・２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札

情報かわさき」からダウンロードすることができま

す。

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

htm）

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか川崎市契約条例、川崎市

契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第119号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市在宅ねたきり高齢者寝具乾燥事業委託

　⑵ 　履行場所

　　　発注者が指定するサービス提供対象者の自宅及び

　　　受託者が用意した作業場所

　⑶ 　完了期限

　　　平成31年３月31日（日）限り

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成29・30年度業務委託有資格

業者名簿の業種「その他業務」種目「介護、保育、

福祉の業務サービス」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたきり

高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業務の

契約実績があること。

　⑸ 　寝具乾燥及び寝具丸洗いをする上でクリーニング

業法上必要な届出等を、所管の保健所等にしている

こと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたき

り高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業

務の契約実績があることを証する書類

　　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、川崎

市ホームページ「入札情報かわさき」（URL　

http://www.city.kawasaki.jp/233300/） か ら

ダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　清野

　　　電　話　044－200－2677（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）までの午前８時30分から正午及び午後１時00

分から午後５時15分までとします。

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送（提出期間内必着）又は持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　 　電子メールのアドレスを登録していない場合は、直

接取りに来るようお願いします。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年２月21日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時00分から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑵に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑵の場所において、３⑶の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL　http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）からダウンロードできます。なお、イ

ンターネットから入手できない者には、申し出によ

り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託

有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、確認書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日（水）午前８時30分から平成30

年２月23日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　　※ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（URL

　http://www.city.kawasaki.jp/233300/） か ら

ダウンロードできます。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メールによります。質問後は３⑵の担当者に

メールの到着を確認してください。

　　 　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月28日（水）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は要綱に定める寝具乾燥及び寝具丸洗いに

要する公費負担額のそれぞれの単価の合計金額、

すなわち、２種類のサービスにおける公費負担額

が100％、95％、90％の際の計６単価の合計金額

で行います。なお、その際公費負担額を算定する

にあたって係数を乗じた際に発生した小数点以下

の数値は切り上げるものとします。
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　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年３月８日（木）　午後２時

　　イ 　入札場所　

　　　　〒212－0013

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　　会議室10Ｃ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑵の場所及び川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL　http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑵に同じです。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第120号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　平成30年度生活保護費の支給に係る

　　　　　　　　警備輸送業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市指定場所

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から

　　　　　　　　平成31年３月５日まで

　⑷ 　委託概要　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４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受

けていること。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「警備」種目「人的警備」

に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　確実に業務完了に至ること。

　⑹ 　この委託契約について、平成28年４月１日以降に

種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわ

たって締結した契約実績があること。

　⑺ 　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に

よる運送業務の資格を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　一般競争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

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　担当　横山・豊田・小内

　　　電　話　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書
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　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）

　　エ 　貨物自動車運送事業法で定める特定貨物自動車

運送事業の許可を受けていることを証明できる書

類（原本の写し）

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により、

競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、平成29・30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、電子メールにより送付します。

　⑴ 　場　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　時　平成30年２月21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

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成30

年２月21日（水）から平成30年２月26日（月）まで

縦覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　競争入札参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日　時　平成30年２月21日（水）

　　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場　所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年２月21日（水）から平成30年２月26日

（月）（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 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴のＦＡ

Ｘ番号又はＥ－ｍａｉｌアドレス宛て送付してくだ

さい。

　　 　なお、その際には、質問書を送付した旨を担当ま

で御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年２月28日（水）ま

でに、ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。契約希望金額の108分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。なお、詳細は入札説明書

によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月７日（水）午後１時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の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。

　⑹ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状

を事前に提出してください。また、開札には一般競

争参加資格確認通知書を必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立会

わないものを除きます。



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－428－

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧で

きます。

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第121号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　　　　 平成30年度　川崎市居住安定化

支援事業業務委託

　⑵ 　履行場所　　　　主に川崎市内

　⑶ 　履行期間　　　　平成30年４月１日から

　　　　　　　　　　　平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務委託の概要　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」における業種「その他業務」

の種目「福祉の業務サービス」に登載されているこ

と

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　この業務委託について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること

　⑸ 　確実に業務完了に至ること

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　加藤

　　　電　話　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月14日（水）から平成30年２月19日

（月）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　時　平成30年２月22日（木）

　　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成30年

２月14日（水）から平成30年２月19日（月）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日　時　平成30年２月20日（火）

　　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場　所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　パレール三井ビル13階

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成30年２月20日（火）から

平成30年２月26日（月）午前10時まで、入札説明書に

添付の質問書にて受付けます。また、ＦＡＸで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については平成30年２月28日（水）、全

社にＦＡＸにて送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法 

　　 　業務費用総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。契約希望金額の108分の100に相当する金額を入
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札書に記載してください。なお、詳細は入札説明書

によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月６日（火）午後３時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　会議室

　⑶ 　入札保証金　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本委託に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第122号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　教育委員会事務局印刷機賃貸借及び保守

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　　　（川崎市川崎区宮本町６番地）

　⑷ 　調達概要

　　 　「教育委員会事務局印刷機賃貸借及び保守に関す

る契約書」及び「教育委員会事務局印刷機賃貸借及

び保守に関する仕様書」のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

種目「事務用機器」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　次により一般競争入札参加資格確認申請書を配布し

ます。この入札に参加を希望するものは、所定の一般

競争入札参加資格確認申請書、「２⑷」の契約実績を

証する書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）

を提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　　　（明治安田生命川崎ビル３階）　中島

　　　電話　044－200－3261（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（金）から平成30年２月19日

（月）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿へ登録し

た際に電子メールのアドレスを登録している場合は、

一般競争入札参加確認通知書及び入札説明書は自動的

に電子メールで配信されます。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－430－

　　　平成30年２月22日（木）

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成30

年２月13日（火）から平成30年２月19日（月）まで

（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供します。

５ 　入札説明書に関する問合せ

　 　入札説明書の内容に関する質問は、次により行いま

す。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月22日（木）から平成30年２月28日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月２日（金）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月９日（金）　午前10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　川崎市役所第４庁舎４階第１会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札金額

　　 　契約金総額を入札金額とし、契約期間は、平成30

年４月１日から平成35年３月31日までの60か月間と

します。入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　　 　なお、翌年度以降における所要の予算の当該金額

について減額又は削除があった場合は、市はこの契

約を変更又は解除することができることとします。

これにより市がこの契約を解除し、落札者に損失が

生じた場合は、落札者はその損失の補償を市に対し

て請求できるものとし、この場合における補償額は

両者協議して定めることとします。

　　ア 　調達機の本体価格及び保守（部品代含む）費用

　　イ 　調達物品の輸送、設置及び導入・撤去作業に係

る費用

　　ウ 　調達機の保険料

　　エ 　その他調達物品のリースに係る費用

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　約手続において使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口
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　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第123号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　道路管理システムに係る端末、

　　　　　　　　プリンター等の賃貸借及び保守契約

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区駅前本町12－１ほか

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から

　　　　　　　　平成35年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

いること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市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、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加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

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワーリバークビル17階

　　　建設緑政局道路管理部路政課　担当　伊藤

　　　電　話　044－200－2813

　　　ＦＡＸ　044－200－3978

　　　E-mail　53rosei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間　

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　時　平成30年２月21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

　　　　　　 　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、同日の未明に電子メールで配信

されます。

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書は３⑴の場所において平成30年２月13

日（火）から平成30年２月19日（月）（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）まで縦覧に供

するとともに、川崎のホームページの「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 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成30年２月13日（火）から

平成30年２月23日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。なお、回答については、平成30年２月27日（火）

に、全社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　リース総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。入札金額の見積の際、次の事項を算定基準と

し、これらをまとめて換算してください。

　　　（ア）ハードウェアの本体価格及び保守料金

　　　（イ）ソフトウェアの本体価格及び保守料金

　　　（ウ ）ハードウェア及びソフトウェアのセットア

ップ費用

　　　（エ）調達物品の輸送及び設置に係る費用

　　　（オ）ハードウェア及びソフトウェアの保険料

　　　（カ ）その他契約書及び仕様書に基づく調達物品

のリースに係る費用

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、この金額の100分の８に相当する額（消費

税額及び地方消費税額）を加算した金額をもって
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落札価格とするので、入札者は、見積った契約希

望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を契

約ごとに入札件名を記載した封筒に封印して提出

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月５日（月）午後２時

　　イ 　場所　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　　　　　川崎駅前タワーリバークビル17階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　落札者は、契約書２通を作成し、３⑴の場所に持

参してください。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

関係規定において、閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について、減額又は削除があった場合は、こ

の契約を変更又は解除することができるものとしま

す。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴に同じ

　⑸ 　当該落札決定の結果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第124号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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

　　　 平成30年度　川崎市学校給食用食材衛生検査業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　 市立小・中・特別支援学校（121校）、定時制高校

（４校）、学校給食センター（３施設）、教育委員

会事務局健康給食推進室

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達概要

　　　学校給食用食材の衛生検査

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　入札期日において平成29・30年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「調査・測定」・種目「そ

の他の調査・測定」で登載されていること

　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 　食品衛生法上の登録検査機関であること

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔中学校給食食育推進〕：二ノ宮担当

　　　電　話：044－200－2539（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853
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　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月16日

（金）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。

４ 　入札説明書等の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書等の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

２月21日（水）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成29・30年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成30年２月22日（木）～平成30年２月26日（月）

　　 　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成30年３月１日（木）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。　

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約の推定総金額（税抜き）及び

各単価額を記載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年３月７日（水）　10時00分

　　イ 　場　所　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　第４庁舎　４階　第１会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　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、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

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

係規程」において閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
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市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第125号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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 　購入（製造）物品及び数量

　　　かわさき市政だより１日号　7,032,000部

　　　かわさき市政だより21日号　4,464,000部

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　指定場所

　⑷ 　納入期限

　　　かわさき市政だより１日号発行月前月の25日

　　　（１月１日号のみ20日）

　　　かわさき市政だより21日号発行月の18日

　　　いずれも午前10時まで（納品日程は別途協議する）

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「印刷・軽印刷」種目「一般

印刷」に登載されており、かつ、Ａ又はＢの等級に

格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

30年２月23日までに行ってください。

　⑷ 　この製造物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し確実に納入することができる設備・能力を有

していること。

　⑸ 　この製造物品について、平成19年４月１日以降

に、類似の契約実績があること。

　　 　契約実績は、１契約につき5,000,000円以上とし

ます。なお、川崎市以外の他官公庁及び民間企業等

との契約実績でも構いません。

３ 　仕様書等の閲覧

　 　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　内田

　　　　　　　　　〒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044－200－2093

　　イ 　閲覧期間　平成30年２月13日～平成30年２月23日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　⑵ 　　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」（アドレス　http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成30年２月13日～平成30年２月23日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　平成30年２月13日～平成30年２月23日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　　　　 　ただし、電子入札システムによりがたい

者は、上記３⑴の場所に、上記３⑴の期間

に申込書等を提出してください。

　　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。

　 　また、提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。提出された書

類等を審査した結果、当該物品を納入することができ

ると認められた者に限り、入札に参加することができ

ます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから一

般競争入札参加申込書等をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間
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　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者

　　総務企画局シティプロモーション推進室広報担当

　　担当　池田

　　電話　044－200－2288

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。また、入札参加者以外へは回答

しませんので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　平成30年２月13日～

　　　　　　　　　　　　平成30年２月23日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　　配布・提出期間　平成30年２月13日～

　　　　　　　　　　　　平成30年２月23日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く。）

　　　　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　平成30年３月13日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに平成30年３月13日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成30年３月13日の午前９時～正午に上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書

等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限

　　　　平成30年３月26日　午前10時00分
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　　イ 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　　平成30年３月26日　午前11時00分

　　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　川崎市川崎区砂子１－７－４

　　　　　　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出期限　平成30年３月22日　必着

　　　（イ）入札書の提出先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased: 

　　　 Kawasaki City Press "Kawasaki Shisei 

Dayori(Published on the 1st of each month)" 

7,032,000 copies per year.

　　　 Kawasaki City Press "Kawasaki Shisei 

Dayori(Published on the 21st of each month)" 

4,464,000 copies per year.

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,26 March 

2018

　⑶ 　 Contact point for the notice : 

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku 

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2093

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第126号

　調達に関わる一般競争入札について次のとおり公告し

ます。

　　平成30年２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　 国民健康保険料延滞金納付書等作成及

び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所　 健康福祉局収納管理課及び各区保険年

金課・支所区民センター

　⑶ 　履行期間　契約締結日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達概要　 国民健康保険料延滞金納付書及び各種

チラシ等作成、印字及び封入封緘業務。
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２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製

「COKAS-X」を使用）で取り扱う以下のフォントを

正しく印字できる環境を有していること。

　　ア．ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ．ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ．川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ．川崎市拡張用外字フォント

　　　　（川崎市独自フォント）

　　　※ 上記イからエのフォントを制御するソフトウェ

アとして「FontAvenue外字コントロール2000」

（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 上記イからエのフォントについて、編集可能な

データ形式（拡張子：.TTF ／ .TTE）で配布す

ることが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により一般

競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局地域福祉部収納管理課

　　　担当　小嶋

　　　電話　044－200－2111（代表）

　　　　　　044－200－3589（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記

載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所」

において、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に

供するとともに、希望者には印刷物を配布します。

また、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

５ 　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。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年２月27日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月５日（月）午前11時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　パレール三井ビル12階

　　　　川崎市健康福祉局地域福祉部　会議室（Ａ）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　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

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。
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　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第127号

　調達に関わる一般競争入札について次のとおり公告し

ます。

　　平成30年２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　国保だより等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所　 健康福祉局収納管理課及び各区役所保

険年金課・支所区民センター

　⑶ 　履行期限　平成30年５月31日限り

　⑷ 　調達概要　 印刷物等（台紙、同封物及び専用封筒）

を作成し、本市が提供する印字用デー

タにより印字を行い、専用封筒に封入

封緘して納品する。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製

「COKAS-X」を使用）で取り扱う以下のフォントを

正しく印字できる環境を有していること。

　　ア．ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ．ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ．川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ．川崎市拡張用外字フォント

　　　　（川崎市独自フォント）

　　　※ 上記イからエのフォントを制御するソフトウェ

アとして「FontAvenue外字コントロール2000」

（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 上記イからエのフォントについて、編集可能な

データ形式（拡張子：.TTF ／ .TTE）で配布す

ることが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局地域福祉部収納管理課

　　　担当　山崎

　　　電話　044－200－2111（代表）

　　　　　　044－200－2636（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて

記載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場

所」の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配

布します。また、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　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。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、電子メールで配信されま

す。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成30年２月27日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
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記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月５日（月）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　パレール三井ビル12階

　　　　川崎市健康福祉局地域福祉部　会議室（Ａ）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　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

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第128号

　調達に関わる一般競争入札について次のとおり公告し

ます。

　　平成30年２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　 国民健康保険料還付金支給決定通知書

作成及び圧着業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市健康福祉局地域福祉部収納管理課

　⑶ 　履行期間　契約締結日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達概要　 帳票（国民健康保険料還付金支給決定

通知書等）を作成し、印字及び封入封

緘業務を行う。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製

「COKAS-X」を使用）で取り扱う以下のフォントを

正しく印字できる環境を有していること。

　　ア．ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ．ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ．川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ．川崎市拡張用外字フォント

　　　　（川崎市独自フォント）

　　　※ 上記イからエのフォントを制御するソフトウェ

アとして「FontAvenue外字コントロール2000」

（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 上記イからエのフォントについて、編集可能な

データ形式（拡張子：.TTF ／ .TTE）で配布す

ることが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局地域福祉部収納管理課

　　　担当　川村

　　　電話　044－200－2111（代表）

　　　　　　044－200－2636（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
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まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて

記載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場

所」の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配

布します。また、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　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。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、電子メールで配信されま

す。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成30年２月27日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月５日（月）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　パレール三井ビル12階

　　　　川崎市健康福祉局地域福祉部　会議室（Ａ）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　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

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第129号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　平成30年度ぜん息児水泳教室事業水泳指導業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　スポーツクラブエポック中原　温水プール

　　　　（川崎市中原区上小田中６－23－10）

　　イ 　その他健康福祉局保健所環境保健課が指定する

場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成30年７月９日まで

　⑷ 　業務内容

　　　仕様書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、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29・30年度川崎市業者

委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「イベ
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ント」又は業種「その他」種目「その他」に登載さ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間、ぜん息児童へのスポーツ指導業務の

経験・実績があること。

３ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所環境保健課

　　　ぜん息児水泳教室担当

　　　電　話　044（200）2487

　　　ＦＡＸ　044（200）3937

　　　E-mail　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　　　 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」のアド

レス

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

html

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月28日

（水）まで（土、日及び祝日を除く）の午前８時30

分から正午及び午後１時から午後４時までとします。

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公

表」からダウンロードすることが可能です。ダウ

ンロードできない場合は、３⑴の場所で３⑵の期

間に配布します。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書の差し替え又は再提

出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書に関する問合せ先は、３⑴の場

所とします。

４ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　受付期間

　　　平成30年２月23日（金）午後５時15分まで

　⑶ 　回答期限

　　　平成30年２月28日（水）正午まで

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に平成30年３月２日（金）までに、

Ｅメール又はＦＡＸで送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　日時　平成30年３月９日（金）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階会議室12Ｃ

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、総価で行います。

　　 　入札書には、消費税及び地方消費税を含まない金

額を記載してください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等
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　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://

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

関係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除できるものとします。また、上

記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償

を川崎市に対して請求することができるものとし、

補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第130号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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　平成30年度あおぞらウェルネス事業

　　　　　　　　指導業務等委託

　⑵ 　履行場所　川崎市青少年の家

　　　　　　　（宮前区宮崎105－１）

　　　　　　　　 ほか健康福祉局保健所環境保健課が指

定する場所

　⑶ 　履行期間　契約締結の日から平成30年10月31日まで

　⑷ 　業務内容　仕様書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、「平成29・30年度川崎市業者

委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「イベ

ント」又は業種「その他」種目「その他」に登載さ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、宿泊事業

及びぜん息児への指導事業に携わる等類似の契約履

行実績があること。

３ 　入札説明書の配布、競争参加申込書提出及び問合せ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所環境保健課

　　　あおぞらウェルネス担当

　　　電　話　044（200）2435

　　　Ｆａｘ　044（200）3937

　　　Email　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　 　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ

さい）

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロードできます。

　　 　ダウンロードできない場合は、３⑴の場所で、３

⑵の期間に配布します。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月28日

（水）まで（土、日及び祝日を除く）の午前８時30

分から正午及び午後１時から午後４時までとします。

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から

ダウンロードできます。

　　　 　ダウンロードできない場合は、３⑴の場所で、

３⑵の期間に配布します。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書の差し替え又は再提

出はできません。

　　ウ 　競争参加申込書に関する問合せ先は、３⑴の場

所とします。

４ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　３⑴に同じ
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　⑵ 　受付期間

　　　平成30年２月23日（金）午後５時15分まで

　⑶ 　回答期限

　　　平成30年２月28日（水）午後５時15分まで

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に平成30年３月２日（金）までに、

Ｅメール又はＦＡＸで送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

参加資格を喪失します。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時　平成30年３月９日（金）午前11時00分

　　　場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　ソリッドスクエア西館12階会議室12Ｃ

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、総価で行います。

　　 　入札書には、消費税及び地方消費税を含まない金

額を記載してください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

契約関係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例14号）、川崎市契約規則及び

川崎市競争入札参加者心得の定めるところによりま

す。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除できるものとします。また、上

記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償

を川崎市に対して請求することができるものとし、

補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第131号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　 宮前市民館総合施設舞台運営管理業務

