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告 示

川崎市告示第39号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師として次のとおり指定します。

　　平成30年２月１日

 川崎市長　　福田　紀彦　　

№ 指定年月日 氏　　名 医療機関名 所　在　地 診　療　科　目 担当する障害区分

１ 平成30年２月１日 堀内　直樹 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12－１ 眼科 視覚障害

２ 平成30年２月１日 嶺崎　輝海 新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢字都古255 眼科 視覚障害

３ 平成30年２月１日 髙橋　史子 ひまわり眼科
宮前区宮崎３－13－12

アーバンハイツ宮崎１階
眼科 視覚障害

４ 平成30年２月１日 岩波　将輝 宮前平いわなみ眼科

宮前区土橋７－１－３

メディカルプラザ

宮前区役所前

眼科 視覚障害

５ 平成30年２月１日 本間　那奈 関東労災病院 中原区木月住吉町１－１ 耳鼻咽喉科

聴覚又は

平衡機能障害

音声・言語又は

そしゃく機能障害

６ 平成30年２月１日 石井由希子 関東労災病院 中原区木月住吉町１－１ 耳鼻咽喉科

聴覚又は

平衡機能障害

音声・言語又は

そしゃく機能障害

７ 平成30年２月１日 鈴木　　香
聖マリアンナ

医科大学病院
宮前区菅生２－16－１ 耳鼻科

聴覚又は

平衡機能障害

音声・言語又は

そしゃく機能障害

８ 平成30年２月１日 田中好太郎
帝京大学医学部附属

溝口病院
高津区二子５－１－１ 耳鼻咽喉科

聴覚又は

平衡機能障害

音声・言語又は

そしゃく機能障害

９ 平成30年２月１日 石黒隆一郎 いしぐろ耳鼻科
川崎区池田１－６－３

八丁畷京急ビル３階
耳鼻咽喉科

聴覚又は

平衡機能障害

10 平成30年２月１日 杉山　　瑶 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12－１ リハビリテーション科

音声・言語又は

そしゃく機能障害

肢体不自由

11 平成30年２月１日 谷口　　眞 ＡＯＩ国際病院 川崎区田町２－９－１ 整形外科 肢体不自由

12 平成30年２月１日 沼口　俊平 ＡＯＩ国際病院 川崎区田町２－９－１ 整形外科 肢体不自由

13 平成30年２月１日 大内　崇弘 新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢字都古255 神経内科 肢体不自由

14 平成30年２月１日 木村　孝興 新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢字都古255 脳神経外科 肢体不自由

15 平成30年２月１日 藤村　公乃 新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢字都古255 小児科 肢体不自由

16 平成30年２月１日 徳山　承明
聖マリアンナ

医科大学東横病院
中原区小杉町３－435 神経内科 肢体不自由

17 平成30年２月１日 白土　崇輝
聖マリアンナ

医科大学病院
宮前区菅生２－16－１ 整形外科 肢体不自由
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18 平成30年２月１日 皆川　直毅
聖マリアンナ

医科大学病院
宮前区菅生２－16－１ 整形外科 肢体不自由

19 平成30年２月１日 小泉　英樹
聖マリアンナ

医科大学病院
宮前区菅生２－16－１ 整形外科 肢体不自由

20 平成30年２月１日 生田　研祐
帝京大学医学部附属

溝口病院
高津区二子５－１－１ 整形外科 肢体不自由

21 平成30年２月１日 三木　勇治
帝京大学医学部附属

溝口病院
高津区二子５－１－１ 整形外科 肢体不自由

22 平成30年２月１日 金﨑　志帆
帝京大学医学部附属

溝口病院
高津区二子５－１－１ 整形外科 肢体不自由

23 平成30年２月１日 平井　利明
帝京大学医学部附属

溝口病院
高津区二子５－１－１ 神経内科 肢体不自由

24 平成30年２月１日 川端　雄一
帝京大学医学部附属

溝口病院
高津区二子５－１－１ 神経内科 肢体不自由

25 平成30年２月１日 喜多島　出 虎の門病院分院 高津区梶ヶ谷１－３－１ 整形外科 肢体不自由

26 平成30年２月１日 川上　康彦
日本医科大学

武蔵小杉病院
中原区小杉町１－396 小児科 肢体不自由

27 平成30年２月１日 成宮　徳朗 宮川病院
川崎区大師駅前２－13－

13
整形外科 肢体不自由

28 平成30年２月１日 植村　信之 植村内科医院
幸区戸手本町１－44－５

－１階

内科・循環器内科・

小児科
心臓機能障害

29 平成30年２月１日 山上伸一郎 太田総合病院 川崎区日進町１－50 循環器内科 心臓機能障害

30 平成30年２月１日 都丸　公二 関東労災病院 中原区木月住吉町１－１ 呼吸器内科 呼吸器機能障害

31 平成30年２月１日 福田　純子 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12－１ 腎臓内科 じん臓機能障害

32 平成30年２月１日 三嶋　　晃 太田総合病院 川崎区日進町１－50 腎臓内科 じん臓機能障害

33 平成30年２月１日 佐々木奈津子
聖マリアンナ

医科大学病院
宮前区菅生２－16－１ 消化器・一般外科

ぼうこう又は

直腸機能障害

小腸機能障害

34 平成30年２月１日 榎本　浩也 新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢字都古255 消化器外科

ぼうこう又は

直腸機能障害

小腸機能障害

35 平成30年２月１日 黄　　和吉 新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢字都古255 泌尿器科
ぼうこう又は

直腸機能障害

36 平成30年２月１日 松田　隆晴 ＡＯＩ国際病院 川崎区田町２－９－１ 泌尿器科
ぼうこう又は

直腸機能障害

37 平成30年２月１日 木全　亮二
日本医科大学

武蔵小杉病院
中原区小杉町１－396 泌尿器科

ぼうこう又は

直腸機能障害

38 平成30年２月１日 富田　祐司
日本医科大学

武蔵小杉病院
中原区小杉町１－396 泌尿器科

ぼうこう又は

直腸機能障害

39 平成30年２月１日 奥瀬　千晃 川崎市立多摩病院 多摩区宿河原１－30－37 消化器・肝臓内科 小腸機能障害

40 平成30年２月１日 森田　　望 川崎市立多摩病院 多摩区宿河原１－30－37 消化器・肝臓内科 小腸機能障害

41 平成30年２月１日 末谷　敬吾 川崎市立多摩病院 多摩区宿河原１－30－37 消化器・肝臓内科 小腸機能障害

42 平成30年２月１日 平石　哲也 川崎市立多摩病院 多摩区宿河原１－30－37 消化器・肝臓内科 小腸機能障害

43 平成30年２月１日 星野　博之
聖マリアンナ

医科大学病院
宮前区菅生２－16－１ 消化器・一般外科 肝臓機能障害

44 平成30年２月１日 星岡　賢英
第二川崎

幸クリニック
幸区都町39－１ 消化器内科 肝臓機能障害

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第40号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師として、次のとおり指定内容を変更

します。

　　平成30年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　県内市外からの転入

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

１ 平成29年４月１日 大石　大輔 じん臓機能障害 腎臓・高血圧内科
川崎市立多摩病院

（多摩区宿河原１－30－37）

聖マリアンナ医科大学

横浜市西部病院（横浜

市旭区矢指町1197－１）

２ 平成28年４月１日 野村　素弘 肢体不自由 脳神経外科
関東労災病院

（中原区木月住吉町１－１）

横浜栄共済病院（横浜

市栄区桂町132番地）

２ 　川崎市内の異動

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

１ 平成26年８月１日 渡邊　昭司

聴覚又は平衡機能障害

音声・言語又は

そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科
渡辺耳鼻咽喉科（多摩区宿

河原４－25－２－101）

川崎市立多摩病院（多摩

区宿河原１－30－37）

２ 平成26年８月１日 渡邊　昭司

聴覚又は平衡機能障害

音声・言語又は

そしゃく機能障害

耳鼻咽喉科
渡辺耳鼻咽喉科（多摩区宿

河原４－25－２－101）

麻生総合病院（麻生区上

麻生６－25－１）

３ 平成29年10月１日 太組　一朗 肢体不自由 神経内科
聖マリアンナ医科大学病

院（宮前区菅生２－16－１）

日本医科大学武蔵小杉病

院

（中原区小杉町１－396）

４ 平成28年４月１日 中島　玲子 肢体不自由 内科
川崎田園都市病院（麻生区

片平1782番地）

川崎幸病院（幸区大宮町

31番地27）

５ 平成29年10月２日 太田　　篤
ぼうこう又は

直腸機能障害

内科・外科

消化器内科

おおたクリニック（麻生区

上麻生６－31－１ドウェ

ルイナリヤマ１階）

あさおサンフラワークリ

ニック（麻生区千代ヶ丘

５－７－１－204）

３ 　指定医師の兼務

№ 変更年月日 氏　　名
担当する

障害区分
診療科目 兼務先（所在地） 本務の医療機関（所在地）

１ 平成28年５月16日 嘉山　尚幸 視覚障害 眼科
聖マリアンナ医科大学病院

（宮前区菅生２－16－１）

かやま眼科クリニック

（高津区末長１－９－１スタイ

リオ梶ヶ谷Ｍａｌｌ６階）

２ 平成28年５月16日 嘉山　尚幸 視覚障害 眼科
川崎市立多摩病院

（多摩区宿河原１－30－37）

かやま眼科クリニック

（高津区末長１－９－１スタイ

リオ梶ヶ谷Ｍａｌｌ６階）

３ 平成29年９月１日 神林　智作 肢体不自由 脳神経外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

４ 平成29年９月１日 壺井　祥史 肢体不自由 脳神経外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

５ 平成29年９月１日 永尾　征弥 肢体不自由 脳神経外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

６ 平成29年９月１日 長﨑　弘和 肢体不自由 脳神経外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

７ 平成29年７月12日 村瀬　達彦 心臓機能障害 循環器科

さいわい鹿島田クリニック

（幸区新塚越201番地ルリ

エ新川崎）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

８ 平成29年12月22日 村瀬　達彦 心臓機能障害 循環器内科
川崎幸クリニック

（幸区南幸町１－27－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

９ 平成29年９月１日 太田　　竜

ぼうこう又は

直腸機能障害

小腸機能障害

外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）
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10 平成29年９月１日 小根山正貴

ぼうこう又は

直腸機能障害

小腸機能障害

外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院（幸区大宮町31－

27）

11 平成29年９月１日 後藤　学

ぼうこう又は

直腸機能障害

小腸機能障害

外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

12 平成29年９月１日 下島　礼子

ぼうこう又は

直腸機能障害

小腸機能障害

外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

13 平成29年９月１日 鈴木　理仁
ぼうこう又は

直腸機能障害
泌尿器科

第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

14 平成29年９月１日 田村　公嗣
ぼうこう又は

直腸機能障害
泌尿器科

第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

15 平成29年９月１日 成田　和広

ぼうこう又は

直腸機能障害

小腸機能障害

外科
第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

16 平成29年９月１日 善山　徳俊
ぼうこう又は

直腸機能障害
泌尿器科

第二川崎幸クリニック

（幸区都町39－１）

川崎幸病院

（幸区大宮町31－27）

17 平成29年４月１日 小野塚　聡 肢体不自由 脳神経外科
川崎市立井田病院

（中原区井田２－27－１）

川崎市立川崎病院

（川崎区新川通12－１）

18 平成29年９月23日 北島　和人 肢体不自由 神経内科
横浜新都市脳神経外科病院

（横浜市青葉区荏田町433）

きたじま内科・脳神経クリニッ

ク（宮前区東有馬５－１－２メ

ディカルプラザＤ東有馬１階）

19 平成29年10月１日 村岡　弘海 呼吸器機能障害 呼吸器内科
川崎市立多摩病院

（多摩区宿河原１－30－37）

聖マリアンナ医科大学病院（宮

前区菅生２－16－１）

20 平成29年12月１日 内野　賢治 肢体不自由 神経内科
川崎市立多摩病院

（多摩区宿河原１－30－37）

聖マリアンナ医科大学病院（宮

前区菅生２－16－１）

21 平成29年12月１日
田中　雄一

郎
肢体不自由 脳神経外科

麻生総合病院

（麻生区上麻生６－25－１）

聖マリアンナ医科大学病院（宮

前区菅生２－16－１）

22 平成29年11月１日 山本　寿子 肢体不自由 小児科
川崎市立多摩病院

（多摩区宿河原１－30－37）

聖マリアンナ医科大学病院（宮

前区菅生２－16－１）”