委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　　宮前市民館他

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から

　　　　　　　　平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務内容　 受付業務、舞台運営、施設・設備の保

守管理、使用料の収納事務。

２ 　入札参加者の資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成29・30年度の川崎市業者委

託有資格業者名簿に業種「その他」の種目「その他」

に登載されていること。
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　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間（平成27年度以降）で本市又は官公庁

と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書の配布及び提出場所

　　　〒216－0006　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　宮前市民館　３階事務室

　　　電話（代表）044－888－3911

　　　ＦＡＸ　　　044－856－1436

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月23日

（金）までの午前９時00分から午後５時00分まで

（２月17日（土）、２月18日（日）２月19日（月）

は除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

４ 　入札説明書に関する事項

　⑴ 　入札説明書の縦覧

　　ア 　縦覧場所　３⑴競争入札参加申込書の配布場所

　　イ 　縦覧期間　 平成30年２月13日（火）から平成30

年２月23日（金）まで（２月17日

（土）、２月18日（日）、２月19日

（月）は除く）

　　ウ 　縦覧時間　午前９時00分から午後５時00分まで

　⑵ 　競争入札参加申込書を提出した者には、無償で入

札説明書を交付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格

があると認められた者には、次により競争参加資格確

認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時　 平成30年２月27日（火）午前９時30分

から午後５時00分まで

６ 　仕様書に関する質問

　　仕様書の内容に関する質問は、持参またはＦＡＸに

より受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出方法

　　ア　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044－951－1650

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から２月28日（水）まで

の午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で。

　⑶ 　質問回答縦覧

　　 　質問に対する回答は３⑴の場所において、平成30

年３月６日（火）の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時まで縦覧に供するととともに、平成

30年３月６日（火）までに競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかたものを除く。）あて電子メール

で送付します。なお、電子メールの登録を行ってい

ない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　　ウ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月９日（金）午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　宮前市民館　３階第３視聴覚室

　⑶ 　入札保証金は、免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
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の契約関係規定で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第132号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年　２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

　　　宮前市民館舞台照明卓賃貸借

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－４ 　宮前市民館

　⑷ 　調達概要

　　 　「宮前市民館舞台照明卓賃貸借に関する契約書」

及び「宮前市民館舞台照明卓賃貸借に関する仕様

書」のとおり。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

種目「その他」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成25年度以降）に本市又はその他

官公庁で、類似の契約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒216－0006　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　宮前市民館　３階　事務室

　　　電話　044－888－3911

　　　ＦＡＸ　　044－856－1436

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月23日

（金）までの午前９時00分から午後５時00分まで

（土曜日、日曜日及び２月19日（月）は除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

４ 　入札説明書に関する事項

　⑴ 　入札説明書の縦覧

　　ア 　縦覧場所　３⑴競争入札参加申込書の配布場所

　　イ 　縦覧期間　 平成30年２月13日（火）から平成30

年２月23日（金）（土曜日、日曜日

及び２月19日（月）は除く）

　　ウ 　縦覧時間　 午前９時00分から午後５時00分まで

　⑵ 　競争入札参加申込書を提出した者には、無償で入

札説明書を交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成30年２月27日（火）午前９時00分から

　　　午後５時00分まで

　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

６ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、ＦＡＸで送付してください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月28日

（水）まで（土曜日、日曜日及２月19日（月）は除

く）午前９時00分から午後５時00分まで

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月６日（火）までに、指定のメールま

たはＦＡＸへ送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
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偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月９日（金）午後３時00分

　　イ 　場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　宮前市民館　３階視聴覚室

　⑶ 　入札保証金は、免除とします。

　⑷ 　入札金額

　　 　契約金総額を入札金額とし、契約期間は、平成30

年４月１日から平成35年３月31日までの60か月間と

します。入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。なお、翌年度以降における所要の予算の

当該金額について減額又は削除があった場合は、市

はこの契約を変更又は解除することができることと

します。これにより市がこの契約を解除し、落札者

に損失が生じた場合は、落札者はその損失の補償を

市に対して請求できるものとし、この場合における

補償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

　　ア 　調達機の本体価格

　　イ 　調達物品の輸送、設置に係る費用

　　ウ 　その他調達物品のリースに係る費用

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第133号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　宮前市民館印刷機賃貸借及び保守

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－４ 　宮前市民館

　⑷ 　調達概要

　　 　「宮前市民館印刷機賃貸借及び保守に関する契約

書」及び「宮前市民館印刷機賃貸借及び保守に関す

る仕様書」のとおり。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

種目「事務用機器」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成25年度以降）に本市又はその他

官公庁で、類似の契約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒216－0006　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　宮前市民館　３階　事務室

　　　電話　044－888－3911

　　　ＦＡＸ　　044－856－1436

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月23日

（金）までの午前９時00分から午後５時00分まで

（土曜日、日曜日及び２月19日（月）は除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

４ 　入札説明書に関する事項
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　⑴ 　入札説明書の縦覧

　　ア 　縦覧場所　 ３⑴競争入札参加申込書の配布場所

　　イ 　縦覧期間　 平成30年２月13日（火）から平成30

年２月23日（金）（土曜日、日曜日

及び２月19日（月）は除く）

　　ウ 　縦覧時間　 午前９時00分から午後５時00分まで

　⑵ 　競争入札参加申込書を提出した者には、無償で入

札説明書を交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成30年２月27日（火）午前９時00分から

　　　午後５時00分まで

　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。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、ＦＡＸで送付してください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月28日

（水）まで（土曜日、日曜日及２月19日（月）は除

く）午前９時00分から午後５時00分まで

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月６日（火）までに、指定のメールま

たはＦＡＸへ送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月９日（金）午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　宮前市民館　３階視聴覚室

　⑶ 　入札保証金は、免除とします。

　⑷ 　入札金額

　　 　契約金総額を入札金額とし、契約期間は、平成30

年４月１日から平成35年３月31日までの60か月間と

します。入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。なお、翌年度以降における所要の予算の

当該金額について減額又は削除があった場合は、市

はこの契約を変更又は解除することができることと

します。これにより市がこの契約を解除し、落札者

に損失が生じた場合は、落札者はその損失の補償を

市に対して請求できるものとし、この場合における

補償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

　　ア 　調達機の本体価格及び保守（部品代含む）費用

　　イ 　調達物品の輸送、設置及び導入・撤去作業に係

る費用

　　ウ 　調達機の保険料

　　エ 　その他調達物品のリースに係る費用

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第134号

　　　入　札　公　告

　　平成30年２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

　　　平成30年度ふれあい―障害福祉の案内―

　　　作成業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局障害計画課ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成30年８月31日

　⑷ 　業務概要

　　 　平成30年度ふれあいの作成業務を委託するもの。

　　 　作成にあたっては原稿の校正のほか、「ふれあい」

の印刷・納入を行うものとする。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他」種目「印刷企画」で登録されている

者で、川崎市内中小企業に限る。

　⑷ 　平成20年４月１日以降に１冊150ページ以上の印

刷物について校正・印刷・製本の履行実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局　障害保健福祉部　障害計画課

　　　電話番号　　　　044－200－0874

　　　ＦＡＸ　　　　　044－200－3932

　　　E-mail　40syokei@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）までの（土曜日、日曜日、祝日は除きます。）

午前９時から午後５時までとします。（正午から午

後１時の間は除きます。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　平成20年４月１日以降に１冊150ページ以上の

印刷物について校正・印刷・製本の履行実績を有

することを証明する書類。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成30年２月13

日（火）から平成30年２月19日（月）まで縦覧に供し

ます（土・日及び休日を除く毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成30年２月22日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　　　 　ただし、平成29・30年度川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを

登録している場合は、平成30年２月22日（木）ま

でに入札参加資格確認通知書及び入札説明書を電

子メールにより送付します。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月23日（金）午前９時から平成30年２

月27日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。
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　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3932

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月５日（月）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月13日（火）　午前11時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｅ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第135号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　北部市場施設保守管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から

　　　　　　　　平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務内容　仕様書（添付資料）のとおり

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」の種目

「電気・機械設備保守点検」、「エレベーター保守点

検」、「空調・衛生設備保守点検」、「消火設備保守点

検」、「ボイラー維持管理」及び「その他の施設維持

管理」のすべてに登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格者名簿に地

域区分「市内」又は「準市内」で登録されている者。

　⑸ 　過去２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 　競争参加申込書、仕様書の配布等

　 　次により、競争入札参加申込書、仕様書を配布しま

す。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階）　施設維持係　担当　沢田
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　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：sawada-r@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土・日曜日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　　※ 平成30年２月13日（火）から平成30年２月16日

（金）までに文書（郵送又はｗｏｒｄ等で作成し

たものをメールに添付でも可）により申し出た者

は、メールで競争参加申込書等を送付します。

４ 　競争入札参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争入札参加申込書を提出しなければならない。

　⑴ 　提出場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　上記３⑵と同じ

　⑶ 　提出方法　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　過去２年以内の本市又は他官公庁においての類

似契約実績を証明できるもの

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、下記の記載によ

り競争参加資格確認通知書と入札説明書、入札（見

積）書を交付します。また、希望する者がいれば、平

成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し

た際に届出のあった電子メールアドレス宛競争参加資

格確認通知書を送付します。希望する者は上記、競争

参加申込書を提出する時に申し出ること。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　平成30年２月21日（水）午前９時から

　　　　　　　　正午まで及び午後１時から午後５時まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問方法　　　 持参、ＦＡＸ及び電子メールにて

受付します。

　⑶ 　質問受付期間　 平成30年２月13日（火）から平成

30年２月26日（月）まで（土・日

を除く毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

とします。

　⑷ 　質問の様式　　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」からダウンロード可能で

すので、御活用ください。

　⑸ 　質問回答縦覧　 質問に対する回答は３⑴の場所に

おいて、平成30年３月５日（月）

の午前９時から正午まで及び午後

１時から午後５時まで縦覧に供す

るとともに、平成30年２月21日

（水）に競争参加資格確認通知書

の交付を受ける者（審査の結果、

入札参加資格があると認められな

かった者を除く。）へ併せて電子

メールで送付します。なお、電子

メールの登録を行っていない場合

は、ＦＡＸで送付します。

７ 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書について

　　 　入札書は川崎市契約規則で定める入札書をもって

行い、入札書を入札件名が記載された封筒に入れて

提出してください。

　⑵ 　入札書の提出方法　持参

　⑶ 　入札書の提出日時　 平成30年３月16日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑷ 　入札書の提出場所

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階　第１会議室）

　⑸ 　入札保証金　免除（ただし、競争参加資格を有す

る者が入札する場合において、契約を締結すること

が確実であると認められるとき。）

　⑹ 　開札の日時　上記８⑶に同じ

　⑺ 　開札の場所　上記８⑷に同じ

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑼ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑽ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

９ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格確

認通知書の提示を求めますので必ず持参してください。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川
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崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、１回目の入札で川崎市競争入札参加心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　　要

　⑷ 　契約予定日　　平成30年４月１日

12　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」

内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

13　その他

　⑴ 　詳細は仕様書によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　契約課ホームページ「入札情報かわさき」内の情

報を閲覧、確認を御願いいたします。

 以上

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第136号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　北部市場冷蔵庫保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から

　　　　　　　　平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務内容　仕様書（添付資料）のとおり

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」の種目

「空調・衛生設備保守点検」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年以内において、本件冷蔵庫保守点検業務

と種類、規模をほぼ同じくする契約実績があること

（契約実績を証明できる契約書、仕様書のコピーを

書面にて競争参加申込書と共に提出すること。）。

３ 　競争参加申込書、仕様書の配布等

　 　次により、競争入札参加申込書、仕様書を配布しま

す。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１ 　

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階）　施設維持係　担当　沢田

　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：sawada-r@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土・日曜日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　　※ 平成30年２月13日（火）から平成30年２月16日

（金）までに文書（郵送又はｗｏｒｄ等で作成し

たものをメールに添付でも可）により申し出た者

は、メールで競争参加申込書を送付します。

４ 　競争入札参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争入札参加申込書を提出しなければならない。

　⑴ 　提出場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　上記３⑵と同じ

　⑶ 　提出方法　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　過去２年以内において、類似契約実績を証明で

きるもの

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、下記の記載によ

り競争参加資格確認通知書と入札説明書、入札（見

積）書を交付します。また、希望する者がいれば、平
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成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し

た際に届出のあった電子メールアドレス宛競争参加資

格確認通知書を送付します。希望する者は上記、競争

参加申込書を提出する時に申し出ること。

　⑴ 　交付場所　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　　　 平成30年２月21日（水）午前９時

から正午まで及び午後１時から午

後５時まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問方法　　　 持参、ＦＡＸ及び電子メールにて

受付します。

　⑶ 　質問受付期間　 平成30年２月13日（火）から平成

30年２月26日（月）まで（土・日

を除く毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

とします。

　⑷ 　質問の様式　　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」からダウンロード可能で

すので、御活用ください。

　⑸ 　質問回答縦覧　 質問に対する回答は３⑴の場所に

おいて、平成30年３月５日（月）

の午前９時から正午まで及び午後

１時から午後５時まで縦覧に供す

るとともに、平成30年２月21日

（水）に競争参加資格確認通知書

の交付を受ける者（審査の結果、

入札参加資格があると認められな

かった者を除く。）へ併せて電子

メールで送付します。なお、電子

メールの登録を行っていない場合

は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書について

　　 　入札書は川崎市契約規則で定める入札書をもって

行い、入札書を入札件名が記載された封筒に入れて

提出してください。

　⑵ 　入札書の提出方法　持参

　⑶ 　入札書の提出日時　平成30年３月16日（金）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑷ 　入札書の提出場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　　　　　　　　　　 経済労働局中央卸売市場北部

市場（川崎市中央卸売市場北

部市場　管理事務所棟３階　

第１会議室）

　⑸ 　入札保証金　　　　 免除（ただし、競争参加資格

を有する者が入札する場合に

おいて、契約を締結すること

が確実であると認められると

き。）

　⑹ 　開札の日時　　　　上記８⑶に同じ

　⑺ 　開札の場所　　　　上記８⑷に同じ

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑼ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑽ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

９ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、１回目の入札で川崎市競争入札参加心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　　平成30年４月１日

12　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが
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契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」

内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

13　その他

　⑴ 　詳細は仕様書によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　契約課ホームページ「入札情報かわさき」内の情

報を閲覧、確認を御願いいたします。

 以上　

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第137号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　北部市場産業廃棄物（汚泥）処分業務

　　　　　　　　委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　平成30年４月２日から

　　　　　　　　平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務内容　 北部市場から排出される汚泥の処分業

務（詳細は仕様書のとおり）

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物」の種目「産廃処

分」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本件業務と類似の契約実績があること（契約実績

を証明できるものを書面にて競争参加申込書と共に

提出すること）。

３ 　入札説明書・競争参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土・日曜日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）とします。

　　※ 平成30年２月13日（火）午前９時から平成30年２

月16日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗｏ

ｒｄ等で作成したものをメールに添付でも可）に

より申し出た者は、メールで入札説明書・競争参

加申込書を送付します。

４ 　競争参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争参加申込書を提出しなければならない。

　⑴ 　提出場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　上記３⑵と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　本市又は他官公庁においての類似契約実績を証

明できるもの

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　平成30年２月23日（金）午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時まで

　　※ 平成30年２月13日（火）午前９時から平成30年２

月16日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗｏ

ｒｄ等で作成したものをメールに添付でも可）に

より申し出た者は、メールで競争参加資格確認通

知書を送付します。

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間　平成30年２月13日（火）から平成

30年２月26日（月）まで（土・日を除く毎日午前９

時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）と

します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書について

　　 　入札書は川崎市契約規則で定める入札書をもって

行い、入札書を入札件名が記載された封筒に入れて

提出してください。
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　⑵ 　入札書の提出方法　持参又は郵送

　⑶ 　入札書の提出日時　平成30年３月12日（月）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　　 　なお、郵送の場合は、平成30年３月９日（金）午

後４時必着

　⑷ 　入札書の提出場所・郵送先

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　 （川崎市中央卸売市場北部市場　管理事務所棟３

階　第１会議室）

　　　郵送先は上記３⑴に同じ

　⑸ 　入札保証金　免除（ただし、競争参加資格を有す

る者が入札する場合において、契約を締結すること

が確実であると認められるとき。）

　⑹ 　開札の日時　上記８⑶に同じ

　⑺ 　開札の場所　上記８⑷に同じ

　⑻ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑼ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑽ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

９ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください）。

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、１回目の入札で川崎市競争入札参加心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　　要

　⑷ 　契約予定日　　　　　平成30年４月２日

12　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書等によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第138号

　　　入　札　公　告

　特定調達に関する一般競争入札について次のとおり公

告します。

　　平成30年２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

　　 　川崎市立中原図書館自動予約棚機器及びソフトウ

ェアに関する賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年10月１日から平成35年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

かつＡの等級に格付けされていること。なお、有資

格業者名簿に登載のない者（入札参加業種に登載の

ない者も含む。）は平成30年２月23日（金）までに、

財政局資産管理部契約課に所定の様式により、資格

審査申請を行うこと。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　この調達物品を、所定の数量、指定期日までに確

実に納入できること。

　⑸ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　本件一般競争入札に参加を希望する者は、次により
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一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければな

りません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館ネットワークシステム担当

　　　堤・稲垣

　　　電話　044－722－4934

　　　e-mail：88nakato1@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成30年２月13日（火）から

　　　平成30年２月23日（金）まで

　　　 （土・日及び第３月曜日を除く毎日10時から12時

まで及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参してください。

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、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿へ登載し

た際に電子メールのアドレスを登載している場合は、

一般競争入札参加資格確認通知書は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　下記５⑴に同じ

　⑵ 　交付場所及び交付日時

　　 　平成30年３月５日（月）、入札説明会において交

付します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に、

併せて無償で入札説明書を交付します。なお、入札

説明書の一部をCD-ROMで交付する場合があります。

５ 　入札説明会

　 　この入札の参加者は、次の入札説明会に出席しなけ

ればなりません。

　⑴ 　開催場所

　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館　６階　多目的室

　⑵ 　開催日

　　　平成30年３月５日（月）

　　※ 時間については、参加申込者ごとに個別に設定す

るため、別途お知らせします。

　⑶ 　出席者数

　　　１社につき２名までとします。

　⑷ 　入札説明書等の交付

　　 　入札説明会において、無償で入札説明書等を交付

します。

　　 　また、入札説明書等は上記３⑴の場所において平

成30年２月13日（火）から平成30年２月23日（金）

まで縦覧に供します。

　⑸ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

６ 　入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　川崎市立中原図書館ネットワークシステム担当

　　　堤・稲垣

　　　e-mail：88nakato1@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年３月５日（月）から平成30年３月13日

（火）まで

　　 　（土・日曜日を除く毎日10時から12時まで及び13

時から17時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、e-mail（上記問い合せ先のアドレス）で

送付又は持参にて提出（持参の場合は、CD-ROMもし

くはフロッピーディスクで提出）してください。な

お、e-mailで送付する場合は必ず開封確認メッセー

ジを要求してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年３月19日（月）ま

でに、全社宛てにＦＡＸまたはe-mailにて送付しま

す。なお、電話等による結果の問い合わせには一切

応じません。

７ 　納入する機器等の説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、納入する物品およびソフトウ

ェア等の商品説明書（カタログ等）を平成30年３月20

日（火）17時までに３⑴に提出してください。また、

参加者は、開札日の前日までの間において、本市から

当該書類について説明を求められたときには、これに

応じなければなりません。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　参加者が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 　落札者の決定前に上記２の各号のいずれかの条件

を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算しま
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す。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名を記載した封筒に入れ、封印して提出

してください。

　　エ 　入札書の提出方法は、持参または郵送としま

す。郵送の場合は、平成30年３月26日（月）17時

必着とし、表に「川崎市立中原図書館自動予約棚

機器及びソフトウェアに関する賃貸借契約　入札

書在中」と朱書のうえ、必ず配達証明郵便で郵送

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成30年３月27日（火）　10時

　　イ 　場所

　　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　　川崎市立中原図書館　６階　多目的室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、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。

　　 　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者また

はその代理人とします。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

に関する権限を委任されたことを示す委任状を入札

前に提出してください。

　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 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条に規定する各号のいずれかに

該当する場合は、全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を必要とします。

　⑶ 　契約書の提出

　　 　落札者は契約書２通を作成し、平成30年４月２日

（月）17時までに上記３⑴の場所に持参してくださ

い。

　⑷ 　費用内訳明細表

　　 　落札者には契約締結までに、本契約にかかる落札

額の内訳を提示してください。提示する内訳の様式

は特に指定しません。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

関係規程において閲覧することができます。

11　入札に関する苦情等

　 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12　その他

　⑴ 　本入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約

条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得の定めるところによります。

　⑵ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

　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 　本入札説明書は、この入札以外の目的に使用して

はなりません。

　⑸ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑹ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑺ 　本件入札に関する落札決定の効果は、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の

議決を要します。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of product to be 

required 

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of automatic reservation shalves equipment 

for Nakahara library, at General Library 

Computer Programming System.