23 平成29年９月１日 白馬　伸洋
聴覚又は

平衡機能障害
耳鼻咽喉科

川崎西部地域療育センター

診療所

（宮前区平２－６－１）

帝京大学医学部附属溝口病院

（高津区二子５－１－１）

４ 　その他

№ 変更年月日 氏　　名 担当する障害区分 変更内容 変更後 変更前

１ 平成29年７月１日 木村美根雄 じん臓機能障害 医療機関の名称 なかじまクリニック 中島中央病院

２ 平成29年７月１日 堀江　正浩 肢体不自由 医療機関の名称 なかじまクリニック 中島中央病院

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

川崎市告示第41号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師としての指定を次のとおり取消しま

す。

　　平成30年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

№ 取消年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 元の医療機関名

１ 平成29年10月１日 竹腰　英樹
聴覚又は平衡機能障害

音声・言語又はそしゃく機能障害
耳鼻咽喉科

川崎西部地域療育センター診療所

（宮前区平２－６－１）

２ 平成19年９月30日 俵　　美河 肢体不自由 内科 川崎田園都市病院（麻生区片平1782番地）

３ 平成27年６月15日 柴田　俊子 呼吸器機能障害 内科 川崎田園都市病院（麻生区片平1782番地）

４ 平成29年９月30日 安達有多子 肢体不自由 内科 柿生記念病院（麻生区上麻生６－28－20）

５ 平成29年８月１日 大森　康歳 心臓機能障害 内科
こうかんクリニック

（川崎区鋼管通１－２－３）
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６ 平成29年８月１日 大森　康歳 心臓機能障害 内科 日本鋼管病院（川崎区鋼管通１－２－１）

７ 平成28年３月31日 岩﨑　靖士 肝臓機能障害 内科
こうかんクリニック

（川崎区鋼管通１－２－３）

８ 平成28年３月31日 岩﨑　靖士

ぼうこう又は直腸機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

内科 日本鋼管病院（川崎区鋼管通１－２－１）

９ 平成29年８月31日 笠原　啓史 心臓機能障害 心臓血管外科 川崎市立川崎病院（川崎区新川通12－１）

10 平成29年４月１日 末木　志奈 じん臓機能障害 人工透析内科
聖マリアンナ医科大学病院

（宮前区菅生２－16－１）

11 平成29年９月30日 久道三佳子 じん臓機能障害
腎臓・

高血圧内科

聖マリアンナ医科大学病院

（宮前区菅生２－16－１）

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

川崎市告示第42号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定します。

　　平成30年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

薬局

№ 指定年月日 薬局名 所在地 医療の種類 薬剤師 開設者名

１ 平成30年２月１日 つる薬局　東有馬店

宮前区東有馬

５－１－２

メディカルプラザＤ

東有馬１階

育成医療

・

更生医療

高梨　倫行

株式会社さくら調剤

代表取締役　小池仁美

目黒区八雲２－７－６－302

２ 平成30年２月１日
クリエイトエス・ディー

川崎宮崎台駅前店薬局

宮前区宮崎

２－10－８

育成医療

・

更生医療

福重由香里

株式会社クリエイトエス・ディー

代表取締役　廣瀨泰三

横浜市青葉区荏田西２－３－２

３ 平成30年２月１日
クリエイト薬局

宮前土橋店

宮前区土橋

１－21－11

ビル・ベルディア

１階

育成医療

・

更生医療

富満　唯

株式会社クリエイトエス・ディー

代表取締役　廣瀨泰三

横浜市青葉区荏田西２－３－２

４ 平成30年２月１日
クリエイト薬局

川崎宮前区役所前店

宮前区土橋

７－１－３

ＮＤＹ　１階

育成医療

・

更生医療

佐藤　明彦

株式会社クリエイトエス・ディー

代表取締役　廣瀨泰三

横浜市青葉区荏田西２－３－２

５ 平成30年２月１日 ドラセナ薬局
中原区丸子通

２－450－６

育成医療

・

更生医療

櫻井　英里

合同会社Ｄｒａｃａｅｎａ

代表社員　櫻井利之

中原区丸子通２－450－６

６ 平成30年２月１日
ハックドラッグ

宿河原薬局

多摩区宿河原

７－16－５

育成医療

・

更生医療

柏原　真紀

ウエルシア薬局株式会社

代表取締役　水野秀晴

千代田区外神田２－２－15

７ 平成30年２月１日 わかば薬局　新作店
高津区新作

３－１－４

育成医療

・

更生医療

吉田　洋子

株式会社わかば

代表取締役　杉本年光

横浜市港北区新横浜２－12－10

訪問看護

№ 指定年月日
訪問看護

ステーション名
所在地

医療の種

類
看護師 開設者名

１ 平成30年２月１日

訪問看護

リハビリステーション

ＲｅＳｍｉｌｅ新城

中原区新城３－５－１

新城中島ビル406

育成医療

・

更生医療

吉田こず枝

他５名

株式会社メディカル・スターツ

代表取締役　戸田正生

中原区新城３－５－１

新城中島ビル406

２ 平成30年２月１日
地域まるごと

ケアステーション川崎

幸区北加瀬３－19－５

コスモマンション303

育成医療

・

更生医療

磯野祐子

他３名

一般社団法人コ・クリエーション

代表理事　磯野祐子

幸区北加瀬２－１－43－716

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第43号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定内容を変更します。

　　平成30年２月１日

 川　崎　市　長　福　田　紀　彦　　

１　医療機関

　⑴ 　医師の変更

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

１ 平成30年１月１日 川崎市立川崎病院 川崎区新川通12－１ 眼科に関する医療 育成医療・更生医療 堀内　直樹 富田　洋平

　⑵ 　開設者の変更

№ 変更年月日 医療機関名 所在地 変更後 変更前 医療の種類

１ 平成29年７月１日
医療法人社団　永康会

元住吉腎クリニック

中原区木月３－６－18

モトスミコアビル３階

医療法人社団

永康会

理事長　千葉哲男

医療法人社団　永康会

理事長　安藤和弘

育成医療

・

更生医療

２ 平成29年７月１日

医療法人社団　永康会

武蔵新城

じんクリニック

中原区新城１－４－３

医療法人社団

永康会

理事長　千葉哲男

医療法人社団　永康会

理事長　安藤和弘
更生医療

３ 平成29年７月１日

医療法人社団　善仁会

多摩向ヶ丘

腎クリニック

多摩区登戸1780番地

トセキビル４階

医療法人社団

善仁会

理事長　安藤和弘

医療法人社団　善仁会

理事長　千葉哲男

育成医療

・

更生医療

４ 平成29年７月１日

医療法人社団　善仁会

溝の口第一

クリニック

高津区久本３－２－３

医療法人社団

善仁会

理事長　安藤和弘

医療法人社団　善仁会

理事長　千葉哲男
更生医療

５ 平成29年７月１日
医療法人社団　善仁会

丸子クリニック
中原区新丸子東１－840

医療法人社団

善仁会

理事長　安藤和弘

医療法人社団　善仁会

理事長　千葉哲男
更生医療

６ 平成29年７月１日

医療法人社団　善仁会

新百合ヶ丘

ガーデンクリニック

麻生区万福寺６－７－２

メディカルモリノビル

５階

医療法人社団

善仁会

理事長　安藤和弘”

医療法人社団　善仁会

理事長　千葉哲男
更生医療

　⑶ 　医療機関の名称・入院施設の有無の変更

№ 変更年月日 医療機関名 所在地 変更後 変更前 医療の種類

１ 平成29年７月１日
医療法人社団　槿仁会

なかじまクリニック

川崎区中島

３－９－９

医療法人社団槿仁会

なかじまクリニック

患者を入院する施設　無

医療法人社団槿仁会

中島中央病院

患者を入院する施設　有

育成医療

・

更生医療

２ 　薬局

　⑴ 　管理薬剤師の変更

№ 変更年月日 薬局名 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名 開設者 医療の種類

１ 平成29年７月１日
セントラル薬局

幸
幸区南幸町２－59－３ 木村　哲也 嶋野　弘幸

株式会社

ＳＦ・インフォネット

代表取締役　大塚吉史

高津区上作延539－５

育成医療

・

更生医療

２ 平成29年８月１日
アイン薬局

川崎店

川崎区日進町１－57

サンスクエア川崎７号棟

１階

田島　美紀 宮城　行由

株式会社

アインファーマシーズ

代表取締役　大石　美也

札幌市白石区東札幌五条

２－４－30

育成医療

・

更生医療

３ 平成29年11月１日
アイン薬局

鋼管通店

川崎区鋼管通

１－２－２
石坂　絵里子 竹澤　良子

株式会社アインファーマ

シーズ

代表取締役　大石　美也

札幌市白石区東札幌五条

２－４－30

育成医療

・

更生医療
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４ 平成29年10月１日 宮前薬局

川崎区宮前町11－22

アオキガーデンパレス

102

小林　昌平 森　隆史

株式会社アインファーマ

シーズ

代表取締役　大石　美也

札幌市白石区東札幌五条

２－４－30

育成医療

・

更生医療

５ 平成29年10月１日
クリエイト薬局

川崎登戸店
多摩区登戸582 荻野　掌子 田島　英顕

株式会社クリエイトエ

ス・ディー

代表取締役　廣瀨泰三

横浜市青葉区荏田西

２－３－２

育成医療

・

更生医療

６ 平成29年８月29日 コクミン薬局
川崎区新川通11－３

川崎海事ビル１Ｆ
中川　若菜 佐藤　毅

株式会社コクミン

代表取締役　絹巻秀展

大阪市住之江区粉浜西

１－12－48

育成医療

・

更生医療

７ 平成29年８月１日
コクミン薬局

武蔵小杉店

中原区小杉町

１－511－１

マイキャッスル

武蔵小杉Ⅳ101

若津屋　恵美 山本　央

株式会社コクミン

代表取締役　絹巻秀展

大阪市住之江区粉浜西１

－12－48

育成医療・

更生医療

８ 平成29年７月５日 ホリウチ薬局
川崎区駅前本町

３－６
黒川　尭哉 石倉　涼子

株式会社

サンドラッグファーマシーズ

代表取締役　落合佳宏

府中市若松町１－38－１

育成医療

・

更生医療

９ 平成29年11月１日 ホリウチ薬局
川崎区駅前本町

３－６
石倉涼子 黒川　尭哉

株式会社サンドラッグ

ファーマシーズ

代表取締役　落合佳宏

府中市若松町１－38－１

育成医療

・

更生医療

10 平成29年５月１日
スギ薬局

たいら店

宮前区平２－４－38

そうてつローゼン

たいら店内

鈴木　沙由里 蚊爪　一成

株式会社スギ薬局

代表取締役　榊原栄一

愛知県安城市三河安城町

１－８－４

育成医療

・

更生医療

11 平成29年７月19日
ロイヤル薬局

川崎店

川崎区宮前町11－22

アオキガーデンパレス

101

中村　裕美
小山　友香

理

株式会社ファーマみらい

代表取締役　清原陽子

世田谷区代沢５－２－１

育成医療

・

更生医療

12 平成29年10月16日
ロイヤル薬局

川崎店

川崎区宮前町11－22

アオキガーデンパレス

101

前田　みどり 中村　裕美

株式会社ファーマみらい

代表取締役　清原陽子

世田谷区代沢５－２－１

育成医療

・

更生医療

13 平成27年８月11日

調剤薬局

マツモトキヨシ

シンカモール店

幸区新川崎５－２

シンカモール１Ｆ
大井　康吉 佐野　智則

株式会社マツモトキヨシ

代表取締役　大田貴雄

千葉県松戸市新松戸東９

番地１

育成医療

・

更生医療

14 平成28年11月11日

調剤薬局

マツモトキヨシ

シンカモール店

幸区新川崎５－２

シンカモール１Ｆ
真﨑　薫令 大井　康吉

株式会社マツモトキヨシ

代表取締役　大田貴雄

千葉県松戸市新松戸東

９番地１

育成医療

・

更生医療

15 平成29年８月11日
田辺薬局

鋼管通り店

川崎区鋼管通

１－４－21
吉田　卓史 鳥居　幸子

有限会社アンディ

代表取締役　平山薫

中央区築地４－３－８

育成医療

・

更生医療

16 平成29年６月８日 川崎すみれ薬局
川崎区藤崎

４－21－１
相澤　ゆみ 石井　博之

一般社団法人

メディホープかながわ

代表理事　佐久間誠

横浜市神奈川区鶴屋町

３－35－１

第二米林ビル６階

育成医療

・

更生医療

17 平成28年８月１日 薬樹薬局　川崎

川崎区新川通11－８

アオキガーデンヒル

新川通１階

須能　郷夫
陶山　美也

子

薬樹株式会社

代表取締役　小森雄太

大和市西鶴間１－９－18

育成医療

・

更生医療

18 平成28年10月１日 薬樹薬局　川崎

川崎区新川通11－８

アオキガーデンヒル

新川通１階

中村　広樹 須能　郷夫

薬樹株式会社

代表取締役　小森雄太

大和市西鶴間１－９－18

育成医療

・

更生医療

19 平成29年８月１日
薬樹薬局

川崎２号店
川崎区境町３－４ 出口　雅之 天城　舞

薬樹株式会社

代表取締役　小森雄太

大和市西鶴間１－９－18

育成医療

・

更生医療
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20 平成29年10月１日
そうごう薬局

子母口店

高津区子母口

497－２
栗林　洋佑 林　雅樹

総合メディカル株式会社

代表取締役　坂本賢治

福岡市中央区天神

２－14－８

育成医療

・

更生医療

21 平成27年10月27日
本木薬局

高津店

高津区二子４－４－７

高津ＴＳビル１階
河井　伸朗

宍戸　恵里

子

株式会社本木薬局

代表取締役　池田直孝

足立区本木北町14－10

育成医療

・

更生医療

22 平成29年７月１日
ぱぱす薬局

武蔵小杉店

中原区中丸子13－21

ＬＲＯＣＫＳ

１階

水谷　貴宏 工藤　義博

株式会社ぱぱす

代表取締役　根津孝一

墨田区横川４－８－３

育成医療

・

更生医療

23 平成29年３月１日
なの花薬局

王禅寺店

麻生区王禅寺東

５－１－２
髙野　康二 山下　美和

株式会社サンメディック

代表取締役　遠山　功

港区虎ノ門１－１－18

育成医療

・

更生医療

24 平成24年８月11日
ヤマグチ薬局

梶ヶ谷店

津区梶ヶ谷３－６－17

パークアベニュー１Ｆ
山田　玲子 澁谷　太一

株式会社ヤマグチ薬局

代表取締役　山口重雄”