　⑵ 　 Time-limit for tender : 

　　　10:00 A.M, 27, march, 2018

　⑶ 　 Time-limit for tender by mail:
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　　　26, march, 2018

　⑷ 　Contact point for the notice : 

　　　NAKAHARA LIBRARY

　　　3-1301, Kosugi-cho, Nakahara-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 211-0063, Japan

　　　TEL: 044-722-4934

　　　───────────────────

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。

　　平成30年２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

　　 　 川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度に

係る保険契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル７階

　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部

　　　市民活動推進課

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日午後４時～

　　　平成31年４月１日午後４時

　⑷ 　概要

　　 　川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度実

施要綱に基づき、市内を活動の拠点として行われる

市民活動中の事故によって生じた損害を補償するた

めの川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度

による保険契約を締結する。詳細は別添「仕様書」

のとおり。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しない者。

　⑵ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格者名簿に業種「保険業」種目「保険業」で

登載されている者。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書等の配布

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書の配

付場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html）よりダウンロード

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書の配

布期間

　　 　平成30年２月13日（火）午前９時から

　　　平成30年２月16日（金）正午まで

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル７階

　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部

　　　市民活動推進課　田中

　　　ＴＥＬ　044－200－2349（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3800

　　　E‐Mail　25simin@city.kawasaki.jp

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間

　　　 平成30年２月13日（火）午前９時から平成30年２

月16日（金）正午まで（正午から午後１時の間は

除きます。）

　⑸ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成29・30年度川崎市業務委託有資格者名簿へ登

録した電子メールアドレスに一般競争入札参加資格確

認通知書を平成30年２月19日（月）までに交付します。

ただし、申請者がメールアドレスを登録していない場

合、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。また、希望者には入札説明書の印刷物を同様

に配布します。

　⑴ 　場所

　　　３⑶に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成30年２月19日（月）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時の間は除きます。）

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　仕様に関する問い合わせ先

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル７階

　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部

　　　市民活動推進課　田中

　　　ＴＥＬ　044－200－2349（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3800

　　　E-Mail　25simin@city.kawasaki.jp

　⑵ 　仕様に関する問い合わせ受付期間

　　　平成30年２月19日（月）午前９時から

　　　平成30年２月21日（水）午後５時まで

　⑶ 　仕様に関する問い合わせ方法

　　 　添付の「質問書」の様式に必要事項を記入し、上

記⑴のＦＡＸ番号または電子メールアドレスあて送

付してください。

　⑷ 　仕様に関する問い合わせ回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年２月26日（月）午

後４時までに、ＦＡＸまたは電子メールにて送付し
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ます。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争参加資

格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他提出

書類に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札および開札の手続き等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月２日（金）午前９時30分

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　市民文化局小会議室

　　エ 　入札にあたっての注意

　　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札件名及

び商号又は名称が記入された封筒に入札書を入れ

て、糊で封をして提出してください。また、再度

入札を実施する場合もありますので、再度入札用

の入札書も持参してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札・開札の日時および場所

　　　上記⑴イ、ウに同じ。

　⑷ 　入札金額等

　　ア 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額および地方消費税額を含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑸ 　入札および開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札および開札に立ち会う者は、資格確認通知書

を必ず持参してください。また、入札および開札に

立ち会う者は、入札者またはその代理人とします。

ただし、代理人が入札および開札に立ち会う場合

は、入札に関する権限および開札の立ち会いに関す

る権限を委任したことを示す委任状を入札前に提出

してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、落札

を保留とし、調査を行うことがあります。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により、無効とされた者、および開札

に立ち会わない者は除きます。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札およ

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　　契約書に代えて保険証券等によるものとします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

　⑷ 　支払条件

　　 　平成30年４月中の前金払いとします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、

日本語および日本国通貨に限ります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口は、上記３⑶に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第140号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　紙折機賃貸借契約

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　（川崎市総務企画局情報管理部行政情報課内）

　⑷ 　概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。
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　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29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

の種目「事務用機器」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後、賃貸借開始日までに

確実に納入することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、機器の修理等を本市の求

めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　（第３庁舎３階）

　　　総務企画局情報管理部行政情報課

　　　古河、小野担当

　　　電話　044－200－2052（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間　

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までとします。（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）

　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 　納入する物品の商品説明書（カタログ等）

　　　 　なお、競争入札参加者は、開札日の前日までの

間において、本市から該当書類に関し説明を求め

られたときには、これに応じなければなりません。

　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入札説明書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、次により競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市製造の請負・物

件の供給等有資格業者名簿へ登載した際に電子メール

のアドレスを登載している場合は、競争入札参加確認

通知書は電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年２月22日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無

償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成30

年２月13日（火）から平成30年２月20日（火）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に

供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月22日（木）から平成30年２月27日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月１日（木）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたことが判明したとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　60か月リース料の総額（消費税及び地方消費税を

除く。）での紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月７日（水）午後２時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎５階　総務企画局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法
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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。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」からでも、閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　⑷ 　９⑶の解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第141号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　デジタル印刷機の賃貸借及び保守に関する契約

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階・12階

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札仕様書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」の種目「事務用機

器」に登載されていること。

　⑷ 　川崎市内に本社又は事業所・営業所を有すること。

　⑸ 　過去５年間で地方公共団体において類似の契約実

績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局総務部庶務課　鹿志村

　　　電　話　044－200－2421（直通）

　　　E-mail　40syomu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後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 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年２月21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時まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付
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　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日（水）から平成30年２月27日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後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

　　　電子メールによります

　　　（40syomu@city.kawasaki.jp）。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月１日（木）に確認通知書を交付した

全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　商品説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を平成30年３月５日（月）までに３⑴

の場所に提出しなければなりません。また、競争入札

参加者は、開札日の前日までの間において、本市から

該当書類に関し説明を求められたときには、これに応

じなければなりません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　60か月リース料の総額（消費税及び地方消費税を

除く。）での紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月７日（水）　午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｅ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　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。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第142号

　　　入　札　公　告

　　平成30年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　特定調達に関する一般競争入札について次のとおり公
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告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局に

おける測定機器の保守管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　大師一般環境大気測定局ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、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29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　　 　なお、有資格者名簿に登載のない者（入札参加業

種に登載のない者を含む。）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を平成30年

２月19日までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に保守技術員の拠点を

有し、各履行場所に概ね１時間以内に到着できるこ

と。また、市の求めに応じて閉庁日及び夜間におけ

る緊急保守が可能であること。

　⑸ 　川崎市内（積替保管許可を有する場合は積替保管

場所を管轄する自治体も含む）において、履行期間

満了までの間、有効な産業廃棄物（廃酸、汚泥、廃

プラスチック類及びガラスくず）の収集運搬業の許

可を有すること。

　⑹ 　公益社団法人日本環境技術協会実施の環境大気常

時監視技術者試験（専門技術者以上）に合格した者

を主任技術員として、本業務に主として従事させる

ことが可能であること。また、前記の主任技術員を

配置した上で、本業務の従事者は全員、本業務に類

似の測定機の保守管理を１年以上従事した者のみで

構成できること。

　⑺ 　過去２か年以内に、本市又は他官公庁において、

大気汚染防止法第22条に基づく大気環境測定機器保

守管理業務の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　安西（技術仕様関係）

　　　事業推進課　仙石（契約事務関係）

　　　電　話　044－276－9001

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土、日曜日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸～⑺の内容を確認できる許可書、合格

証及び契約書等の写し

　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ダ

ウンロードすることができます。（「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」

の中にあります。）ダウンロードができない場合に

は、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　⑸ 　入札説明書及び仕様書の入手方法

　　 　入札説明書及び仕様書は、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」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）ダウンロードができない場合には、

上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、競争入札参加資格確認通知

書を平成29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成30年２月27日（火）

までに送付します。委任先メールアドレスを登録して

いない場合は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　平成30年２月27日（火）

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ
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　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年２月27日（火）から平成30年３月２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、平成30年３月６日

（火）に、参加全者あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。

　　ア 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　　平成30年３月26日（月）午前10時00分

　　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　　平成30年３月23日（金）必着

　　　（イ）入札書の提出先

　　　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）に同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（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 　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 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑶ 　当該落札決定の効果は平成30年第１回川崎市議会

定例会における、本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

10　Summary

　⑴ 　 Tendering title

　　　 Entrustment of maintenance and management 

of observation equipment of air pollution 

monitoring stations and road side monitoring 

stations

　⑵ 　 Submission deadline at tender venue

　　　10 AM 26th,March 2018

　⑶　Submission deadline by postmail

　　　23th,March 2018

　⑷ 　Contact details
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　　　Kawasaki Environment Research Institute 

　　　 3-25-13, Tonomachi, Kawasaki-ku, 

　　　Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0821, JAPAN

　　　 Kawasaki Life Science & Environment Research 

Center 3F

　　　TEL: +81-44-276-9001

　　　FAX: +81-44-288-3156

　　　E-mail: 30sojig@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第143号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告（調達）第144号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学設備運転、施設管理等業務委託

履行場所 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉４丁目30番１号）

履行期限 平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学受付・案内、警備、駐車等管理業務委託

履行場所 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉４丁目30番１号）

履行期限 平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「警備」種目「人的警備」で登録されて

いる者。

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25年４月１日以降に本学施設と同等規模以上の施設（敷地面積12,375.82㎡、建物延床面積

9,418.48㎡）に関して、類似の契約（必ず警備員を常駐した業務委託契約であること。）履行実績

（元請に限る。履行中のものを含む。）を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課総務係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１）

電話番号　044－587－3500

入札日時等 平成30年３月８日（木）10時30分（川崎市立看護短期大学　会議室）

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

・ 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html

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

要します。

・ 本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。

・ 特定業務委託契約は、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約

条項に加わります。契約に違反した場合は、受注者の責任となり、契約解除となる可能性もあり

ますので、入札に臨まれる際には十分に御認識してください。詳しくは、契約課ホームページ「入

札情報かわさき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工事請負契約及び特定業務委託

契約の手引き」を御確認ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30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」及び「消火設備保守点検」のいずれにも登録されている者。

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25年４月１日以降に本学施設（建物延床面積9,418.48㎡）と同等規模以上の施設に関して、

類似の契約（必ず業務担当要員１名を常駐する業務委託契約であること。）履行実績（元請に限る。

履行中のものを含む。）を有すること。

⑺ 　建築物環境衛生管理技術者の資格を有し、特定建築物に関する届出ができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課総務係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１）

電話番号　044－587－3500

入札日時等 平成30年３月８日（木）10時30分（川崎市立看護短期大学　会議室）

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

・ 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html

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

要します。

・ 本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。

・ 特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は、受注者の責任となり、契

約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御認識してください。詳しく

は、契約課ホームページ「入札情報かわさき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認ください。

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

川崎市公告（調達）第145号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学軽乗用自動車の賃貸借及び保守契約

履行場所 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉４丁目30番１号）

履行期限 平成30年６月１日から平成35年５月31日まで

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29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種「リース」種目「車両」

で登録されていること。

⑷ 　平成27年４月１日以降に、本市または他の官公庁、民間企業等と類似の賃貸借及び保守契約実

績があること。

⑸ 　仕様書の内容を遵守し、確実に物品を納入できること。また、納入後、本市の求めに応じて速

やかに保守対応できること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課総務係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１）

電話番号　044－587－3500

入札日時等 平成30年３月１日（木）10時30分（川崎市立看護短期大学　会議室）

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

・ 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html

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

要します。

・ 本件契約は、川崎市契約条例第６条第１号に規定する契約に該当しますので、発注者は、翌年度

以降における所要の予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、本件契約を変更又は

解除することできます。

・ 前記を理由に発注者が、本件契約を解除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はその損失の

補償を発注者に対して請求できます。この場合における補償額は、発注者と受注者が協議の上、

決定するものとします。

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

川崎市公告（調達）第146号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学学生教育用パーソナルコンピュータの賃貸借及び保守契約

履行場所 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉４丁目30番１号）

履行期限 平成30年４月１日から平成35年３月31日まで（予定）

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29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種「リース」、種目「事務

用機器」で登録されていること。

⑷ 　平成27年４月１日以降に、本市または他の官公庁、民間企業等と類似の賃貸借及び保守契約実

績があること。

⑸ 　仕様書の内容を遵守し、確実に物品を納入できること。また、納入後、本市の求めに応じて速

やかに保守対応できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課総務係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１）

電話番号　044－587－3500

入札日時等 平成30年３月１日（木）10時30分（川崎市立看護短期大学　会議室）

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

・ 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html

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

要します。
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そ　の　他

・ 本件契約は、川崎市契約条例第６条第１号に規定する契約に該当しますので、発注者は、翌年度

以降における所要の予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、本件契約を変更又は

解除することできます。

・ 前記を理由に発注者が、本件契約を解除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はその損失の

補償を発注者に対して請求できます。この場合における補償額は、発注者と受注者が協議の上、

決定するものとします。

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

川崎市公告（調達）第147号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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 　購入（製造）物品及び数量

　　ア 　中型ごみ車６ｍ３（強制圧縮式） ３台

　　イ 　中型ごみ収集車６ｍ３（コンテナ傾倒装置付）

 ２台

　　ウ 　大型ごみ中継コンテナ ５台

　　エ 　鉄道輸送用焼却灰コンテナ ２台

　　　　鉄道輸送粉砕ごみコンテナ ２台

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　ア 　平成31年３月１日

　　イ 　平成31年３月８日

　　ウ 　平成30年12月20日

　　エ 　平成31年３月８日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」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。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成30

年２月26日までに行ってください。

　⑷ 　平成19年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　 　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　吉田

　　　　　　　　　〒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044－200－2092

　　イ 　閲覧期間　平成30年２月13日～平成30年２月26日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」（アドレス　http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成30年２月13日～平成30年２月26日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問
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い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　平成30年２月13日～平成30年２月26日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴の場所に、上記３⑴の期間に申込書等を提出して

ください。

　　　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから一

般競争入札参加申込書等をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　環境局生活環境部収集計画課　担当　金子

　　電話　044－200－2571

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　

　　　　平成30年２月13日～平成30年２月26日

　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　　配布・提出期間　平成30年２月13日～

　　　　　　　　　　　　平成30年２月26日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く。）

　　　　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　　　　　　　　　　　 　なお、質問書は、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさ

き」の「共通ダウンロードコー

ナー」の「入札参加手続関係」）

に掲載している「質問書（一般

競争入札用）」からダウンロー

ドできます。

　　　　　　　　　　　 　また、持参により質問書を提

出する場合には、紙の質問書と

併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）

にＷｏｒｄ形式のまま保存した

質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を

受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　平成30年３月９日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。
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８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに平成30年３月９日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成30年３月９日の午前９時～正午に上記

３⑴　の場所において一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　平成30年３月26日

　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時　平成30年３月26日

　　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分

　　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　川崎市川崎区砂子１－７－４

　　　　　　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出期限　平成30年３月22日　必着

　　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: 

　①　Middle-sized garbage truck

　　　(with Forced compression formula) 3units

　②　Middle-sized garbage truck
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　　　(with container tilting device) 2units

　③　Large-sized garbage relay container 5units

　④　 Incinerator ash container for railway 

transport 2units

　　　 Grinding waste container for rail transport

 2units

　⑵ 　Time-limit for tender : 11:00 AM,26 March 

2018

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku 

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2092

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第148号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　３歳児健康診査に係る尿検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町８番地　

　　 　川崎区保健福祉センターほか市内各区保健福祉セ

ンター計７か所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　各区役所保健福祉センターで行う３歳児健康診査

において実施する尿検査一式（検査キットの調達、

検査実施、結果通知の作成）に関する業務を委託し

ます。

２ 　競争入札参加に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加者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 　入札期日において平成30年度川崎市業務委託有資

格者名簿に業種「医療関連業務」・種目「衛生検査」

で登載されていること。

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、本調達に係る尿検査業務

を確実に履行できること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次のとおり、

競争入札参加申込書及び仕様書に定める精度管理、

個人情報保護に関する認定証等の写しを提出してく

ださい。なお、競争入札参加申込書は、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/）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。

　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14階

　　　川崎市こども未来局こども支援部

　　　こども保健福祉課　担当菊池

　　　電　話：044－200－2450（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3638　

　　　メールアドレス：45kodohu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）とします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書の様式が

添付されている入札説明書は、３⑴の場所、３⑵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「入札情報かわ

さき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/）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 　入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出したものには、

次により入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月20日（火）午後５時まで

　⑵ 　交付方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴と同じです。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）～平成30年２月26日（月）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後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
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ください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　３⑴への持参、電子メールまたはＦＡＸ（ただし、

電子メールまたはＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を電話にて御連絡ください）

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月27日（火）午後５時までに当該競争

入札参加資格を有するものへ電子メールまたはＦＡ

Ｘにて回答書を送付します。入札参加資格を満たし

ていないものからの質問については回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加することができ

ません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札及び開札に立ち会うものは、入札者または

その代理人とします。ただし、代理人が入札及び

開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開

札の立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを

証する委任状を入札前に提出してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　ウ 　入札金額は、仕様書に定める検査１件当たりの

金額（税抜）を記載してください。

　　エ 　落札者がない場合は、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も

の及び開札に立ち会わないものは除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年３月２日（金）午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市役所第３庁舎13階

　　　　　　　　こども未来局会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格がないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴と同じで

す。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第149号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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（賃貸借物品）

　　　平成30年度軽乗用自動車Ａの賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所公用車車庫

　⑶ 　賃貸借期間及び台数

　　ア 　平成30年６月１日から平成37年５月31日まで

 ２台

　　イ 　平成30年７月２日から平成37年７月１日まで

 ３台

　⑷ 　賃貸借物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑶ 　平成29・30年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」種目「車両」

に登載されており、かつ、Ａ又はＢの等級に格付け

されていること。

　⑷ 　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３ 　一般競争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者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、郵送による提出は認

めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区宮本町３－３

　　　川崎市役所第４庁舎１階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　工藤担当

　　　電話　044－200－2104

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）まで（土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）とします。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似業務の履行実績資料

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書のメー

ルアドレスに、平成30年２月22日（木）までに一般競

争入札参加資格確認通知書及び仕様書を送付します。

　 　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、平成30年２月22日（木）の午前９時から正午に上

記３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知

書及び仕様書を交付します。

５　仕様書の交付

　 　上記４により無償で仕様書を交付します。また、仕

様書は、上記３⑴の場所において上記３⑵の期間ま

で、縦覧に供します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年２月22日（木）午前９時から平成30年２