育成医療

・

更生医療

25 平成29年12月20日
有限会社

シンノウ薬局

中原区新城３－２－13

ラ・ビスタ１階
戸倉　智子 吉田　幸子

有限会社シンノウ薬局

代表取締役　吉田由加利

中原区新城３－２－13

ラ・ビスタ１階”

育成医療

・ 

更生医療

26 平成29年11月１日 たちばな薬局 多摩区長沢２－20－31 甲斐　雅洋
滑川　かづ

子

クオール株式会社

代表取締役　中村　敬

港区虎ノ門４－３－１

城山トラストタワー 37階

更生医療

27 平成28年８月１日

フロンティア

薬局

武蔵小杉店

中原区小杉町１－543－

３

ＫＡＨＡＬＡ　ＷＥＳＴ

Ⅰ－102

原田　寿 遠藤　寛之

株式会社

フロンティアファーマシー

代表取締役　流川信夫

台東区柳橋１－10－１

育成医療

・

更生医療

　⑵ 　開設者の変更

№ 変更年月日 薬局名 所在地 変更後 変更前

１ 平成29年４月１日

調剤薬局

マツモトキヨシ

シンカモール店

幸区新川崎５－２

シンカモール１Ｆ

株式会社マツモトキヨシ

代表取締役　大田貴雄

株式会社マツモトキヨシ

代表取締役　松本清雄

２ 平成29年６月８日 川崎すみれ薬局
川崎区藤崎

４－21－１

一般社団法人

メディホープかながわ

代表理事　佐久間誠

一般社団法人

メディホープかながわ

代表理事　木村久美子

３ 平成29年11月１日 スカイ薬局

中原区小杉御殿町

２－82－１

エムハウスⅢ１階

株式会社

ディー・シー・トレーディング

代表取締役　吉村企右

福岡県北九州市小倉北区

東篠崎１－11－５

フラワー・ブロスＴＭＳ株式会社

代表取締役　末廣　隆

山口県宇部市大字中野開作67

４ 平成29年７月１日
ＳＦＣ薬局

貝塚店

川崎区貝塚

２－５－19

内田ハイツ１階

クオール株式会社

代表取締役　中村　敬

港区虎ノ門４－３－１

城山トラストタワー 37階

株式会社

セントフォローカンパニー

代表取締役　清水　廣

茨城県水戸市中央２－８－12

５ 平成29年10月１日
なの花薬局

王禅寺店

麻生区王禅寺東

５－１－２

株式会社なの花東日本

代表取締役　遠山　功

港区虎ノ門１－１－18

株式会社サンメディック

代表取締役　遠山　功

港区西新橋１－７－１

　⑶ 　役員の氏名、医療機関コードの変更

№ 変更年月日 薬局名 所在地 変更後（新） 変更前（旧）

１
平成29年

６月22日

アイランド薬局

小杉店

中原区小杉町

１－510－１

＜役員の氏名＞

我妻照男（代表取締役）　脇屋明彦（常務取締役）

原　孝順（取締役）　　　日向寺康人（取締役）　

三宅俊一（社外取締役）　廣田道夫（監査役）　　

佐藤治夫（社外監査役）　小宮一慶（社外監査役）

＜役員の氏名＞

我妻照男（代表取締役）　辻　明彦（専務取締役）

脇屋明彦（常務取締役）　原　孝順（取締役）　　

三宅俊一（社外取締役）　廣田道夫（監査役）　　

藤治夫（社外監査役）　　小宮一慶（社外監査役）

２
平成29年

6月22日

アイランド薬局

新丸子店

中原区小杉町

１－528－６

三浦ビル１階

＜役員の氏名＞

我妻照男（代表取締役）　脇屋明彦（常務取締役）

原　孝順（取締役）　　　日向寺康人（取締役）　

三宅俊一（社外取締役）　廣田道夫（監査役）　　

佐藤治夫（社外監査役）　小宮一慶（社外監査役）

＜役員の氏名＞

我妻照男（代表取締役）　辻　明彦（専務取締役）

脇屋明彦（常務取締役）　原　孝順（取締役）　　

三宅俊一（社外取締役）　廣田道夫（監査役）　　

佐藤治夫（社外監査役）　小宮一慶（社外監査役）
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３
平成29年