月28日（水）正午までとします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸ又はメールアドレス宛てに送付して

ください。

　　　メールアドレス　17tyosya@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－2692

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年３月１日（木）まで

に参加全社宛て、文書（ＦＡＸまたは電子メール）

にて回答します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に賃貸借期間（84か月）及び台数を乗じた額で

見積もりをしてください。なお、入札は所定の入札

書をもって行い、入札書は入札件名を記載した封筒

にて提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成30年３月12日（月）　午前10時

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区宮本町３－３

　　　　川崎市役所第４庁舎４階第７会議室

　⑶ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号の規定により免除とし

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。
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　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧できます。

10　契約内容の変更等

　 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができるものとします。

　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損

失の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

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 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　支払いについては、毎月払いとします。

　⑷ 　詳細は、仕様書によります。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　⑹ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第150号

　　　入　札　公　告

　特定調達に関する一般競争入札について次のとおり公

告します。

　　平成30年２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

　　　 川崎市図書館総合システム機器及びソフトウェア

に関する賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館　他

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年10月１日から平成35年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

かつＡの等級に格付けされていること。なお、有資

格業者名簿に登載のない者（入札参加業種に登載の

ない者も含む。）は平成30年３月23日（金）までに、

財政局資産管理部契約課に所定の様式により、資格

審査申請を行うこと。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　この調達物品を、所定の数量、指定期日までに確

実に納入できること。

　⑸ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　本件一般競争入札に参加を希望する者は、次により

一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければな

りません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務図書館

　　　ネットワークシステム担当　担当　堤・斉藤

　　　電話　044－722－4934

　　　e-mail：88nakato1@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成30年２月13日（火）から

　　　平成30年２月23日（金）まで

　　　 （土・日・祝日及び第３月曜日を除く毎日10時か

ら12時まで及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参してください。

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、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿へ登載し

た際に電子メールのアドレスを登載している場合は、

一般競争入札参加資格確認通知書は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　下記５⑴に同じ

　⑵ 　交付場所及び交付日時

　　 　平成30年３月２日（金）、入札説明会において交

付します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に、

併せて無償で入札説明書を交付します。なお、入札
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説明書の一部をＣＤ－ＲＯＭで交付する場合があり

ます。

５ 　入札説明会

　 　この入札の参加者は、次の入札説明会に出席しなけ

ればなりません。

　⑴ 　開催場所

　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館　６階　多目的室

　⑵ 　開催日

　　　平成30年３月２日（金）

　　　※ 時間については、参加申込者ごとに個別に設定

するため、別途お知らせします。

　⑶ 　出席者数

　　　１社につき２名までとします。

　⑷ 　入札説明書等の交付

　　 　入札説明会において、無償で入札説明書等を交付

します。

　　 　また、入札説明書等は上記３⑴の場所において平

成30年２月13日（火）から平成30年２月23日（金）

まで縦覧に供します。

　⑸ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

６ 　入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　川崎市立中原図書館ネットワークシステム担当

　　　担当　堤・斉藤

　　　e-mail：88nakato1@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問い合わせ期間

　　　平成30年３月５日（月）から

　　　平成30年３月12日（月）まで

　　　 （土・日曜日を除く毎日10時から12時まで及び13

時から17時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、e-mail（上記問い合せ先のアドレス）で

送付又は持参にて提出（持参の場合は、CD-ROMで提

出）してください。なお、e-mailで送付する場合は

必ず開封確認メッセージを要求してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年３月19日（月）ま

でに、全社宛てにＦＡＸまたはｅ－ｍａｉｌにて送

付します。なお、電話等による結果の問い合わせに

は一切応じません。

７ 　納入する機器等の説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、納入する物品およびソフトウ

ェア等の商品説明書（カタログ等）を平成30年３月20

日（火）17時までに３⑴に提出してください。また、

参加者は、開札日の前日までの間において、本市から

当該書類について説明を求められたときには、これに

応じなければなりません。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　参加者が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 　落札者の決定前に上記２の各号のいずれかの条件

を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算しま

す。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名を記載した封筒に入れ、封印して提出

してください。

　　エ 　入札書の提出方法は、持参または郵送としま

す。郵送の場合は、平成30年３月26日（月）17時

必着とし、表に「川崎市図書館総合システム機器

及びソフトウェアに関する賃貸借契約　入札書在

中」と朱書のうえ、必ず配達証明郵便で郵送して

ください。

　⑵ 　　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成30年３月27日（火）　14時

　　イ 　場所

　　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　　川崎市立中原図書館　６階　多目的室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、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。

　　 　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者また

はその代理人とします。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

に関する権限を委任されたことを示す委任状を入札

前に提出してください。

　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 　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
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す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条に規定する各号のいずれかに

該当する場合は、全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を必要とします。

　⑶ 　契約書の提出

　　 　落札者は契約書２通を作成し、平成30年４月１日

（日）15時までに上記３⑴の場所に持参してくださ

い。

　⑷ 　費用内訳明細表

　　 　落札者には契約締結までに、本契約にかかる落札

額の内訳を提示してください。提示する内訳の様式

は特に指定しません。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

関係規程において閲覧することができます。

11　入札に関する苦情等

　 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12　その他

　⑴ 　本入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約

条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得の定めるところによります。

　⑵ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

　⑶ 　本入札説明書は、この入札以外の目的に使用して

はなりません。

　⑷ 　本件入札にかかる契約手続において使用する言語

及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑹ 　本件入札に関する落札決定の効果は、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の

議決を要します。

　⑺ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除できるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of product to be 

required 

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of necessary equipment at General Library 

Computer Programming System.

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　2:00 P.M, 27, March, 2018

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　26, March, 2018

　⑷ 　Contact point for the notice : 

　　　NAKAHARA LIBRARY

　　　3-1301, Kosugi-cho, Nakahara-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 211-0063, Japan

　　　TEL: 044-722-4934

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第151号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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　川崎市教育情報ネットワークシステム

　　　　　　　　運用管理委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から平成31年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「電算関連業務」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所
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　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　　平成30年２月13日（火）から

　　　平成30年２月20日（火）まで

　　　 午前８時30分から正午及び午後１時から５時

　　　（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成30年２月13日（火）午前８時30分から

　　　平成30年３月１日（木）

　　　午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月６日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成30年２月26日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成30年２月26日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月９日（金）午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

　⑼ 　その他

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

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
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則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、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。

　　 　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152号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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　川崎市教育情報ネットワーク

　　　　　　　　ウェブページ運営管理委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　平成30年４月２日から平成31年３月29日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「電算関連業務」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。　

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　　平成30年２月13日（火）から

　　　平成30年２月20日（火）まで

　　　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

　　　（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成30年２月13日（火）午前８時30分から

　　　平成30年３月１日（木）

　　　午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月６日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成30年２月26日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成30年２月26日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
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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

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月９日（金）午後２時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　　免除

　⑶ 　開札の日時　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

　⑼ 　その他

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、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153号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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　川崎市総合教育センター

　　　　　　　　インターネット回線に関する契約

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から平成31年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「電算関連業務」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。　

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
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参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　　平成30年２月13日（火）から

　　　平成30年２月20日（火）まで

　　　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

　　　（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間　

　　　平成30年２月13日（火）午前８時30分から

　　　平成30年３月１日（木）

午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月６日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成30年２月26日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成30年２月26日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの資格条件を満たさ

なくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。回線を設

定する際の初期設定費用（税抜きで１円未満の端数

を切り捨てた額）と月額の回線使用料（税抜きで１

円未満の端数を切り捨てた額）を月数（12 ヶ月）

で乗じた金額を合算して見積もりしてください。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月９日（金）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

　⑼ 　その他

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

８ 　契約手続等
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　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　免除

　⑵ 　前払金　　　　否

　⑶ 　支払方法

　　 　初期設定費用は一括払い、回線使用料は月額払い

とします。

　⑷ 　契約書作成の要否　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、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154号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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　 川崎市立高等学校及び

　　　　　　　　川崎市立川崎高等学校附属中学校

　　　　　　　　インターネット回線に関する契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市立高等学校及び

　　　　　　　　川崎市立川崎高等学校附属中学校

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から平成31年３月31日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「電算関連業務」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　　平成30年２月13日（火）から

　　　平成30年２月20日（火）まで

　　　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

　　　（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年２月13日（火）午前８時30分から平成30

年３月１日（木）

　　　午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月６日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成30年２月26日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成30年２月26日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。
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６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの資格条件を満たさ

なくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。回線を設

定する際の初期設定費用（税抜きで１円未満の端数

を切り捨てた額）と月額の回線使用料（税抜きで１

円未満の端数を切り捨てた額）を月数（12 ヶ月）

で乗じた金額を合算して見積もりしてください。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月９日（金）午前11時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

　⑼ 　その他

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　前払金　　　否

　⑶ 　支払方法

　　 　初期設定費用は一括払い、回線使用料は月額払い

とします。

　⑷ 　契約書作成の要否　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、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155号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成30年２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　川崎市総合教育センター視聴覚機材・

　　　　　　　　教材集配業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター　他

　⑶ 　履行期間　平成30年４月２日から平成31年３月29日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名
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簿」の業種「倉庫・運送業務」種目「運送業務」に

登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　　平成30年２月13日（火）から

　　　平成30年２月20日（火）まで

　　　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

　　　（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年２月13日（火）午前８時30分から平成30

年３月１日（木）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月６日

（火）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成30年２月26日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、平成30年２月26日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの資格条件を満たさ

なくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月９日（金）午後１時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

　⑼ 　その他
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　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、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156号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　番号利用事務システム用パーソナルコンピュータ

　　　保守業務委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所　第３庁舎９階ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　番号利用事務システム用パーソナルコンピュータ

　　　の保守業務委託

　　　詳細は「入札仕様書」によります。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成29・30年度業務委託有資格

業者名簿の業種「電算関連業務」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　この保守業務委託について確実に履行することが

できること。

　⑸ 　本市若しくはその他の政令指定都市又は都道府県

において、この調達物品と同等規模のパソコン設定

や保守に係る作業の契約実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　松田・根本　担当

　　　電話　　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月21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 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月27日（火）

　　　午前８時30分から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成30年

２月13日（火）から平成30年２月21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
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５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月27日（火）

　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　川崎市役所　第３庁舎９階

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間は、平成30年２月27日（火）から平

成30年３月５日（月）までとします（土曜日、日曜

日及び休日を除く、毎日午前８時30分から正午まで

及び午後１時00分から午後５時15分まで）。また、

質問については、入札説明書に添付の「質問書」に

てお願いします。（ＦＡＸ又は持参にてお願いしま

す。）

　　 　なお、回答については平成30年３月８日（木）、

全社に文書（ＦＡＸ又は電子メール）にて送付しま

す。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）で行います。また、こ

の金額には契約期間内のサービス提供及びサービ

スの導入に際して必要となる各種工事・設定・代

行手続等に係る一切の費用を含め見積るものとし

ます。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額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108分の100

に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月14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 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧

　　できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第157号

　　　入　札　公　告

　川崎区役所田島支所空調換気ダクト清掃業務委託に関

する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎区役所田島支所空調換気ダクト清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区役所田島支所

　　　（川崎市川崎区鋼管通２丁目３番７号）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結から平成30年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 川崎市川崎区役所田島支所１階系統の空調設備換

気ダクト内の清掃業務委託

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。
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　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 　入札期間において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格者名簿の業種の「施設維持管理」種目「空

調・衛生設備」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

　 　次により一般競争入札参加資格確認申請書を配布し

ます。この入札に参加を希望するものは、所定の一般

競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0852　川崎市川崎区鋼管通２丁目３番７号

　　　川崎区役所田島支所　３階

　　　電話番号　044－322－1967

　　　ＦＡＸ　　044－322－1991

　　　e-mail　　61taziku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び国民の祝

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）。

　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 　一般競争入札参加資格確認通知書及びの入札説明書

の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎

市業務委託有資格業者名簿に登載した際に電子メール

のアドレスを登載している場合は、一般競争入札参加

確認通知書は自動的に電子メールで交付されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成30年２月23日（金）　午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成30年

２月13日（火）から平成30年２月20日（火）まで縦

覧します（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時まで）。

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月23日（金）から平成30年２月28日

（水）までとします（午前８時30分から午後５時ま

で）。

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、上

記３⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付して

ください。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月２日

（金）までに、全社宛て電子メールにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札

件名が記載された封書に封印し、持参してください。

　⑵ 　入札金額

　　 　入札金額は、消費税及び地方消費税を含めないも

のを記入してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月６日（火）　午前11時

　　イ 　場所　川崎区役所田島支所　３階　会議室

　⑷ 　入札保証金

　　 　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金
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　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」から閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　入札説明書、川崎市契約条例、川崎市契約規則及

び川崎市競争入札参加者心得は３⑴の場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中

に縦覧できます。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本通貨に限ります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　⑸ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第158号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２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　　東扇島堀込部地盤改良その１工事

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区東扇島地先

　⑶ 　履行期限　　平成31年９月30日

　⑷ 　工事概要

　　 　本工事は、東扇島堀込部埋立事業の護岸整備にお

いて、基礎地盤を深層混合処理工法にて改良するも

のである。

　　　海上地盤改良工　固化工　１式

　　（深層混合処理杭打設　8,866㎡）

　　　撤去工　石材撤去　１式

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、信頼性・社会性等と入札価格を一

体として評価することが妥当と認められることか

ら、総合評価一般競争入札（特別簡易型）を採用し

ます。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

る３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」、「構成

員３」という。）により結成されている共同企業体で

なければなりません。

　 　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を

15％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上回ら

なければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

を有していること。

　　エ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿

に業種「土木」種目「港湾」で登録されていること。

　　オ 　平成29・30年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「土木一式」の総合評定値が1,200点以上であ

ること。

　　カ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあた

って、本工事の他の共同企業体の構成員（代表者

を含む）になっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けてい

ること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を

受けた技術者を専任で配置できること。

　　ウ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び

建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

した工事で、「海上でＨ.Ｗ.Ｌ.を基面とした最大

改良深度42ｍ以上の地盤改良工（深層混合処理

工）工事」の完工実績（元請に限る）を平成14年

４月１日以降に有すること。

　　　 　ただし、共同企業体により施工した工事につい

ては、出資割合が20％以上であること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２、３に必要な条件

　　ア 　土木工事業に係る建設業の許可を受けているこ

と。

　　イ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置でき

ること。

　　　※ 平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿
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に登録されていない者（現在登録されているが

当該業種で登録されていない者を含む。）は財

政局資産管理部契約課に所定の様式を持参の

上、資格審査申請を平成30年２月20日（火）ま

でに行ってください。（競争入札参加資格審査

申請についての問い合わせ先は下記３⑵と同じ

です。）

　　　※ 配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあること

を要します。

３ 　設計図書類の縦覧・配布

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設

計図書については、「入札情報かわさき」の入札公表

（財政局）からダウンロードできます。

　 　また、本工事の設計図書類及び積算内訳書を次によ

り縦覧に供します。

　⑴ 　縦覧期間　 平成30年２月13日（火）から２月22日

（木）まで

　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前

８時30分から正午まで、午後１時から

午後５時まで）

　⑵ 　場所　　　川崎市財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　土木契約係

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　電話044－200－2099

４ 　特定ＪＶ新規登録申請

　 　特定ＪＶ新規登録申請をする者は、申請申込提出場

所に「特定共同企業体新規登録申請書」、「共同企業体

協定書」及び「委任状」を持参してください。（電子

申請はできません。）特定ＪＶ新規登録申請の受付は、

申請申込締切日の前日までです。

　 　ＪＶ登録申請日の翌日にＪＶとしての業者番号が記

載された「ＪＶ登録完了通知」を平成29・30年度川崎

市競争入札参加資格審査申請書の「工事」の代表者委

任先メールアドレスに送付します。「ＪＶ登録完了通

知」受領後、この業者番号で競争入札参加申込をして

ください。

　 　ＪＶ登録完了通知に記載されている業者番号以外で

入札参加申込を行ったものは無効となる場合がありま

すので御注意ください。

　 　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。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し

　　エ 　営業所における専任技術者証明書（市内業者の

場合に限る。）

　　　 　（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html））の「ダウンロードコーナー」の財政局「入

札参加手続関係」の中の「専任技術者証明書（平

成19年４月１日版）」を提出してください。）

　　オ 　共同企業体協定書及び委任状

　　　 　（「入札公表詳細」に掲げている書式をお使い

ください。）

　　カ　特定共同企業体新規登録申請書

　⑵ 　提出方法及び提出先

　　ア 　上記⑴ア～エについては、電子入札システムに

より提出してください。詳細については、「入札

情報かわさき」の「電子入札」に掲載している川

崎市電子入札運用基準の中の「入札参加申込につ

いて」を必ず御覧ください。

　　　 　なお、申請申込締切日の前日までに上記４の特

定ＪＶ新規登録申請をしないと電子入札システム

での参加申込ができません。

　　イ 　上記⑴オ・カについては、持参又は郵送により

提出してください。提出先は上記３⑵となります。

　⑶ 　提出期間

　　ア 　上記⑴ア～エ

　　　 　平成30年２月13日（火）から２月22日（木）の

午前８時～午後８時

　　イ 　上記⑴オ

　　　　上記３⑴と同じ（提出期間内必着）

　　ウ 　上記⑴カ

　　　 　平成30年２月13日（火）から２月21日（水）ま

で（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分

から正午まで、午前１時から午後５時まで）（提

出期間内必着）

　⑷ 　紙入札による場合

　　ア 　上記⑴アについては、持参により上記３⑵に提

出してください。なお、上記⑴アは上記３⑴の期

間、上記３⑵の場所で配布します。

　　　 　また、その場合「紙入札方式参加届出書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「紙入札方式

参加届出書」）も併せて提出してください。

　　イ 　上記⑴イ～カについては、持参又は郵送により

上記３⑵に提出してください。

　　ウ 　提出期間

　　　（ア）上記⑴ア～オ

　　　　　 　上記３⑴と同じ（提出期間内必着）

　　　（イ）上記⑴カ
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　　　　　 　平成30年２月13日（火）から２月21日（水）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８

時30分から正午まで、午前１時から午後５時

まで）（提出期間内必着）

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　　次により仕様書等に関する質問ができます。

　　 　（入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）

　　 　入札参加者以外からの質問には回答しませんので

御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、電子入札システムにより提出してくだ

さい。質問入力方法の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政

局「入札参加手続関係」に掲載している「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　入力・提出期間

　　　　「入札公表詳細」による。

　　　※ ただし、電子入札システムによりがたい者は、

上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午後３時

までに持参してください。（持参については市

役所開庁時間に限る。）なお、質問書は、「入札

情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」に掲載している

「質問書（一般競争入札用）」からダウンロー

ドできます。

　　　　 　また、持参により質問書を提出する場合は、

ダウンロードした質問書（紙媒体）と併せて、

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式のまま保

存した質問書を提出してください。（どちらか

一方の場合には、質問受付をいたしません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「業者登録システム」の「仕様書等

ダウンロード」にて掲載します。なお、質問がな

かった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコ

ーナー」の財政局「入札参加手続関係」に掲載し

ている「見積用設計図書・積算内訳書取得マニュ

アル」を御覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成29・30年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送

付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

９ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　電子入札システムによる。ただし、電子入札シス

テムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定日時

に上記３⑵に持参又は郵送してください。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参加手

続関係」の中の「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　平成30年３月26日（月）

　　　　午後４時

　　イ 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　　平成30年３月26日（月）　午後５時

　　　（イ）入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア） 入札書の提出期限　平成30年３月26日（月）

必着

　　　（イ）入札書の提出先　上記３⑵と同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、上記３⑵に平成30年３月26

日（月）午後５時（必着）までに提出してください。
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提出方法は郵送等又は持参によるものとします。

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。

送付先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所財政局資産管理部契約課土木契約係

　　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資料

在中」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課土木

契約係（電話044－200－2098）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　ウ 　算定資料

　　　 　別表１「総合評価落札方式評価項目算定資料」

のとおり。

　　　 　「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取

得できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

10　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　別表２「総合評価落札方式技術評価項目配点表

（以下「配点表」という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において次の（ア）から（イ）に

よる基礎審査を満たし、評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　　　（ア ）「川崎市総合評価落札方式のガイドライン」

及び入札説明書に示す「算定資料」の作成に

関する条件について違反がないこと。

　　　（イ ）「算定資料」について、同一事項に対する

２通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛

盾等がないこと。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　　設定加算点は「10点」とします。

　　　 　加算点＝（入札参加者の得点合計／評価項目の

配点合計）×設定加算点

 ※小数点第５位以下切捨て

　　　技術評価点　＝　標準点　＋　加算点

　⑶ 　共同企業体の評価について

　　 　共同企業体での申請における各評価項目の評価

は、共同企業体の代表者を対象に行うものとしま

す。ただし、「配点表」の「企業の信頼性・社会性」

の「官公需適格組合であること」については、共同

企業体の構成員（代表者を含む）を対象に評価を行

うものとする。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

11　開札予定日時及び場所

　⑴ 　開札予定日時　平成30年３月29日（木）午前10時

　⑵ 　開札場所　　　川崎市役所財政局資産管理部

　　　　　　　　　　契約課土木契約係

12　落札者の決定方法

　⑴ 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。

総合評価点＝技術評価点÷入札価格×100,000,000

 ※小数点第５位以下切捨て

　⑵ 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場

合には、併せてその者の入札価格による当該契約の

適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者

として決定します。これら審査等の結果、当該落札

候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確保され

ない恐れがあると認められるときは、当該入札を無

効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、

必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　 　なお、調査基準価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

に掲げている「川崎市建設工事低入札価格調査取扱

要領・運用指針」を御覧ください。

　⑶ 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。積算疑義申立てに関する

手続き期間の終了後に、財政局資産管理部契約課か

ら落札候補者へ電話連絡します。落札候補者におか

れては、「類似工事施工等実績確認（申請）書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の中

の財政局「入札参加手続関係」の中の「類似工事施

工等実績確認（申請）書」から取得してください。）

と工事実績を確認できる書類を工事担当課（港湾局

川崎港管理センター整備課（川崎市川崎区東扇島38
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番地１　川崎マリエン）044（288）3132）に持参し、

確認を受けてください。工事実績を確認できる書類

としては、上記２⑵ウの条件を満たす事項を確認す

ることができる契約履行証明書、契約書・協定書・

設計書等の写し（契約内容に変更があった場合は最

終変更まで確認できるもの）・コリンズ登録データ

（竣工時データ）等が必要になります。なお、これ

らの書類においては、上記２⑵ウの条件を満たして

いることだけでなく、受注から完工までを確認でき

ることが必要です。

　⑷ 　共同企業体の構成員の配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は共同企業体の代表者以外の構成員の

配置予定技術者に係る書類の提出が必要となりま

す。積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に

財政局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡

します。落札候補者におかれては、財政局資産管理

部契約課（土木契約係　044－200－2098）に次の書

類を翌日正午までに提出してください。

　　ア 　構成員の配置予定技術者届（第１号様式その２）

　　　 　「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の財政局「入札参加手続関係」の中の「配置

予定技術者届（第１号様式その２）」【平成28年６

月１日改訂版】

　　イ 　構成員の配置予定主任技術者の１、２級の技術

検定合格証明書等の写し、又は建設業法第７条第

２号イ、ロ、ハのいずれかの条件を満たす主任技

術者経歴証明書。（「入札情報かわさき」の「ダウ

ンロードコーナー」の財政局「入札参加手続関係」

の中の「主任技術者経歴証明書（第２号様式）」【平

成28年６月１日改訂版】）

　　ウ 　構成員の配置予定技術者の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　⑸ 　入札の無効

　　ア 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　　エ 　総合評価点が、標準点（100点）を予定価格（税

抜き）で除した後、100,000,000を乗じて得た数

値を下回る者の入札は、これを無効とします。

　⑹ 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、工事担当課（港湾局川崎港管理センター

整備課（川崎市川崎区東扇島38番地１　川崎マリエ

ン）044（288）3132）です。

　　※ 積算疑義申立て制度の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政

局「契約関係規定」の中の「工事請負契約の入札

に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱」を

御覧ください。

　⑺ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について「入札情報かわさき」にて

公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

13　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等、明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます。

14　契約手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「契約関係規定」の中の「川崎市公共工事

の前払金に関する規則」、「川崎市公共工事中間前払

金取扱要綱」を御覧ください。

　⑷ 　公有水面埋立免許の取得及び協定の締結を要する

契約

　　 　本工事の落札決定の効果は、平成30年４月末まで

に、川崎市が公有水面埋立法第２条第１項に規定す

る免許を取得できること及び川崎市と東海旅客鉄道
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株式会社との間において建設発生土受入に関する協

定が締結されていることを要します。

　⑸ 　議決を要する契約

　　 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約

の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、市

議会（平成30年６月ごろ）で議決を得たときに契約

を締結します。また、落札者には、その旨を記載し

た仮契約書を交付します。

15　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約及び特定

業務委託契約の手引」を御確認ください。

16　受注者が締結する下請契約の相手方の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者と

１次下請契約を締結した場合は、契約違反となります

ので御注意ください。

　※ 平成29年４月１日から金額要件を撤廃し、対象を

「下請契約を締結する全ての工事」に拡大しており

ますので御注意ください。

17　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市総合評

価一般競争入札実施要綱及び川崎市競争入札参加者

心得等は、上記３⑵にて閲覧できます。

　⑷ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑸ 　この工事は、三者会議の対象工事です。川

崎市港湾局三者会議試行要領についてはURL：

http:// www.city.kawasaki.jp/templates/

outline/580/0000072508.htmlを御覧ください

　⑹ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

　　　【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　　　（下請等の禁止）

　　　第 ７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市

の契約に係る下請けをし、若しくは受託をする

ことを承認しないものとする。ただし、会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続きの申立て又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続きの申立てをしたこ

とによる指名停止中の場合は、この限りでない。

　⑺ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、建設

業退職金共済制度の履行が必要となります。

18　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract:

　　　 Soil improvement works ( Phase 1 ) at 

Higashi-Ohgishima Horigomebu area

　⑵ 　 Time-limit for tender(electronic tender 

system):

　　　 4:00 p.m 26 March 2018

　⑶ 　 Time-limit for tender(direct delivery):

　　　5:00 p.m 26 March 2018

　⑷ 　 Deadline for tender (by registered mail):

　　　26 March 2018

　⑸ 　Contact point for the notice:

　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　　　　　　Contract Section

　　　　　　　　Asset Maintenance Department

　　　　　　　　Finance Bureau

　　　　　　　　1 , Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　　　　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577 Japan

　　　　　　　　TEL:044-200-2098

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第159号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　 川崎市認知症訪問支援事業に係るアセスメント等

業務委託（川崎区）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎区内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要
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　　 　川崎市認知症訪問支援事業の実施にあたり、支援

対象者及びその家族に対して、他のチーム員ととも

に訪問し、本市の指定する観察・評価票を用いて認

知症の包括的観察・評価等を行います。（訪問アセ

スメント業務）

　　 　また、対象者ごとに評価内容等を共有しながら、

支援方針や支援内容等を決定するチーム員会議に参

加し、総合的アセスメントの完成、支援計画の作成

等を行うとともに、支援チームに対し専門的な助言

等を行います。（チーム員会議業務）

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 　川崎市競争入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。

　⑶ 　入札期日において、これまで２年以上、川崎区内

に訪問看護ステーションを開設し、継続して事業を

実施していること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　介護サービス事業者指定通知書又は更新通知書

の写し

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書公布日

　　　平成30年３月１日（木）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、一般競

争入札参加資格確認通知書と併せて、入札説明書及

び仕様書を上記３⑴の場所において無償で配布しま

す。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メー

ルで配信します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所に

おいて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒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

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年３月１日（木）から平成30年３月２日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書の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

付した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格があると認めた者からの質

問に対する回答は、平成30年３月５日（月）までに、

競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールで送付します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の
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記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、単価で行います。入札書に記載する金額

は、１件あたりの見積単価（消費税額地方消費税額

を含めないこと。）を記載してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）　午前９時15分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市入札参加者心得の定めると

ころによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約の締結には、川崎区で実施する伝達研修

の受講が必要になります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第160号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市認知症訪問支援事業に係るアセスメント等

業務委託（幸区）

　⑵ 　履行場所

　　　幸区内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市認知症訪問支援事業の実施にあたり、支援

対象者及びその家族に対して、他のチーム員ととも

に訪問し、本市の指定する観察・評価票を用いて認

知症の包括的観察・評価等を行います。（訪問アセ

スメント業務）

　　 　また、対象者ごとに評価内容等を共有しながら、

支援方針や支援内容等を決定するチーム員会議に参

加し、総合的アセスメントの完成、支援計画の作成

等を行うとともに、支援チームに対し専門的な助言

等を行います。（チーム員会議業務）

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 　川崎市競争入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。

　⑶ 　入札期日において、これまで２年以上、幸区内に

訪問看護ステーションを開設し、継続して事業を実

施していること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
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　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　介護サービス事業者指定通知書又は更新通知書

の写し

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書公布日

　　　平成30年３月１日（木）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、一般競

争入札参加資格確認通知書と併せて、入札説明書及

び仕様書を上記３⑴の場所において無償で配布しま

す。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メー

ルで配信します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所に

おいて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒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

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年３月１日（木）から平成30年３月２日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書の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

付した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格があると認めた者からの質

問に対する回答は、平成30年３月５日（月）までに、

競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールで送付します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、単価で行います。入札書に記載する金額

は、１件あたりの見積単価（消費税額地方消費税額

を含めないこと。）を記載してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）　午前10時15分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金
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　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市入札参加者心得の定めると

ころによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約の締結には、幸区で実施する伝達研修の

受講が必要になります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第161号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　 川崎市認知症訪問支援事業に係るアセスメント等

業務委託（中原区）

　⑵ 　履行場所

　　　中原区内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市認知症訪問支援事業の実施にあたり、支援

対象者及びその家族に対して、他のチーム員ととも

に訪問し、本市の指定する観察・評価票を用いて認

知症の包括的観察・評価等を行います。（訪問アセ

スメント業務）

　　 　また、対象者ごとに評価内容等を共有しながら、

支援方針や支援内容等を決定するチーム員会議に参

加し、総合的アセスメントの完成、支援計画の作成

等を行うとともに、支援チームに対し専門的な助言

等を行います。（チーム員会議業務）

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 　川崎市競争入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。

　⑶ 　入札期日において、これまで２年以上、中原区内

に訪問看護ステーションを開設し、継続して事業を

実施していること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日（月）

午後５時まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　介護サービス事業者指定通知書又は更新通知書

の写し

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交

付します。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ

登録した際に電子メールアドレスを登録している場

合は、電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書公布日

　　　平成30年３月１日（木）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、一般競

争入札参加資格確認通知書と併せて、入札説明書及

び仕様書を上記３⑴の場所において無償で配布しま

す。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した
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際に電子メールアドレスを登録している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メー

ルで配信します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所に

おいて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒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

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成30年３月１日（木）から

　　　平成30年３月２日（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書の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

付した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格があると認めた者からの質

問に対する回答は、平成30年３月５日（月）までに、

競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールで送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、単価で行います。入札書に記載する金額

は、１件あたりの見積単価（消費税額地方消費税額

を含めないこと。）を記載してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）　午前11時15分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市入札参加者心得の定めると

ころによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約の締結には、中原区で実施する伝達研修

の受講が必要になります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第162号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市認知症訪問支援事業に係るアセスメント等

　　　業務委託（高津区）
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　⑵ 　履行場所

　　　高津区内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市認知症訪問支援事業の実施にあたり、支援

対象者及びその家族に対して、他のチーム員ととも

に訪問し、本市の指定する観察・評価票を用いて認

知症の包括的観察・評価等を行います。（訪問アセ

スメント業務）

　　 　また、対象者ごとに評価内容等を共有しながら、

支援方針や支援内容等を決定するチーム員会議に参

加し、総合的アセスメントの完成、支援計画の作成

等を行うとともに、支援チームに対し専門的な助言

等を行います。（チーム員会議業務）

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 　川崎市競争入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。

　⑶ 　入札期日において、これまで２年以上、高津区内

に訪問看護ステーションを開設し、継続して事業を

実施していること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　介護サービス事業者指定通知書又は更新通知書

の写し

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書公布日

　　　平成30年３月１日（木）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、一般競

争入札参加資格確認通知書と併せて、入札説明書及

び仕様書を上記３⑴の場所において無償で配布しま

す。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メー

ルで配信します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所に

おいて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒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

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年３月１日（木）から平成30年３月２日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書の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

付した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格があると認めた者からの質

問に対する回答は、平成30年３月５日（月）までに、

競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールで送付します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失
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　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、単価で行います。入札書に記載する金額

は、１件あたりの見積単価（消費税額地方消費税額

を含めないこと。）を記載してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）　午後１時15分

　　イ 　提出場所

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市入札参加者心得の定めると

ころによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約の締結には、高津区で実施する伝達研修

の受講が必要になります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第163号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市認知症訪問支援事業に係るアセスメント等

業務委託（宮前区）

　⑵ 　履行場所

　　　宮前区内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市認知症訪問支援事業の実施にあたり、支援

対象者及びその家族に対して、他のチーム員ととも

に訪問し、本市の指定する観察・評価票を用いて認

知症の包括的観察・評価等を行います。（訪問アセ

スメント業務）

　　 　また、対象者ごとに評価内容等を共有しながら、

支援方針や支援内容等を決定するチーム員会議に参

加し、総合的アセスメントの完成、支援計画の作成

等を行うとともに、支援チームに対し専門的な助言

等を行います。（チーム員会議業務）

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 　川崎市競争入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。

　⑶ 　入札期日において、これまで２年以上、宮前区内

に訪問看護ステーションを開設し、継続して事業を

実施していること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

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

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　介護サービス事業者指定通知書又は更新通知書

の写し

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書公布日

　　　平成30年３月１日（木）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、一般競

争入札参加資格確認通知書と併せて、入札説明書及

び仕様書を上記３⑴の場所において無償で配布しま

す。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メー

ルで配信します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所に

おいて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒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

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成30年３月１日（木）から

　　　平成30年３月２日（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書の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

付した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格があると認めた者からの質

問に対する回答は、平成30年３月５日（月）までに、

競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールで送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、単価で行います。入札書に記載する金額

は、１件あたりの見積単価（消費税額地方消費税額

を含めないこと。）を記載してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）　午後２時15分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効
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　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市入札参加者心得の定めると

ころによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約の締結には、宮前区で実施する伝達研修

の受講が必要になります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第164号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　川崎市認知症訪問支援事業に係るアセスメント等

　　　業務委託（多摩区）

　⑵ 　履行場所

　　　多摩区内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市認知症訪問支援事業の実施にあたり、支援

対象者及びその家族に対して、他のチーム員ととも

に訪問し、本市の指定する観察・評価票を用いて認

知症の包括的観察・評価等を行います。（訪問アセ

スメント業務）

　　 　また、対象者ごとに評価内容等を共有しながら、

支援方針や支援内容等を決定するチーム員会議に参

加し、総合的アセスメントの完成、支援計画の作成

等を行うとともに、支援チームに対し専門的な助言

等を行います。（チーム員会議業務）

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 　川崎市競争入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。

　⑶ 　入札期日において、これまで２年以上、多摩区内

に訪問看護ステーションを開設し、継続して事業を

実施していること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　介護サービス事業者指定通知書又は更新通知書

の写し

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書公布日

　　　平成30年３月１日（木）
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　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、一般競

争入札参加資格確認通知書と併せて、入札説明書及

び仕様書を上記３⑴の場所において無償で配布しま

す。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メー

ルで配信します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所に

おいて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒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

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年３月１日（木）から平成30年３月２日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書の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

付した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格があると認めた者からの質

問に対する回答は、平成30年３月５日（月）までに、

競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールで送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、単価で行います。入札書に記載する金額

は、１件あたりの見積単価（消費税額地方消費税額

を含めないこと。）を記載してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）　午後３時15分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　 契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市入札参加者心得の定めると

ころによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約の締結には、多摩区で実施する伝達研修

の受講が必要になります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第165号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。
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　　平成30年２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

　　　川崎市認知症訪問支援事業に係るアセスメント等

　　　業務委託（麻生区）

　⑵ 　履行場所

　　　麻生区

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市認知症訪問支援事業の実施にあたり、支援

対象者及びその家族に対して、他のチーム員ととも

に訪問し、本市の指定する観察・評価票を用いて認

知症の包括的観察・評価等を行います。（訪問アセ

スメント業務）

　　 　また、対象者ごとに評価内容等を共有しながら、

支援方針や支援内容等を決定するチーム員会議に参

加し、総合的アセスメントの完成、支援計画の作成

等を行うとともに、支援チームに対し専門的な助言

等を行います。（チーム員会議業務）

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 　川崎市競争入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。

　⑶ 　入札期日において、これまで２年以上、麻生区に

訪問看護ステーションを開設し、継続して事業を実

施していること。

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　介護サービス事業者指定通知書又は更新通知書

の写し

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書公布日

　　　平成30年３月１日（木）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、一般競

争入札参加資格確認通知書と併せて、入札説明書及

び仕様書を上記３⑴の場所において無償で配布しま

す。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メー

ルで配信します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所に

おいて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒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

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　担当：高橋

　　　電　話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年３月１日（木）から平成30年３月２日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書の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

付した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法
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　　 　一般競争入札参加資格があると認めた者からの質

問に対する回答は、平成30年３月５日（月）までに、

競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールで送付します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、単価で行います。入札書に記載する金額

は、１件あたりの見積単価（消費税額地方消費税額

を含めないこと。）を記載してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月６日（火）午後４時15分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３　⑴ 　の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市入札参加者心得の定めると

ころによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約の締結には、麻生区で実施する伝達研修

の受講が必要になります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第166号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２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

　　　給与支給明細書・口座振込通知書作成等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所　他

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給与支給明細書・口座振込通知書作成等業務

　　　「入札仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」、種目「印刷物のデザイン」又は「そ

の他」に登載されていること。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　川崎市内に本社があること。

　⑸ 　この調達物件について確実に納入することができ

ること。

　⑹ 　印刷業務について、本市に対し、類似の契約実績

があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－504－

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　 　ただし、一般競争入札参加資格確認申請書の郵送に

よる提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　総務企画局人事部労務課　　山田・小関　担当

　　　電　話　044－200－2111（代表）

　　　　　　　044－200－2134（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3754

　　　メール　koseki-t@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月16日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年２月19日（月）

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成30

年２月13日（火）から平成30年２月16日（金）まで

縦覧に供します（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　　 　質問受付期間は、平成30年２月19日（月）から平