6月29日

日生薬局

元住吉店

中原区木月住吉町

３－10

アーク元住吉１階

＜役員の氏名＞

青木　勇（代表取締役）　青木文恵（取締役）　　

青木　茂（取締役）　　　佐藤安紀子（取締役）　

関根秀明（取締役）　　　齊藤　彰一（取締役）　

高橋雅彦（取締役）　　　河合輝欣（社外取締役）

梅津興三（社外取締役）　足立正弘（監査役）　　

池野泰弘（社外監査役）　遠山典夫（社外監査役）

＜役員の氏名＞

青木　勇（代表取締役）　青木文恵（取締役）　　

齊藤　彰一（取締役）　　関根秀明（取締役）　　

佐藤安紀子（取締役）　　高橋秀明（取締役）　　

梅津興三（社外取締役）　河合輝欣（社外取締役）

足立正弘（監査役）　　　池野泰弘（社外監査役）

遠山典夫（社外監査役）　　　　　　　　　　　　

４
平成29年

6月28日
たちばな薬局

多摩区長沢

２－20－31

＜役員の氏名＞

中村　勝（代表取締役）　中村　敬（代表取締役）

岡村章二（取締役）　　　福滿清伸（取締役）　　

井村光雄（取締役）　　　恩地ゆかり（取締役）　

荒木　勲（取締役）　　　石井孝芳（取締役）　　

阿部安孝（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

＜役員の氏名＞

中村　勝（代表取締役）　中村　敬（代表取締役）

荒木　進（取締役）　　　岡村章二（取締役）　　

福滿清伸（取締役）　　　井村光雄（取締役）　　

恩地ゆかり（取締役）　　荒木　勲（取締役）　　

久川秀樹（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

５
平成29年

6月28日

クオール薬局

小田急百合ヶ丘

駅店

麻生区百合丘

１－21－１

＜役員の氏名＞

中村　勝（代表取締役）　中村　敬（代表取締役）

岡村章二（取締役）　　　福滿清伸（取締役）　　

井村光雄（取締役）　　　恩地ゆかり（取締役）　

荒木　勲（取締役）　　　石井孝芳（取締役）　　

阿部安孝（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

＜役員の氏名＞

中村　勝（代表取締役）　中村　敬（代表取締役）

荒木　進（取締役）　　　岡村章二（取締役）　　

福滿清伸（取締役）　　　井村光雄（取締役）　　

恩地ゆかり（取締役）　　荒木　勲（取締役）　　

久川秀樹（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

６
平成29年

6月28日

クオール薬局

小倉店

幸区小倉

５－１－20

＜役員の氏名＞

中村　勝（代表取締役）　中村　敬（代表取締役）

岡村章二（取締役）　　　福滿清伸（取締役）　　

井村光雄（取締役）　　　恩地ゆかり（取締役）　

荒木　勲（取締役）　　　石井孝芳（取締役）　　

阿部安孝（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

＜役員の氏名＞

中村　勝（代表取締役）　中村　敬（代表取締役）

荒木　進（取締役）　　　岡村章二（取締役）　　

福滿清伸（取締役）　　　井村光雄（取締役）　　

恩地ゆかり（取締役）　　荒木　勲（取締役）　　

久川秀樹（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

７
平成29年

6月28日

阪神調剤薬局

鷺沼店

宮前区有馬

４－17－22

＜役員の氏名＞

岩崎壽毅（代表取締役）    岩崎賀世子（代表取締役）

岩崎友香（取締役）　　　岩崎英毅（取締役）　　

永田貞夫（取締役）　　　松下修三（取締役）　　

＜役員の氏名＞

岩崎壽毅（代表取締役）　岩崎賀世子（代表取締役）

岩崎友香（常務取締役）　岩崎英毅（取締役）　　

永田貞夫（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

８
平成29年

6月28日

コトブキ

調剤薬局

麻生区上麻生６－

27－10－104

＜役員の氏名＞

岩崎壽毅（代表取締役　　岩崎賀世子（代表取締役）

岩崎友香（取締役）　　　岩崎英毅（取締役）　　

永田貞夫（取締役）　　松下修三（取締役）　

＜役員の氏名＞

岩崎壽毅（代表取締役） 岩崎賀世子（代表取締役）

岩崎友香（常務取締役） 岩崎英毅（取締役）

永田貞夫（取締役） 

９
平成29年

6月28日

コトブキ

調剤薬局

武蔵小杉店

中原区小杉町

１－403

武蔵小杉タワー

プレイスビル１階

＜役員の氏名＞

岩崎壽毅（代表取締役）　岩崎賀世子（代表取締役）

岩崎友香（取締役）　　　岩崎英毅（取締役）　　

永田貞夫（取締役）　　　松下修三（取締役）　　

＜役員の氏名＞

岩崎壽毅（代表取締役）　岩崎賀世子（代表取締役）

岩崎友香（常務取締役）　岩崎英毅（取締役）　　

永田貞夫（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

10
平成29年

6月8日
川崎すみれ薬局

川崎区藤崎

４－21－１

＜役員の氏名＞

佐久間誠（代表理事）　　木村久美子（理事）　　

関根澄江（理事）　　　　相澤ゆみ（理事）　　　

中村　稔（理事）　　　　関本吉弘（理事）　　　

髙槗　保（理事）　　　　上田幸志（専務理事）　

金子なつみ（理事）　　　　　　　　　　　　　　

＜役員の氏名＞

木村久美子（代表理事）　関根澄江（理事）　　

相澤ゆみ（理事）　　　　中村　稔（専務理事）

佐久間誠（理事）　　　　関本吉弘（理事）　　

髙槗　保（理事）　　　　小林吉男（理事）　　

11
平成29年

7月20日

ココカラファイン

薬局

関東労災病院前店

中原区木月住吉町

２－31　１階

＜役員の氏名＞

塚本厚志（代表取締役）　福井靖和（取締役）　　

柴田　透（取締役）　　　冨田孝行（取締役）　　

中山和亮（取締役）　　　児玉憲男（取締役）　　

坂本　朗（監査役）　　　　　　　　　　　　　　

＜役員の氏名＞

塚本厚志（代表取締役）　福井靖和（取締役）　　

冨田孝行（取締役）　　　中山和亮（取締役）　　

橋爪　薫（取締役）　　　児玉憲男（取締役）　　

柴田　透（取締役）　　　湯浅裕行（取締役）　　

上田一夫（監査役）　　　　　　　　　　　　　　

12
平成28年

6月1日

ぱぱす薬局

武蔵小杉店

中原区中丸子

13－21

ＬＲＯＣＫＳ　１階

＜役員の氏名＞

根津孝一（代表取締役）　高木　均（代表取締役）

塚田秀彦（取締役）　　　今　信夫（取締役）　　

河内　亮（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

＜役員の氏名＞

根津孝一（代表取締役）　高木　均（代表取締役）

塚田秀彦（取締役）　　　今　信夫（取締役）　　

13
平成28年

12月26日
本木薬局

高津区二子

４－４－７

高津ＴＳビル１階

＜役員の氏名＞

池田直孝（代表取締役）　津城尊利（代表取締役）

三木田慎也（取締役）　　池田光陽（取締役）　　

池田裕紀（取締役）　　　池田泰朗（取締役）　　

宇佐昌芳（取締役）　　　谷川　勉（取締役）　　

中村健二（取締役）　　　　　　　　　　　　　　

＜役員の氏名＞

池田直孝（代表取締役）　　池田光陽（取締役）

池田裕紀（取締役）　　　　池田泰朗（取締役）

14
平成29年

8月7日

稲垣薬局

溝口店

高津区溝口

３－１－７

和幸ダイヤモンド

ビル１Ｆ号室

＜所在地＞

高津区溝口３－１－７

和幸ダイヤモンドビル１Ｆ号室

＜医療機関コード＞

5340195

＜所在地＞

高津区溝口３－８－４　嘉山ビル

＜医療機関コード＞

5381660

15
平成29年

11月1日
スカイ薬局

中原区小杉御殿町

２－82－１

エムハウスⅢ

１階

＜医療機関コード＞

5240437

＜医療機関コード＞

5240031
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16
平成29年10

月9日

アイン薬局

川崎店

川崎区日進町

１－57

サンスクエア川崎

７号棟１階

＜施設および施設概要＞

待合室座席数　28　　他

＜施設および施設概要＞

待合室座席数　31　　他

17
平成29年

12月1日
たちばな薬局

多摩区長沢

２－20－31

＜薬局名称変更＞

クオール薬局　聖マリアンナ医大前店

＜薬局名称変更＞

たちばな薬局

３ 　訪問看護

　⑴ 　所在地の変更

№ 変更年月日 訪問看護名称 変更後 変更前

１ 平成29年10月１日 指定訪問看護　アットリハ新百合ヶ丘

＜所在地＞

麻生区万福寺１－８－７

パストラル新百合ヶ丘207Ａ

＜所在地＞

麻生区万福寺１－８－７

パストラル新百合ヶ丘401

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

川崎市告示第44号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定を更新します。

　　平成30年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第45号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま

したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の

とおり告示します。（別表省略）

　　平成30年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第46号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

１　薬局

№ 更新年月日 薬局名 所在地
管理

薬剤師名

医療の

種類
開設者

１ 平成30年２月１日
グッドファーマシー

川崎貝塚店
川崎区貝塚１－15－４ 達　　美江

育成医療

・

更生医療

株式会社南山堂ホールディングス

代表取締役　小池孝芳

港区高輪３－23－17

品川センタービルディング11階

２ 平成30年２月１日
有限会社

シンノウ薬局

中原区新城３－２－13

ラ・ビスタ１階”
戸倉　智子

育成医療

・

更生医療

有限会社シンノウ薬局

代表取締役　吉田由加利

中原区新城３－２－13

ラ・ビスタ１階

３ 平成30年２月１日

調剤薬局

マツモトキヨシ

シンカモール店

幸区新川崎５－２

シンカモール１階
真﨑　薫令

育成医療

・

更生医療

株式会社マツモトキヨシ

代表取締役　大田貴雄

千葉県松戸市新松戸東９番地１

４ 平成30年２月１日
ヤマグチ薬局

梶ヶ谷店

高津区梶ヶ谷３－６－17

パークアベニュー１階
山田　玲子

育成医療

・

更生医療

株式会社ヤマグチ薬局

代表取締役　山口重雄

相模原市緑区橋本２－９－６

ヤマグチビル

５ 平成30年２月１日
フロンティア薬局

武蔵小杉店

中原区小杉町１－543－３

ＫＡＨＡＬＡ　ＷＥＳＴ

１－102

原田　寿

育成医療

・

更生医療

株式会社フロンティアファーマシー

代表取締役　流川　信夫

東京都台東区柳橋一丁目10番１号

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成30年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第47号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法

第50条の２の規定により指定介護機関の廃止及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の

規定の例によるとされている介護支援給付の指定介護機

関の廃止を行いましたので、同法第55条の３第２号の規

定に基づき別表のとおり告示します。（別表省略）

　　平成30年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第48号

　平成30年第１回川崎市議会定例会を次のとおり招集し

ます。

　　平成30年２月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日時　　平成30年２月13日（火曜日）　午前10時

２ 　場所　　川崎市役所内市議会議場

　　　───────────────────

川崎市告示第49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２月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　 10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第50号

　　　住宅宿泊事業等関係行政事務の処理

　住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第68条第１項

の規定により、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を行

うことについて神奈川県知事と協議し、これを処理する

こととしたので、同条第３項の規定により告示します。

　　平成30年２月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日　平

成30年３月15日

　　　───────────────────

川崎市告示第51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２月６日から平成30年２月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月６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
宮 崎

第120号線

川崎市宮前区宮崎

121番４先
4.90 2.15

川崎市宮前区宮崎

121番４先

新
宮 崎

第120号線

川崎市宮前区宮崎

121番24先
4.90 2.15 隅きり部

川崎市宮前区宮崎

121番24先

　　　───────────────────
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川崎市告示第52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２月６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２月６日から平成30年２月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月６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

宮 崎

第120号線

川崎市宮前区宮崎121番24先
隅きり部

川崎市宮前区宮崎121番24先

　　　───────────────────

川崎市告示第53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２月６日から平成30年２月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月６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
栗 平

第５号線

川崎市麻生区栗平

２丁目４番12先
4.50 52.50

川崎市麻生区栗平

２丁目４番34先

新
栗 平

第５号線

川崎市麻生区白鳥

３丁目８番18先
5.80

～

16.45

52.50
川崎市麻生区栗平

２丁目４番６先

旧
五 力 田

第26号線

川崎市麻生区栗平

２丁目４番12先
4.00 8.00

川崎市麻生区栗平

２丁目４番12先

新
五 力 田

第26号線

川崎市麻生区白鳥

３丁目８番18先
8.50 8.00

川崎市麻生区白鳥

３丁目８番18先

　　　───────────────────

川崎市告示第54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２月６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２月６日から平成30年２月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月６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

栗 平

第 ５ 号 線

川崎市麻生区白鳥３丁目８番18先

川崎市麻生区栗平２丁目４番６先

五 力 田

第 2 6 号 線

川崎市麻生区白鳥３丁目８番18先

川崎市麻生区白鳥３丁目８番18先

　　　───────────────────

川崎市告示第55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２月７日から平成30年２月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅 生

第753号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1852番４先
4.00 59.37

川崎市宮前区菅生

１丁目1852番４先

新
菅 生

第753号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1852番１先
4.03

～

4.12

59.37
川崎市宮前区菅生

１丁目1852番１先

旧
菅 生

第176号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1852番４先
3.64 4.81

川崎市宮前区菅生

１丁目1852番４先

新
菅 生

第176号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1852番１先
4.00 4.81

川崎市宮前区菅生

１丁目1852番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第56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２月７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２月７日から平成30年２月22日まで一般の
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縦覧に供します。

　　平成30年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 生

第75 3号線

川崎市宮前区菅生１丁目1852番１先

川崎市宮前区菅生１丁目1852番１先

菅 生

第1 7 6号線

川崎市宮前区菅生１丁目1852番１先

川崎市宮前区菅生１丁目1852番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第57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２月７日から平成30年２月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月７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
馬 絹

第97号線

川崎市宮前区馬絹

２丁目1730番２先
1.82 18.79

川崎市宮前区馬絹

２丁目1730番２先

新
馬 絹

第97号線

川崎市宮前区馬絹

２丁目1730番２先
2.91 18.79

川崎市宮前区馬絹

２丁目1730番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第58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２月７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２月７日から平成30年２月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月７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

馬 絹

第 9 7 号 線

川崎市宮前区馬絹２丁目1730番２先

川崎市宮前区馬絹２丁目1730番２先

川崎市告示第59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２月９日から平成30年２月26日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
生 田

第44号線

川崎市多摩区生田

３丁目804番２先
1.21

～

3.46

85.54
川崎市多摩区生田

３丁目788番１先

新
生 田

第44号線

川崎市多摩区生田

３丁目804番１先
3.18

～

4.62

85.54
川崎市多摩区生田

３丁目788番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第60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２月９日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年２月９日から平成30年２月26日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

生 田

第 4 4 号 線

川崎市多摩区生田３丁目804番１先

川崎市多摩区生田３丁目788番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第61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２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置
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　　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62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２月15日から平成30年３月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1970番３先
1.82 0.97