成30年２月21日（水）までとします（土曜日、日曜

日及び祝祭日を除く、毎日午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで）。また、質

問については、入札説明書に添付の「質問書」にて

お願いします（ＦＡＸ又は電子メールにてお願いし

ます。）。

　　 　なお、回答については平成30年２月22日（木）、

全社に文書（ＦＡＸ又は電子メール）にて送付しま

す。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札金額は単価の合計金額とします。各印刷帳

票の種類ごとに税抜きの単価を積算し、その単価

の合計金額を算出してください。なお落札した場

合の契約単価については、後述の「８　契約の手

続等」の「⑷　契約単価」を御参照ください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入

札件名記載の封筒に封印して提出してください。

　　ウ 　開札に立ち会う者は入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に

関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任

をした書類を事前に提出しなければなりません。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月26日（月）午後１時30分

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎

　　　　　　　（川崎区東田町５－４）

　　　　　　　５階総務企画局庶務課会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、「川崎市競争入札参加者心得」

第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載してくだ

さい。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の規定により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします（川崎市が案を作成します。）。落札

者は契約書２通に記名押印の上、速やかに３⑴の場

所に持参してください。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
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は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　契約単価

　　 　契約単価は次の算式により求めた金額となりま

す。予定価格、予定単価は入札後、別途落札者に通

知いたします。

　　 　契約単価＝入札額（単価合計）÷予定価格（単価

合計）×明細ごとの予定単価

　⑸ 　落札決定の効果

　　 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

税 公 告

川崎市税公告第13号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　平成30年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第14号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　平成30年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第15号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第16号

　平成29年12月27日付け川崎市税公告第228号を次のと

おり訂正します。

　　平成30年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

【誤】

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29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 平成30年１月10日 計４件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分 平成30年１月10日 計２件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第２期分 平成30年１月10日 計28件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
８月随時分 平成30年１月10日 計３件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成30年１月10日 計78件

平成29年度

（平成28年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成30年１月10日 計２件

平成29年度

（平成27年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成30年１月10日 計１件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分 平成30年１月10日 計453件

平成29年度

（平成25年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計２件
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平成29年度

（平成26年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計２件

平成29年度

（平成27年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計３件

平成29年度

（平成28年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計３件

平成29年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計３件

【正】

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29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 平成30年１月10日 計４件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分 平成30年１月10日 計２件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第２期分 平成30年１月10日 計27件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
８月随時分 平成30年１月10日 計３件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成30年１月10日 計78件

平成29年度

（平成28年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成30年１月10日 計２件

平成29年度

（平成27年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成30年１月10日 計１件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分 平成30年１月10日 計453件

平成29年度

（平成25年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計２件

平成29年度

（平成26年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計２件

平成29年度

（平成27年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計３件

平成29年度

（平成28年度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計３件

平成29年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月随時分 平成30年１月10日 計３件

（別紙省略）

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

川崎市税公告第17号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。
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　　平成30年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第18号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第19号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第20号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第21号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第22号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第23号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第24号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第25号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。
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　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第26号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第27号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

　　川崎市税公告第28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。

　　平成30年１月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日
件数・備考

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 平成30年２月10日 計２件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第２期分 平成30年２月10日 計７件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分 平成30年２月10日 計33件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分 平成30年２月10日 計２件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成30年２月10日 計２件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分 平成30年２月10日 計52件

平成29年度

（平成28年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分 平成30年２月10日 計１件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
11月随時分 平成30年２月10日 計５件

平成29年度
市民税・県民税

（特別徴収）
平成29年９月分 平成30年２月10日 計１件

平成29年度
市民税・県民税

（特別徴収）
平成29年10月分 平成30年２月10日 計３件

平成29年度
市民税・県民税

（特別徴収）
平成29年11月分 平成30年２月10日 計３件

（別紙省略）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第５号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　平成30年１月26日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定有効期間

　　平成30年２月１日から

　　平成35年１月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　1042

　　商号又は名称　株式会社水和設備　神奈川営業所

　　営業所所在地　 相模原市中央区淵野辺本町４丁目35

番９号

　　　　　　　　　グリーンアベニューＢ102号

　　代表者氏名　　安部　和馬

　　指定番号　　　1043

　　商号又は名称　株式会社マクティム

　　営業所所在地　横浜市中区黄金町一丁目５番地

　　代表者氏名　　田加井　隼人

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第６号

　　　川崎市排水設備指定工事店の更新について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したの

で、同規程第12条第１号の規定により告示します。

　　平成30年１月26日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定有効期間

　　平成30年２月１日から

　　平成35年１月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　504

　　商号又は名称　株式会社ケイダッシュ

　　営業所所在地　川崎市高津区下作延３丁目22－14

　　　　　　　　　グリーンヒルズカジガヤ　101

　　代表者氏名　　大島　和明

　　指定番号　　　512

　　商号又は名称　株式会社信友建設

　　営業所所在地　横浜市戸塚区鳥が丘12番地１

　　代表者氏名　　福嶋　隆太郎

　　指定番号　　　513

　　商号又は名称　有限会社山本設備工業

　　営業所所在地　横浜市旭区川井本町16番地６

　　代表者氏名　　山本　清

　　指定番号　　　514

　　商号又は名称　日舗建設株式会社

　　営業所所在地　横浜市青葉区さつきが丘25番５

　　代表者氏名　　若林　訓晴

　　指定番号　　　516

　　商号又は名称　小田土木株式会社

　　営業所所在地　川崎市川崎区浅田一丁目２番13号

　　代表者氏名　　遠藤　俊行

　　指定番号　　　517

　　商号又は名称　株式会社ヒロテック・ジャパン

　　営業所所在地　川崎市宮前区有馬一丁目１番11号

　　　　　　　　　パストラル鷺沼101

　　代表者氏名　　田中　浩

　　指定番号　　　713

　　商号又は名称　株式会社ＭＫ設備設計

　　営業所所在地　横浜市泉区新橋町1342番地20天神台

　　　　　　　　　マンション１階

　　代表者氏名　　小森　秀也

　　指定番号　　　716

　　商号又は名称　佐舗設備株式会社

　　営業所所在地　川崎市宮前区野川2832番地20

　　代表者氏名　　佐舗　義隆

　　指定番号　　　717

　　商号又は名称　有限会社エフアイシー

　　営業所所在地　川崎市宮前区馬絹二丁目３番１号

　　代表者氏名　　藤本　巌

　　指定番号　　　720

　　商号又は名称　有限会社守屋設備設計企画

　　　　　　　　　相模原営業所

　　営業所所在地　相模原市中央区陽光台５丁目２番18号

　　代表者氏名　　守屋　寿一

　　指定番号　　　721

　　商号又は名称　株式会社松下設備

　　営業所所在地　横浜市鶴見区北寺尾七丁目13番17号

　　代表者氏名　　松下　博幸

　　指定番号　　　722

　　商号又は名称　有限会社斎藤設備工業所

　　営業所所在地　横浜市鶴見区東寺尾一丁目７番15号
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　　代表者氏名　　齋藤　好一

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第７号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第８条第１号の規定により告示

します。

　　平成30年１月31日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定番号　　　第1587号

　　氏名又は名称　 株式会社キヨーエイ・エンジニアリ

ング

　　住　　　　所　東京都江東区毛利二丁目２番８号

　　代表者氏名　　永井　一男

　　指定年月日　　平成30年１月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第８号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　平成30年１月31日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定番号　第533号

　　氏名又は名称　株式会社ヒロテック・ジャパン

　　住　　　　所　（新） 川崎市宮前区有馬一丁目１番

11号

　　　　　　　　　　　　パストラル鷺沼101

　　　　　　　　　（旧）川崎市宮前区宮崎175番地60

　　代表者氏名　田中　浩

　　変更年月日　平成29年12月１日

２ 　指 定 番 号　第1480号

　　氏名又は名称　三菱電機システムサービス株式会社

　　住　　　　所　東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号

　　代表者氏名　（新）山本　雅之

　　　　　　　　　（旧）佐久目　誠記

　　変更年月日　平成29年６月29日

３ 　指 定 番 号　第399号

　　氏名又は名称　矢崎設備工業株式会社

　　住　　　　所　横浜市港南区下永谷五丁目７番30号

　　代表者氏名　（新）矢崎　祐次

　　　　　　　　　（旧）矢崎　秀夫

　　変更年月日　平成29年12月20日

４ 　指 定 番 号　第944号

　　氏名又は名称　株式会社トモエコーポレーション

　　住　　　　所　川崎市川崎区中島二丁目11番６号

　　代表者氏名　（新）矢野　雄樹

　　　　　　　　　（旧）金山　仁

　　変更年月日　平成27年５月31日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第９号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の廃止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止

を行いましたので告示します。

　　平成30年１月31日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定番号　第799号

　　氏名又は名称　株式会社水恵設備工業

　　住　　　　所　東京都杉並区今川２－11－21

　　代表者氏名　秋山　勝夫

　　廃止年月日　平成29年12月15日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第10号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の休止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定の休止

を行いましたので告示します。

　　平成30年１月31日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

　　指定番号　第933号

　　氏名又は名称　有限会社南建設

　　住　　　　所　相模原市南区上鶴間８丁目11番21号

　　代表者氏名　奥村　正幸

　　休止年月日　平成30年１月17日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第３号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月16日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　件名、納入場所及び予定使用電力量

件　　　　　名 納入場所（川崎市）
予定使用電力量

（kWh）

ア 長沢高区ポンプ所で使用する電気（単価契約） 多摩区長沢１丁目36番15号 148,007

イ 稲田取水所で使用する電気（単価契約） 多摩区菅稲田堤３－21－１ 1,336,694

ウ 細山送水ポンプ所で使用する電気（単価契約） 多摩区生田１丁目１番地１号 979,432

エ 細山配水塔で使用する電気（単価契約） 麻生区細山６丁目３番地11号 469,944

オ 黒川高区ポンプ所及び電防黒川で使用する電気（単価契約） 麻生区黒川313番地 396,391

カ 渋川ポンプ場で使用する電気（単価契約） 幸区矢上４－１ 844,016

キ 六郷ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約） 川崎区本町２－４ほか 964,325

ク 工水１号さく井ほか４施設で使用する電気（単価契約） 多摩区菅３丁目７－16ほか 903,700

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 池上新町３丁目600mm・200mm配水管撤去工事

履行場所
自：川崎区池上新町３－１－５先

至：川崎区四谷下町26－20先

履行期限 契約の日から170日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

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

　⑵ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

２ 　参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事

業者として許可を受けた者であること。

　⑵ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。　

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。　

　⑷ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

の物品販売」のうち種目「電気供給」に登載されて

おり、かつ、川崎市環境配慮電力入札実施要綱第４

条第２項の規定に基づき、「Ａ」又は「Ｂ」の等級

に格付けされていること。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入できること。

３ 　契約条項を示す場所等

　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　 （〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　明治安田生命ビル13階）

　　電話　044－200－2092

４ 　入札日時等

　　平成30年２月22日　午前11時00分　

　　砂子平沼ビル７階入札室

　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

５ 　入札保証金　免

６ 　契約書作成　要

７ 　入札の無効

　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行っ

た入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無

効と定める入札は、これを無効とします。

８ 　その他

　 　詳細は川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を

御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告第４号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月16日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　
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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。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「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。

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

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月13日　午後１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 長沢浄水場　浄水管理棟及び浄水本館分電盤その他設備改良工事

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240日間

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

参 加 資 格

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「屋内電気設備」ランク「Ａ」

で登録されている者。

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る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。

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。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 平成30年２月14日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免
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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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東門前地区ほか下水枝線第107号工事

履行場所 川崎市川崎区東門前１丁目、２丁目地内ほか

履行期限 契約の日から190日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

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

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月６日　午後１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５号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月16日

 川崎市上下水道事業管理者　　　金　子　正　典

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　水運用システム路上局流量制御設備保守点検委託

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）ほか10箇所

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」に登載されている者。

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



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－514－

入札日時等 平成30年２月６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

本案件は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該当します。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大師河原ポンプ場耐震化対策実施設計委託その２

履行場所 川崎市川崎区小島町10－１

履行期限 契約の日から平成30年６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 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成14年４月１日以降に国、地方公共団体または地方共同法人が発注した委託業務において、

下水道施設（ポンプ場または処理場）に係る耐震補強実施設計（詳細設計若しくは基本設計）業

務または耐震診断業務の元請けとしての契約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 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（下水道）、上下水道部門技術士（下水道）、又

は下水道法に規定された資格を有する者

　イ 　建築担当部門の技術者の長として、建築士法による１級建築士の資格を有する者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月６日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

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

川崎市上下水道局公告第６号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　　　平成30年１月23日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　第３配水工事事務所　配水管内洗浄業務委託

履行場所
自：麻生区千代ヶ丘８－23－11先

至：麻生区千代ヶ丘８－18－17先　ほか１件

履行期限 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維

持管理」に登載されていること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月13日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度入江崎総合スラッジセンター焼却灰等再利用運搬処分業務委託（単価契約）

履行場所 局指定場所

履行期限 平成30年３月１日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

　本業務委託の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、川崎市上下水道局において発生する下水汚泥焼却灰の処分等の委託

に係る共同企業体取扱要綱に規定する共同企業体、又は単体企業とし、次の条件を全て満たさなけ

ればなりません。

　共同企業体を構成する場合の構成員数は２者とし、共同企業体の代表企業を入札に参加する代表

者とします。また、⑶及び⑷の要件については、共同企業体の各構成員が分担して要件に適合する

ことで補完し合い、共同企業体として全ての要件を満たす必要があります。

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

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

⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種

　 　「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」に登載されてい

ること。

⑷ 　次の条件を全て満たしていること。

　ア 　積出地及び運搬先において産業廃棄物収集運搬業の許可を有しており、許可品目の種類にば

いじん・燃え殻が含まれていること

　イ 　運搬先において産業廃棄物処分業の許可を有しており、許可品目の種類にばいじん・燃え殻

が含まれていること

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月13日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第７号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 濃硫酸１ｔ（単価契約）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成30年４月１日から平成30年９月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月12日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単価契約）（下水）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成30年４月１日から平成31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29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月12日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 苛性ソーダ１ｔ（単価契約）（下水）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成30年４月１日から平成31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29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月12日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ポリ硫酸第二鉄液１ｔ（単価契約）（下水）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成30年４月１日から平成31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29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬

品」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月12日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 デジタル水道メーター（修理品）13mm　18,900個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 平成30年４月２日から平成30年11月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「水

道用品」、希望種目「水道用品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月13日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 デジタル水道メーター（新品）25mm　4,800個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 平成30年４月２日から平成30年11月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「水

道用品」、希望種目「水道用品」に搭載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月13日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大型水道メーター（新品）50mm　伸縮管付き　250個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 平成30年４月２日から平成30年９月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「水

道用品」、希望種目「水道用品」に搭載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月13日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 カラープリンタトナー等一式（単価契約）

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　川崎市内に本社を有すること。

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

業者であること。

⑸ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「コ

ンピューター」、希望種目「ソフトウェア・消耗品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は

「Ｂ」の等級に格付されていること。

⑹ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 平成30年３月13日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水道検針等業務用携帯型プリンター用ロール紙（検針用、ＥＡＮ－128対応）ほか１点

履行場所 仕様書によります。

履行期限 平成31年３月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「印

刷・軽印刷」に搭載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 平成30年３月13日　午前10時（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

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

川崎市上下水道局公告第８号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田ポンプ場実施設計委託その８

履行場所 川崎市川崎区鋼管通４－17－１

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されている者。

⑷ 　平成14年４月１日以降に契約した、下水ポンプ場（排水能力10㎥／秒以上）の実施設計委託業

務（基本）の元請としての履行完了実績を有していること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウの兼務はできません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月22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



川 崎 市 公 報 （第1,740号）平成30年(2018年)２月13日

－521－

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター耐震診断業務委託その１

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期限 契約の日から平成30年８月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成14年４月１日以降において、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した、下水道施設

（ポンプ場又は処理場）に係る耐震診断業務の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウの兼務はできません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度下作延仮排水所ほか保守点検業務委託

履行場所 川崎市高津区下作延４丁目30－28先ほか

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、

　　種目「その他の施設維持管理」に登載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月22日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度マンホールポンプ所ほか保守点検業務委託

履行場所 川崎市全区

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、

　　種目「その他の施設維持管理」に登載されている者。

⑸ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月22日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

本案件は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該当します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 給水装置工事台帳電子データ作成業務委託（単価契約）

履行場所 局指定場所

履行期限 平成30年４月２日から平成35年３月24日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」、種目「その他の電算

関連業務」に登載されている者。

　⑷ 　公的認証機関から、セキュリティ管理に係る日本工業規格「ＪＩＳ Ｑ 27001 ／ＩＳＭＳ」又

は「ＪＩＳ Ｑ 15001 ／プライバシーマーク」の付与認定を受けていること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日　午前10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度等々力水処理センターほかしさ運搬委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

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

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑹ 　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27日　午後10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

本案件は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該当します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度北部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期限 平成30年４月１日から平成30年８月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、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29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類

に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能な者。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年２月27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

当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により

生じます。

本案件は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該当します。

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。

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

川崎市上下水道局公告第９号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 マンホールポンプ設備更新その２工事

履行場所 川崎市高津区宇奈根755地先ほか

履行期限 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る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。

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。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 平成30年２月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札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 千代ヶ丘３丁目350mm－50mm配水管布設替工事

履行場所
自：麻生区千代ヶ丘３－17－９先

至：麻生区千代ヶ丘３－７－15先　ほか７件

履行期限 契約の日から330日間
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参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されている者。

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

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「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。

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

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月26日　午後１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又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「三田２丁目300mm－50mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ落札

ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「三田２丁目300mm－50mm配水管布設替工事」の順に行います。

⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「三田２丁目300mm－50mm配水管布設替工事」の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 三田２丁目300mm－50mm配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区三田１－２－10先

至：多摩区三田２－3242先　ほか６件

履行期限 契約の日から370日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。
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⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されている者。

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

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「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。

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

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月26日　午後１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又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「千代ヶ丘３丁目350mm－50mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ

落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定

に該当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「千代ヶ丘３丁目350mm－50mm配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「千代ヶ丘３丁目350mm－50mm配水管布設替工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札候

補者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当

する場合はこの限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東小倉150mm・100mm配水管布設替工事

履行場所
自：幸区東小倉５－12先

至：幸区東小倉20－14先　ほか２件

履行期限 契約の日から245日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「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。

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

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月26日　午後１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 麻生・等々力下水圧送管その11工事

履行場所 川崎市宮前区潮見台地内

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されている者。

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月26日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 堤根地区ほか下水枝線第215号工事

履行場所 川崎市川崎区堤根、日進町地内ほか

履行期限 契約の日から225日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

ている者。

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

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　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。

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。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月26日　午後１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又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田ポンプ場改築土木その３工事

履行場所 川崎市川崎区鋼管通４－17－１

履行期限 契約の日から平成33年３月15日まで
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　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」

及び「構成員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

構成員の割合を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

いる者。

　　オ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

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

されている者。

　　イ 　平成29・30年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定値通知書

における「土木一式」の総合評定値が1200点以上であること。

　　ウ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　エ 　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。

　　オ 　平成14年４月１日以降に、下水道ポンプ場（排水量10㎥／ｓ以上）または下水処理場の躯

体築造工事（土木施設）の完工実績（元請に限る。）を有すること。

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

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

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

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

小企業者であること。

　　ウ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　エ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年３月９日　午後５時00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

　⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札要綱に規定する総合評価落札方式の簡易型を適用し

ます。

　⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札（簡易型）のお知らせ」

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

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

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

得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

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

を要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第８号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２月13日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　長沢浄水場　排水処理施設業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本委託は、川崎市上下水道局長沢浄水場の排水処

理施設における運転管理業務及び設備維持管理業務

を行うものです。

　　※詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は３⑵の期間中に３⑴の場所にて競争入札参加申込

みを行ってください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成29・30年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「そ

の他の施設維持管理」に登載されていること。

　　 　なお、平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載されていない者（入札参加業種・種目に

登載のない者を含む。）で当該入札に参加を希望す

る者は、平成30年３月６日までに川崎市財政局資産

管理部契約課で所定の様式により、競争入札参加資

格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　平成14年４月１日以降に地方公共団体等が発注し

た浄水場の排水処理施設運転管理業務委託におい

て、横型加圧脱水機（ろ布走行形圧搾機構付）の運

転管理及びろ布交換業務の元請けとしての契約及び

履行実績を有すること。

　⑸ 　この業務委託の施行にあたり、次の資格を有する

者を専任で業務に従事させることができること。た

だし、当該従事者が複数の資格を兼任することがで

きます。

　　ア 　水道技術管理者資格取得講習修了者

　　イ 　産業廃棄物中間処理施設技術管理者

　　ウ 　酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者

　　エ 　クレーン運転技能講習修了者

　　オ 　玉掛技能講習修了者

　　カ　高圧及び低圧電気取扱者安全衛生特別講習修了者

　　キ　足場組立等作業従事者特別教育講習修了者

　　ク　乙種第４類危険物取扱者

　　※ 　２⑷から２⑸に関しましては、10⑵を必ずお読

みください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　※「入札情報かわさき」のアドレス

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

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　平成30年２月13日～平成30年３月６日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込み方法・期間

　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所にて、３⑵の期

間に提出してください。

　 　競争入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表

（上下水道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。インタ

ーネットからの取得ができない場合には、３⑴の場所

にて、３⑵の期間に配布します。

　 　また、競争入札参加申込書の郵送による提出は認め

ません。

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は電子ファイルのダウンロードに

より取得してください。川崎市ホームページ「入札情

報かわさき」の「入札情報（委託）」内「入札公表（上

下水道局）」に掲げる「入札公表詳細」からＰＤＦフ

ァイル「見積用設計図書類」をダウンロードすること

ができます。インターネットから取得できない場合に

は、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答
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　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所へ、次の

期間に提出してください。（どちらか一方の場合

は、質問は受付いたしません。）

　　　　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　　　期間　平成30年３月７日～平成30年３月12日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　平成30年３月16日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法は、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の上下水道局「入札参加手続関係」に掲げる

「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、平成30年３月16日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、平成30年３月16日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成30年３月16日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の提出及び入札方法

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時　平成30年３月27日

　　　　　　午後２時30分

　　　（イ） 入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札

室（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出期限　平成30年３月26日

　　　　　　必着

　　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ

　　　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所

定の入札書を入れて封印し、当該封筒に１

⑴の件名及び「入札書在中」と明記し、必

ず書留郵便により送付してください。

　　　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３

⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月27日　午後２時30分

　　イ 　場所　 砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）
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　⑶ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限を委任した

書類を事前に提出しなければなりません。

　⑷ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は直ちに再度入札を行い

ます。（開札に立ち会わない者は再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

10　落札者の決定・競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、落札者と

して決定します。資格審査の結果、当該落札候補者

に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の低い入札者について同様の審査を

実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者につきましては、「入札参加条件確認

（申請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入

札参加手続関係」の中から取得してください。）、２

⑷及び⑸の条件を満たす事項を確認することができ

る書類を担当課（川崎市上下水道局長沢浄水場　住

所：川崎市多摩区三田５－１－１　電話：044－911

－2022）に持参し、確認を受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加

条件の確認ができないため無効となる場合があり

ますので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分にご注意ください。

　 　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」をご確認ください。

13　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　伊藤

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

14　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract):
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　　　 Control and operation business of the sludge 

treatment facility in Nagasawa Purification 

Plant

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　a Direct delivery

　　　　2:30P.M. 27 March 2018

　　　b By mail

　　　　26 March 2018

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI  CITY  OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, 

Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第９号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年２月13日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成30年度給配水情報管理システムデータ修正業

務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　（川崎市役所第２庁舎内）

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月22日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、給配水情報管理システムのデータ

修正に伴い、上下水道局事業所に設置された端末機

器を用いたデータの入力作業等を行うものです。

　　　給配水情報管理システムデータ修正業務一式

　　　※詳細は業務委託設計書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は３⑵の期間中に３⑴の場所にて競争入札参加申込

みを行ってください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業

務」に登載されていること。

　　 　なお、平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載されていない者（入札参加業種・種目に

登載のない者を含む。）で当該入札に参加を希望す

る者は、平成30年３月６日までに川崎市財政局資産

管理部契約課で所定の様式により、競争入札参加資

格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　平成14年４月１日以降に、水道事業体からＧＩＳ

ソフトウェアによる水道施設データ更新業務の元請

としての履行完了実績を有すること。

　⑸ 　公的認証機関から、セキュリティ管理に係る日本

工業規格「ＪＩＳ Ｑ 27001 ／ＩＳＭＳ」、「ＪＩＳ 

Ｑ 15001 ／プライバシーマーク」又はこれに類す

るものの付与認定を受けていること。

　　※ ２⑷と２⑸に関しましては、10⑵を必ずお読みく

ださい。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　　※「入札情報かわさき」のアドレス

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

html

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　平成30年２月13日～平成30年３月６日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込み方法・期間

　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所にて、３⑵の期

間に提出してください。

　 　競争入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表

（上下水道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。インタ

ーネットからの取得ができない場合には、３⑴の場所

にて、３⑵の期間に配布します。

　 　また、競争入札参加申込書の郵送による提出は認め

ません。

５ 　見積用設計図書類の取得
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　 　本件の設計図書類は電子ファイルのダウンロードに

より取得してください。川崎市ホームページ「入札情

報かわさき」の「入札情報（委託）」内「入札公表（上

下水道局）」に掲げる「入札公表詳細」からＰＤＦフ

ァイル「見積用設計図書類」をダウンロードすること

ができます。インターネットから取得できない場合に

は、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所へ、次の

期間に提出してください。（どちらか一方の場合

は、質問は受付いたしません。）

　　　　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　　　　期間　平成30年３月７日～平成30年３月12日

　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　平成30年３月16日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法は、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の上下水道局「入札参加手続関係」に掲げる

「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、平成30年３月16日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、平成30年３月16日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成30年３月16日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の提出及び入札方法

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時　平成30年３月27日

　　　　　　午後２時30分

　　　（イ） 入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札

室（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出期限　平成30年３月26日

　　　　　　必着

　　　（イ）入札書の提出先　３⑴に同じ

　　　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所

定の入札書を入れて封印し、当該封筒に１
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⑴の件名及び「入札書在中」と明記し、必

ず書留郵便により送付してください。

　　　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３

⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月27日　午後２時30分

　　イ 　場所　 砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）

　⑶ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限を委任した

書類を事前に提出しなければなりません。

　⑷ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は直ちに再度入札を行い

ます（開札に立ち会わない者は再度入札に参加の意

思がないものとみなします。）。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

10　落札者の決定・競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、落札者と

して決定します。資格審査の結果、当該落札候補者

に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の低い入札者について同様の審査を

実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者につきましては、「入札参加条件確認

（申請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入

札参加手続関係」の中から取得してください。）、２

⑷及び⑸の条件を満たす事項を確認することができ

る書類を担当課（川崎市上下水道局水道部水道計画

課　住所：川崎市宮本町１番地　川崎市役所第２庁

舎２階　電話：044－200－2483）に持参し、確認を

受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加

条件の確認ができないため無効となる場合があり

ますので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　伊藤

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

13　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Heisei 30:

　　　Inputting revised data to the information 　

　　　 management system regarding water supply and 

distribution

　⑵ 　Time limit for tender:
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　　　a Direct delivery

　　　　2:30P.M. 27 March 2018

　　　b By mail

　　　　26 March 2018

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, 

Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097

交 通 局 広 告

川崎市交通局公告第６号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月16日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎乗車券発売所管理運営等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　仕様書のとおり

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　ア 　乗車券の発売、払戻し、書換え、変更、再発行

業務

　　イ 　ＩＣカードの発売、入金及び預り金の収納保管

業務

　　ウ 　高齢者フリーパスの交付、再交付、払戻し及び

預り金の収納保管業務

　　エ 　売上金の精算、収納、保管業務

　　オ 　乗車券、ＩＣカード及びＩＣ関連機器等の適正

な管理に関する業務

　　カ 　路線、乗り場等の案内及び問合せ（電話を含む）

対応業務

　　　※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29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「受付案内、電話

交換等の一般事務サービス」で登録されていること。

　⑶ 　平成24年４月１日以降に、交通事業者（バス事業

又は鉄道事業に限る。）発注の乗車券販売業務に関

する契約の実績を有すること。

　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の実績を証明する書

類（契約書の写し等）を提出しなければなりません。

一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からダウンロードしてくだ

さい。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月16日から平成30年１月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　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、その結果を平成30年１月31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　小坂

　　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

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
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経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月７日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　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 　現在本案件と同内容の案件の業務を履行している

者が落札した場合を除き、落札後から履行期間の開

始前までの間に、必要に応じて落札者と別途随意契

約を締結し、本案件業務の研修及び引継ぎを実施す

る予定です。なお、これに係る期間・経費に関して

は、落札者と協議の上決定します。

　⑵ 　川崎市交通局は、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、本案件

の契約を変更し、又は解除することができるものと

します。また、この変更又は解除に伴い損失が生じ

た場合は、その損失の補填を川崎市交通局に対して

請求することができるものとし、補償額は協議の上

決定します。

　⑶ 　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。

　⑷ 　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。

　⑸ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第７号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月16日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ノートパソコン（31台）賃貸借保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局本局

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「リース」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「事務用機器」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月16日から平成30年１月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法
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　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年１月26日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部庶務課　庶務係　都築

　　電話　044－200－3214

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月２日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除をすることができるものとします。ま

た、上記変更又は解除に伴い損失が生じた場合は、

その損失の補填を川崎市交通局に対して請求するこ

とができるものとし、補償額は協議して定めるもの

とします。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第８号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月16日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　タイヤ（245・275）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成30年９月30日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「自動

車」、種目「タイヤ」で登録されており、かつ、ラ

ンク「Ａ」又は「Ｂ」に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。
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３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月16日から平成30年１月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からもダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年１月24日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、算定した金額の108

分の100に相当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年１月31日　午前11時

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第９号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月16日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　バッテリ（210Ｈ52・75Ｄ23Ｒ）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成30年９月30日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。
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２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成29・30年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目

「自動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月16日から平成30年１月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年１月24日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、算定した金額の108

分の100に相当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年１月31日　午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて定

めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────
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川崎市交通局公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月17日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成30年度川崎市交通局採用選考に係る求人広告

掲出業務（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要・予定回数

　　　仕様書のとおり

　　注 ）予定回数は、あくまで予定でありこれを保証す

るものではありません。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「広告代理店」で

登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月17日から平成30年１月24日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年１月29日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部庶務課　職員係　田中

　　電話　044－200－3215

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　掲出広告媒体ごとに単価と予定回数を乗じた総価

で行います。この金額には、その他一切の諸経費を

含めて算定してください。入札者は、算定した金額

の108分の100に相当する金額を入札書の合計金額に

記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月５日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。
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　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第11号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月18日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　リヤ左右タイヤハウス交換修理〈17両〉一式

　⑵ 　履行場所

　　　交通局指定場所

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年10月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該案件を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月18日から平成30年１月25日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年１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

　　自動車部運輸課　車両係　石沢

　　電話　044－200－3240

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月６日　午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効
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　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第12号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月18日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び予定数量

　　　尿素水（ＡｄＢｌｕｅ）　33,800リットル

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、

　　　鷲ヶ峰営業所、菅生営業所

　⑷ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成30年９月30日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「薬品」、

種目「化学工業薬品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月18日から平成30年１月25日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年１月26日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１リットル当たりの単価に予定数量を乗じた総価

で行います。この金額には、その他一切の諸経費を

含めて算定してください。入札書には、算定した金

額の108分の100に相当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月２日　午後２時00分
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　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第13号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月19日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成30年度広告物、絵画等取付・取外業務委託

（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、

　　　鷲ヶ峰営業所、菅生営業所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　バス車内額面及び車内ちらし広告並びにギャラリ

ーバス車内絵画等の取付作業及び取外作業を行う。

詳細は、仕様書による。

　⑸ 　予定作業数

　　　83,689作業

　　注 ）予定作業数は、あくまで予定でありこれを保証

するものではありません。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「その他」、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月19日から平成30年１月26日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に



川 崎 市 公 報 （第1,740号）平成30年(2018年)２月13日

－545－

は、その結果を平成30年２月１日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　営業企画担当　山口

　　電話　044－200－2491

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１作業当たりの単価に予定作業数を乗じた総価で

行います。この金額には、その他一切の諸経費を含

めて算定してください。入札者は、算定した金額の

108分の100に相当する金額を入札書の金額欄に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月８日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第14号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月22日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ワイシャツ・半袖ワイシャツ（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質及び予定数量

　　　仕様書のとおり

　　注 ）予定数量はあくまで予定であり、これを保証す

るものではありません。

２ 　入札参加資格の資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「衣料用品」、種目「衣

服」に登載されていること。

　⑶ 　この購入（製造）物品について平成20年４月１日

以降に類似の契約実績があること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び２⑶に定める実績を証す

る書類（契約書の写し等）を提出しなければなりませ

ん。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－546－

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からダウンロードしてく

ださい。

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月22日から平成30年１月29日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により所定の書類を提出した者には、入札説明書

を無料で交付します。

　※ 入札説明書は３⑵の期間中に市バスホームページ内

「入札情報」からダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月２日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部労務担当　高尾

　　電話　044－200－3230

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札者は、算定した金額の108分

の100に相当する金額を入札書の合計金額に記載し

てください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月９日　午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第15号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月22日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　男性制服・男性夏ズボン（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質及び予定数量

　　　仕様書のとおり

　　注 ）予定数量はあくまで予定であり、これを保証す

るものではありません。

２ 　入札参加資格の資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「衣料用品」のランク
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「Ａ」又は「Ｂ」、種目「衣服」に登載されている

こと。

　⑶ 　この購入（製造）物品について平成20年４月１日

以降に類似の契約実績があること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び２⑶に定める実績を証す

る書類（契約書の写し等）を提出しなければなりませ

ん。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からダウンロードしてく

ださい。

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月22日から平成30年１月29日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により所定の書類を提出した者には、入札説明書

を無料で交付します。

　※ 入札説明書は３⑵の期間中に市バスホームページ内

「入札情報」からダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月２日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部労務担当　高尾

　　電話　044－200－3230

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札者は、算定した金額の108分

の100に相当する金額を入札書の合計金額に記載し

てください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月９日　午前11時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第16号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月23日

 川崎市交通事業管理者　　　　　

 交通局長　平　野　　　　誠　　
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１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　車両清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　バス車両の清掃及び車内シートクリーニング業務

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「建物清掃等」、地域区分「市内」で登

録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月23日から平成30年１月30日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月５日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　車両係　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月13日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
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交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　⑷ 　本調達が契約された場合、直接関連する他の委託

契約を本調達の契約業者と随意契約により締結する

予定があります。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市契約条例、川崎市交通局契約規程及び川崎市財政

局ホームページ「入札情報かわさき」の「公契約関

係」から、「特定工事請負契約及び特定業務委託契

約の手引」をご覧ください。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第17号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月24日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　通話録音装置（26台）の賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成34年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「リース」、種目「事

務用機器」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月24日から平成30年１月31日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月７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　安全・サービス課　亀山

　　電話　044－200－3208

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月14日　午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ
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し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除をすることができるものとします。ま

た、上記変更又は解除に伴い損失が生じた場合は、

その損失の補填を川崎市交通局に対して請求するこ

とができるものとし、補償額は協議して定めるもの

とします。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第18号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　エアードライヤー（ＤＵ－５）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」のホームページからもダ

ウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月８日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等
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　⑴ 　入札方法

　　 　修理１個当たりの単価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額の108分の100に相当

する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月15日　午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第19号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　倍力装置、ブレーキ・バルブ修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」のホームページからもダ

ウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には
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その結果を平成30年２月８日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、算定した金額の108

分の100に相当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月15日　午前10時15分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第20号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　デンソー製冷房機器修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき
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ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月８日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　修理工賃１時間当たりの単価で行います。この金

額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ

さい。入札書には、算定した金額の108分の100に相

当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月15日　午前10時30分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第21号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　サプライポンプ（デンソー製）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。
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　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月８日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとの単価の合計額で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額の108分の100に相当

する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月15日　午前10時45分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第22号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　インジェクター（デンソー製）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間
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　　 　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月８日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとの単価の合計額で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額の108分の100に相当

する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月15日　午前11時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。
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　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第23号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　デンソー部品購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月８日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

と予定数量を乗じた総価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額の108分の100に相当

する金額を記載してください。

　　 　入札に当っては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月15日　午前11時15分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書及び明細書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
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入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第24号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　自動車電装部品（澤藤電機製）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月９日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

と予定数量を乗じた総価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額の108分の100に相当

する金額を記載してください。

　　 　入札に当っては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ
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ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月16日　午前10時00分

イ 　場　所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書及び明細書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第25号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　自動車電装部品（三菱電機製）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車用品」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からもダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月９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。
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６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

と予定数量を乗じた総価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額の108分の100に相当

する金額を記載してください。

　　 　入札に当っては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月16日　午前10時15分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書及び明細書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第26号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　自動車電装部品（オルタネータコイル修理品）購

入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階
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　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からダウンロードもでき

ます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月９日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品名・品番ごとに単価と予定数量を乗じた総価で

行います。この金額には、その他一切の諸経費を含

めて算定してください。入札書には、算定した金額

の108分の100に相当する金額を記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月16日　午前10時30分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書及び明細書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第27号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年１月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　平　野　　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　塩浜営業所ほか14施設で使用する電気（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　概要、予定使用電力量等

　　　仕様書のとおり

２ 　入札参加資格の資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。
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　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「その他の物品販売」、

種目「電気供給」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項の規定により「Ａ」又は

「Ｂ」ランクに格付けされていること。

　⑷ 　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２

の規定に基づき小売電気事業の登録を受けているこ

と。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」からダウンロードしてく

ださい。

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年１月29日から平成30年２月５日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により所定の書類を提出した者には、入札説明書

を無料で交付します。※入札説明書は３⑵の期間中に

市バスホームページ内「入札情報」からダウンロード

できます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月13日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　管理担当　小坂

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は、所定の入札書を用い、積算の基礎となっ

た単価等を詳細に記載した明細内訳書（様式は任

意）とともに、入札件名を記載した封筒に入れて提

出してください。

　　 　入札は、予定使用電力量に対する総価で行います。

　　 　入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、契約電

力、契約電流及び契約容量の基本料金単価並びに電

力量料金単価（いずれも小数点第２位まで）を基に

算出した金額の108分の100に相当する金額（円未満

は、切り上げること。）を入札書に記載するように

してください。なお、入札金額の算出に当たっては、

力率は100％とし、燃料費調整額及び電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法（平成23年法律第108号）に基づく賦課金は考

慮しないものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成30年２月20日　午前11時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成30年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める
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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 規 程

川崎市病院局規程第１号

　川崎市立病院の管理等に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。

　　平成30年１月25日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

　　　川崎市立病院の管理等に関する規程の一部

　　　を改正する規程

　川崎市立病院の管理等に関する規程（平成17年川崎市

病院局規程第１号）の一部を次のように改正する。

　第５条第２項第１号中「第３土曜日」の次に「並びに

10月の第２土曜日」を加える。

　附　則

　この規程は、公表の日から施行する。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第６号

　平成30年１月15日川崎市病院局公告第５号を次のとお

り訂正します。

　　平成30年１月24日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

　　　誤

６ 　選定参加申込みに必要な書類

　⑴ 　申込者が法人の場合

　　キ 　川崎市税の納税証明書（川崎市内に本社又は事

業所がある法人の場合）

　　　ａ　川崎市法人市民税

　　　　※ 　申込み時点において終了している事業年度

のうち直近２年度分の納税証明書をそれぞれ

１部ずつ提出すること（未納がないこと。）。

　　　ｂ　固定資産税（償却資産を含む。）

　　　　※ 　平成26年度及び平成27年度の納税証明書を

それぞれ１部ずつ提出すること

　　　　　　（未納がないこと。）。

　⑵ 　　申込者が個人の場合

　　カ　川崎市税の納税証明書（川崎市民の方のみ）

　　　ａ　川崎市市民税

　　　　※ 　平成26年度及び平成27年度の納税証明書を

それぞれ１部ずつ提出すること

　　　　　　（未納がないこと。）。

　　　ｂ　固定資産税（償却資産を含む。）

　　　　※ 　平成26年度及び平成27年度の納税証明書を

それぞれ１部ずつ提出すること

　　　　　　（未納がないこと。）。

　　　正

６ 　選定参加申込みに必要な書類

　⑴ 　申込者が法人の場合

　　キ 　川崎市市税の納税証明書（川崎市内に本社又は

事業所がある法人の場合）

　　　（ア）川崎市法人市民税

　　　　　※ 　申込み時点において終了している事業年

度のうち直近２年度分の納税証明書をそれ

ぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ

と。）。

　　　（イ）固定資産税（償却資産を含む。）

　　　　　※ 　平成27年度及び平成28年度の納税証明書

をそれぞれ１部ずつ提出すること（未納が

ないこと。）。

　⑵ 　申込者が個人の場合

　　カ　川崎市市税の納税証明書（川崎市民の方のみ）

　　　　（ア）川崎市個人市民税

　　　　　※ 　平成27年度及び平成28年度の納税証明書

をそれぞれ１部ずつ提出すること（未納が

ないこと。）。

　　　　（イ）　固定資産税（償却資産を含む。）

　　　　　※ 　平成27年度及び平成28年度の納税証明書

をそれぞれ１部ずつ提出すること（未納が

ないこと。）。

　　　───────────────────

川崎市病院局公告第７号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

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
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下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院防火設備点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業種　　「施設維持管理」

種目　　「消火設備保守点検」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。
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競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

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

川崎市病院局公告第８号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
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効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　本調達に関する落札決定の効果は、平成30年川

崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決

を要します。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院一般廃棄物収集運搬業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「廃棄物関連業務」

種　目　　「一般廃棄物収集」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること（許可証明書の写しは参

加申し込み時に提出すること）

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分（案件１と案件２は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院一般廃棄物収集運搬業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「廃棄物関連業務」

種　目　　「一般廃棄物収集」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること（許可証明書の写しは参

加申し込み時に提出すること）

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分（案件１と案件２は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院消防設備等点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「施設維持管理」

種　目　　「消火設備保守点検」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分（案件３と案件４は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院消防設備等点検業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「施設維持管理」

種　目　　「消火設備保守点検」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分（案件３と案件４は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 鹿島田看護職員宿舎建物管理業務委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録
業　種　　「施設維持管理」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 電離放射線個人線量測定業務委託

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「調査・測定」

種　目　　「その他調査測定」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院ＲＩ関係保守及び放射性物質法定濃度測定業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20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。



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－568－

（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院ＲＩ関係保守及び放射性物質法定濃度測定業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院胎盤及び産あい物処理業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「その他業務」

種　目　　「その他」

地域区分 設定しません。

そ の 他

えなその他出産に伴う産あい物処理業取締条例により神奈川県内において処理業者と

して許可を自社において有すること（許可証明書の写しは参加申し込み時に提出する

こと）

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件10）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院小児科病棟保育業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「その他業務」

種　目　　「介護、保育、福祉の業務サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。
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競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件11）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院自動造影剤注入装置保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件12）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院人工呼吸器（ニューポートベンチレーター他）保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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（案件13）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院アトムメディカル製医用機器保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件14）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院体外式衝撃波結石破砕装置保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件15）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院高圧蒸気滅菌装置（オートクレーブ）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件16）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院自動血球分析装置（ＸＮ－3000）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月20日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件17）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 平成22 ～ 28年度調達パーソナルコンピュータ等保守委託

履行場所

川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階（病院局）

川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「電算関連業務」

種　目　　「その他の電算関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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（案件18）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院内保育室調理業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「給食調理業務」

種　目　　「給食サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他

１ 　平成24年４月１日以降に、元請として、本業務委託に係る類似の契約実績（院内

保育室等の調理業務実績）を有すること。（その証として、契約書の写しなどを病院

局契約担当へ提出すること）

２ 　アレルギー食・アレルギーミルクの提供が可能なこと。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件19）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院昇降機設備保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「施設維持管理」

種　目　　「エレベータ保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会
競争参加申込時に、担当部署との仕様書確認と共に、現場視察を行うことを必須としますので、

病院局経営企画室契約担当まで、御連絡下さい。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

（案件20）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院立体駐車場昇降機設備保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「施設維持管理」

種　目　　「エレベータ保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。
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競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会
競争参加申込時に、担当部署との仕様書確認と共に、現場視察を行うことを必須としますので、

病院局経営企画室契約担当まで、御連絡下さい。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

（案件21）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院昇降機設備（ケアセンター）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「施設維持管理」

種　目　　「エレベータ保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会
競争参加申込時に、担当部署との仕様書確認と共に、現場視察を行うことを必須としますので、

病院局経営企画室契約担当まで、御連絡下さい。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

（案件22）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院滅菌洗浄等業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「医療関連業務」

種　目　　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他

平成24年４月１日以降に、元請として、病床規模250床以上の病院において医療器材の

洗浄、滅菌及び消毒業務の契約実績を有すること。（その証として、契約書の写しなど

を病院局契約担当へ提出すること）

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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（案件23）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院院内保安警備業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　　「警備」

種　目　　「人的警備」

地域区分 「市内」又は「準市内」

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の

申 込
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月14日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

特定業務委託

に関する事項

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

託契約に該当します。

特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金を労働

者に支払っていただくことが契約条項に加わります。

　また、本案件は、年度ごとに定める最新の作業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責任となり、場合によっては契約解除となる可能

性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契約

条例、川崎市病院局契約規程、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認くだ

さい。

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/docs/koukeiyaku.htm）

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

川崎市病院局公告第９号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと
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に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ア ）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　本調達に関する落札決定の効果は、平成30年川

崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決

を要します。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 再生紙の基本単価契約

履行場所

川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１　　　　　　　　　　（川崎市立井田病院）

川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　（病院局）

契約期間 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　　種　　「文具・事務機器」

種　　目　　「用紙類」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

サ ン プ ル 提 出 期 間
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。（同等品の提案については、

上記の各履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

サ ン プ ル 審 査 結 果 平成30年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。
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入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成30年度内に発注が予想される見込数量であ

り、発注を約束するものではありません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 ペーパータオルの基本単価契約（220㎜×230㎜）

履行場所

川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１　　　　　　　　　　（川崎市立井田病院）

川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　（病院局）

契約期間 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録
業　　種　　「日用品雑貨」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

同 等 品 の 提 案 期 間
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。（同等品の提案については、

上記の各履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る 回 答 平成30年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成30年度内に発注が予想される見込数量であ

り、発注を約束するものではありません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 医師用白衣の単価供給契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１　　　　　　　　　　（川崎市立井田病院）

契約期間 業　　種　　「衣料用品」

競争参加資格

名 簿 の

登　 録
種　　目　　「白衣」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

同 等 品 の 提 案 期 間
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。（同等品の提案については、

上記の各履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る 回 答 平成30年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。
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入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成30年度内に発注が予想される見込数量であ

り、発注を約束するものではありません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 ナースシューズの単価供給契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１　　　　　　　　　　（川崎市立井田病院）

契約期間 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　　種　　「衣料用品」

種　　目　　「ゴム・皮革製品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

同 等 品 の 提 案 期 間
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。（同等品の提案については、

上記の各履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る 回 答 平成30年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成30年度内に発注が予想される見込数量であ

り、発注を約束するものではありません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院及び井田病院で使用する上半期給食用米穀の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１　　　　　　　　　　（川崎市立井田病院）

契約期間 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　　種　　「食料品」

種　　目　　「食料品」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

納品予定米の提案期間
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。（提案については、川崎市立

川崎病院にて提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る 回 答 平成30年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－578－

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成30年度内に発注が予想される見込数量であ

り、発注を約束するものではありません。

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院及び井田病院で使用する患者給食用乳製品等の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１　　　　　　　　　　（川崎市立井田病院）

契約期間 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　　種　　「食料品」

種　　目　　「食料品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、平成30年度内に発注が予想される見込数量であ

り、発注を約束するものではありません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 複写品サービスの調達（基本単価契約）

履行場所

川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１　　　　　　　　　　（川崎市立井田病院）

川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　（病院局）

契約期間 平成30年４月１日から平成33年３月31日まで（３年間の長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　　種　　「複写サービス」

種　　目　　「複写サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市病院局公告第10号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年１月25日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ア ）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する院内通信システム用ＰＨＳの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院）

契約期間 契約締結日から平成30年３月30日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　　種　　「家電・通信機器」

種　　目　　「通信機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競 争 参 加 の 申 込 平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。

同 等 品 の 提 案 期 間
平成30年１月25日から平成30年２月２日まで受付けます。（同等品の提案については、

上記の履行場所にて提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る 回 答 平成30年２月13日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年２月21日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

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

病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第２号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　平成30年２月13日

 川崎市病院事業管理者　　堀　内　　行　雄

１ 　物品等の名称及び数量

　　川崎市立井田病院で使用する電気　

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　川崎御幸ビル７階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年12月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　　東京都港区六本木１丁目８番７号

　　代表取締役　鈴木　順子

５ 　契約金額

　　125,745,256円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　平成29年11月10日

消 防 局 告 示

川崎市消防局公告第２号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　平成30年１月19日

 川崎市消防長　田　中　経　康　　

訓

練

１

日 時
平成30年１月30日（火）

15時47分～ 15時48分

場 所
川崎区堤根52番地

川崎市環境局堤根処理センター

消防隊数 消防隊５隊 計５隊

　　　───────────────────

川崎市消防局公告第３号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公
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告します。

　　平成30年１月19日

 川崎市消防長　田　中　経　康　　

訓

練

１

日 時
平成30年１月25日（木）

10時00分～ 11時00分

場 所
川崎区東扇島58－１

川崎市東扇島東公園

消防隊数 消防隊４隊 計４隊

教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第１号

　川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年１月31日

 川崎市教育委員会

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則の

一部を改正する規則

　川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則（平成

19年川崎市教育委員会規則第１号）の一部を次のように

改正する。

第２条の表中

「

川崎市立生田中学校 特別創作活動センター

 」

を

「

川崎市立生田中学校 特別創作活動センター

川崎市立はるひ野小学校及び

川崎市立はるひ野中学校

はるひ野黒川地域交流

センター

 」

に改める。

　別表に次のように加える。

４ 　はるひ野小学校及びはるひ野中学校

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第２号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　平成30年１月22日

 川崎市教育委員会　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　日　時　平成30年１月30日（火）13時00分から

２ 　場　所　教育文化会館　第６会議室

３ 　議　事

　　議案第71号　 川崎市立学校特別開放施設の使用に関

する規則の一部を改正する規則の制定

について

　　議案第72号　 地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第29条の規定に基づく意見聴取に

ついて

　　議案第73号　 子ども読書活動推進計画（第３次）に

ついて

４ 　その他報告等

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

川崎市選挙管理委員会告示第１号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における候補者本間賢次郎の出納責任者から提

出があった選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要

旨を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１

項の規定により、次のとおり公表します。

　　平成30年１月19日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　平　子　瀧　夫　　

区　　分

午前９時15分

～

午前11時15分

午前11時30分

～

午後１時30分

午後１時45分

～

午後３時45分

午後４時

～

午後６時

午後６時30分

～

午後８時30分

午前９時15分

～

午後８時30分

はるひ野

黒川地域

交流セン

ター

多目的

ホール

大

ホール
770円 770円 770円 770円 1,090円 4,170円

小

ホール
590円 590円 590円 590円 870円 3,230円

ミーティング

ルーム
370円 370円 370円 370円 520円 2,000円

　附　則

　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
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川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第４号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

ため、通知の送達ができないので公示します。

平成30年１月17日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

　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60日以内に、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（以下「取消訴訟」といいます。）

は、前記の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箇月以内に、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。なお、取消訴訟は、前記の審査請求に

ついての裁決を経た後でなければ提起することができな

いこととされていますが、１　審査請求があった日から

３箇月を経過しても裁決がないとき、２　処分、処分の

執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき、３　その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取

消訴訟を提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第５号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明のため、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月17日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

　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60日以内に、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箇月以内に、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６号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別

この公示により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

28年度

国民健康

保険料
第１期

平成30年２月２日

（第１期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第２期

平成30年２月２日

（第２期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年２月２日

（第３期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年２月２日

（第４期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
過年10月

平成30年２月２日

（過年10月分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年２月２日

（第４期分）
計６件

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計13件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計19件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期

平成30年２月２日

（第７期分）
計94件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第７号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　
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年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期）
計３件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期

平成30年２月２日

（第７期）
計35件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第８号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年２月２日

（第４期分）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計４件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計13件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期

平成30年２月２日

（第７期分）
計57件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第９号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
第６期

平成30年２月１日

（第６期分）
計６件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第10号

　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

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。

　　平成30年１月22日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第９期

平成30年２月１日

（第９期分）
計23件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第11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

ため、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月24日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

　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60日以内に、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（以下「取消訴訟」といいます。）

は、前記の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箇月以内に、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。なお、取消訴訟は、前記の審査請求に

ついての裁決を経た後でなければ提起することができな

いこととされていますが、１　審査請求があった日から

３箇月を経過しても裁決がないとき、２　処分、処分の

執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき、３　その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取

消訴訟を提起することができます。

（別紙省略）
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幸 区 公 告

川崎市幸区公告第２号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年２月２日

（第３期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年２月２日

（第４期分）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期

平成30年２月２日

（第７期分）
計44件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第３号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第９期

平成30年２月２日

（第９期分）
計12件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第４号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計６件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第５号

　次の国民健康保険料に係る過誤納金還付通知書を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、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７月31日法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月30日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　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

29年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計１件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第３号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交



（第1,740号）平成30年(2018年)２月13日 川 崎 市 公 報

－586－

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第８期 計８件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第４号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
第５期 平成30年２月２日 計８件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第５号

　次の国民健康保険料に係る過誤納金還付通知書を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、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７月31日法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計93件

平成

29年度

国民健康

保険料
第10月

平成30年２月２日

（第10月分）
計１件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第２号

　後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第

112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22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

滞納処分に

着手しうる日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計１件

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計７件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第３号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22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

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期分

平成30年２月２日

（第１期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期分

平成30年２月２日

（第２期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第３期分

平成30年２月２日

（第３期分）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第４期分

平成30年２月２日

（第４期分）
計３件

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期分

平成30年２月２日

（第５期分）
計３件
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平成

29年度

国民健康

保険料
第６期分

平成30年２月２日

（第６期分）
計７件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期分

平成30年２月２日

（第７期分）
計60件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第４号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第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。

　　平成30年１月22日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

29年度

介護

保険料
第８期分

平成30年２月２日

（第８期分）
計16件

平成

29年度

介護

保険料
第９期分

平成30年２月２日

（第９期分）
計16件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第５号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月23日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

 別紙省略

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第６号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月23日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

 別紙省略

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第９号

　次の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、国民健康保険法（昭和33年法律

第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第４期 平成30年２月２日 計４件

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期 平成30年２月２日 計８件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期 平成30年２月２日 計43件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期 平成30年２月２日 計35件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第10号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。
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　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第８期 平成30年２月２日 計８件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第11号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律第112条で準用する地方

税法第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
５期 平成30年２月２日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第12号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月25日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第13号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月25日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第３号

　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）並びに配

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、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。

　　平成30年１月18日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限 件数・備考

平成

28年度
計２件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第４号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日
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 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第９期 平成30年２月３日 計９件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第５号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
第６期 平成30年１月31日 計１件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第６号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達したところ、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。

　　平成30年１月22日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成30年２月１日

（第１期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期

平成30年２月１日

（第２期分）
計３件

平成

29年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年２月１日

（第３期分）
計４件

平成

29年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年２月１日

（第４期分）
計７件

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年２月１日

（第５期分）
計16件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年２月１日

（第６期分）
計20件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期

平成30年２月１日

（第７期分）
計98件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第７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（省略）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、通知が送達できないので公示します。

　　平成30年１月24日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

　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。

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第８号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙（省略）に記載の者に

ついて、印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の

規定により、その者に通知しなければならないところ住

所及び居所が不明の為、通知の送達ができないので公示

します。

　　平成30年１月24日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

　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。

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第９号

　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）及び配当

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
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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。

　　平成30年１月24日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限 件数・備考

平成29年度 計１件

 別紙省略

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第５号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月22日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

　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

ついての採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

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第６号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年１月22日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

　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

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第７号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第２期

平成30年２月２日

（第２期分）
計３件

平成

29年度
介護保険料 第３期

平成30年２月２日

（第３期分）
計３件

平成

29年度
介護保険料 第４期

平成30年２月２日

（第４期分）
計５件

平成

29年度
介護保険料 第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計５件

平成

29年度
介護保険料 第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計５件

平成

29年度
介護保険料 第７期

平成30年２月２日

（第７期分）
計５件

平成

29年度
介護保険料 第８期

平成30年２月２日

（第８期分）
計６件

平成

29年度
介護保険料 第９期

平成30年２月２日

（第９期分）
計７件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第８号

　次の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、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25

年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　
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年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年２月２日

（第５期分）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年２月２日

（第６期分）
計11件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期

平成30年２月２日

（第７期分）
計63件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第９号

　次の配当計算書（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、国民健康保険法

（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年１月22日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

別紙省略

正 誤

　川崎市公報第1,737号（平成29年12月25日発行）3451

ページ川崎市告示第615号中

「

新
小 倉

第72号線

川崎市幸区小倉４丁目

1541番９先
8.47

～

8.94

133.80
川崎市幸区小倉４丁目

1595番１先

 」

は

「

新
小 倉

第72号線

川崎市幸区小倉４丁目

1541番９先
8.47

～

8.94

133.80
隅きり

を含む川崎市幸区小倉４丁目

1595番１先

 」

の誤り。

　　　───────────────────

　川崎市公報第1,738号（平成30年１月10日発行）11ペ

ージ川崎市告示第619号中

「

52
下 野 毛

第55号線

高津区野毛３丁目

819番22先
4.50 34.80

高津区下野毛３丁目

819番53先

 」

は

「

52
下 野 毛

第55号線

高津区下野毛３丁目

819番22先
4.50 34.80

高津区下野毛３丁目

819番53先

 」

の誤り。

　　　───────────────────

　川崎市公報第1,739号（平成30年１月25日発行）248ペ

ージ川崎市公告（調達）第77号中「電気事業法（昭和39

年７月11日法律第170号）第３条第１項の規定に基づき

一般電気事業者として許可を得ている者又は同法第16条

の二第１項の規定に基づき特定規模電気事業者として届

出を行っている者であること」は「電気事業法（昭和39

年７月11日法律第170号）第２条の２の規定に基づき小

売電気事業者として登録を受けている者であること」の

誤り。
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