川崎市宮前区菅生

１丁目1969番４先

新
菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1970番３先
4.00 0.97

川崎市宮前区菅生

１丁目1969番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第63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２月15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２月15日から平成30年３月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 生

第14 0号線

川崎市宮前区菅生１丁目1970番３先

川崎市宮前区菅生１丁目1969番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第64号

　地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）第231条

の２第６項の規定に基づき、指定代理納付者を次の者に

指定したので、告示します。

　　平成30年２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定代理納付者の所在地及び名称

　　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

　　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 　指定代理納付者に納付させる歳入

　 　インターネットを利用し、クレジットカードにて納

付する市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都

市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）、軽

自動車税

３ 　指定代理納付者による代理納付の受付期間

　　平成30年４月１日から平成34年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第65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、（川崎市等々力老人いこいの家）

の指定管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市老

人いこいの家条例（昭和47年川崎市条例第60号）第３条

第３項の規定により告示します。

　　平成30年２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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管理を行わせる施設

の名称及び所在地

川崎市等々力老人いこいの家

川崎市中原区等々力１番１号

指定管理者 （所在地）川崎市中原区今井上町

　　　　　１番34号

（名　称）社会福祉法人川崎市中原区

　　　　　社会福祉協議会

（代表者名）会長　青木　英光

指定期間 平成30年４月１日から

平成31年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第66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２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第67号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の

　　　廃止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　平成30年２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

平成30年２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

医療法人社団慶実会 1475302988
グレース居宅介護支援事業所

川崎

川崎市高津区二子二丁目

18番９号　Ｄ号室
居宅介護支援

株式会社　ＴＥＲＲＡ 1475402648
介護ステーション　

ＴＥＲＲＡ

川崎市多摩区南生田１－21－８

南生田パルコーポ103
訪問介護

株式会社　丸いそら 1475102289 介護のまるいそら 川崎市幸区北加瀬１－16－13
訪問介護

介護予防訪問介護

ケアサポート株式会社 1475302970
デイサービスセンター

ケアサポートたかつ

川崎市高津区梶ケ谷６丁目

14番地１

通所介護

介護予防通所介護

ＬＨＣ株式会社 1495500462
デイサービスセンター

手とて菅生

川崎市宮前区菅生１－９－28

ストリートサイドビル101
地域密着型通所介護

株式会社　

アイ・ディ・エス
1495200220 バナナ園　武蔵小杉 川崎市中原区苅宿８－54

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

株式会社　

アイ・ディ・エス
1495500124 バナナ園　生田の杜 川崎市宮前区菅生２－20－３

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

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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平成29年12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

ディチャーム株式会社 1465590187
ゆうき訪問看護

リハビリステーション宮前

川崎市宮前区平２－１－33

ルバーブ山喜201

訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社

アドヴァンスフェロー
1475401525

デイサービスセンター　

心の架け橋　登戸
川崎市多摩区登戸1196－２ 地域密着型通所介護

株式会社志 1475601660 デイサービス　志 川崎市麻生区上麻生３－５－27 地域密着型通所介護

株式会社

ライズ・インターナショナル
1475400014 もしもし在宅ケア

川崎市多摩区宿河原１－６－１

ダイアパレス登戸101

訪問介護

介護予防訪問介護

特定非営利活動法人

ほっとハンド
1475400287

ほっとハンド訪問介護支援

センター
川崎市多摩区登戸2341－１

訪問介護

介護予防訪問介護

居宅介護支援

川崎市 1475200224 かわさき総合ケアセンター 川崎市中原区井田２－27－１ 居宅介護支援

株式会社ニチイ学館 1475401483
ニチイケアセンター

川崎多摩
川崎市多摩区菅馬場２－５－３

訪問介護

介護予防訪問介護

訪問入浴

介護予防訪問入浴

居宅介護支援

医療法人社団　こうかん会 1415003348 日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通１－２－１
短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

医療法人社団　こうかん会 1415003348 日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通１－２－１ 介護療養型医療施設

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

川崎市告示第68号

　計量法（平成４年法律第51号）第21条第２項の規定に

基づき、定期検査を行う区域、検査対象となる特定計量

器、実施の期日（検査期間）、検査場所及び指定定期検

査機関の名称を、次のとおり告示します。

　　平成30年２月15日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

定 期 検 査 を

行 う 区 域

高津区全域、宮前区全域、

多摩区全域、麻生区全域

対 象 と な る

特 定 計 量 器

計量法施行令第10条第１項第１号で定める

非自動はかり、分銅及びおもり

検 査 期 間

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

ただし、川崎市の休日を定める条例（平成元

年川崎市条例第16号）第１条第１項に規定す

る市の休日を除く

検 査 場 所

特定計量器の所在の場所及び公益社団法人神

奈川県計量協会（神奈川県横浜市神奈川区浦

島丘４）並びに川崎市経済労働局産業振興部

工業振興課計量検査所（川崎市川崎区藤崎３

－１－10）

指定定期検査

機 関 の 名 称
公益社団法人神奈川県計量協会

　　　───────────────────

川崎市告示第69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２月15日から平成30年３月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月15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
坂 戸

第63号線

川崎市高津区坂戸

１丁目165番１先
7.57 0.06

川崎市高津区坂戸

１丁目165番１先

新
坂 戸

第63号線

川崎市高津区坂戸

１丁目165番１先
6.00 0.06

川崎市高津区坂戸

１丁目165番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第70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２月15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２月15日から平成30年３月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年２月15日
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 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

坂 戸

第 6 3 号 線

川崎市高津区坂戸１丁目165番１先

川崎市高津区坂戸１丁目165番１先

公 告

川崎市公告第65号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の４第１

項の規定に基づき、次のとおり平成29年度地籍調査事業

を変更し実施します。

　　平成30年２月１日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

１ 　神奈川県計画に基づく事業計画が公告された年月日

　　平成30年１月30日

２ 　調査を実施する者の名称

　　川崎市

３ 　調査地域

　　川崎市多摩区生田五丁目、六丁目の各一部

　　同　　　　　三田四丁目、五丁目の各一部

　　同　　　　　菅仙谷三丁目の一部

　　同　　　　　長沢一丁目、二丁目、三丁目の各一部

　　同　　　　　西生田一丁目、二丁目の各一部

　　同　　　　　南生田六丁目、七丁目の各一部

　　川崎市麻生区王禅寺西七丁目、八丁目の各一部

　　同　　　　　王禅寺東四丁目の一部

　　同　　　　　上麻生五丁目、六丁目の各一部

　　同　　　　　下麻生二丁目の一部

　　同　　　　　高石一丁目、三丁目、四丁目、五丁目、

　　　　　　　　六丁目の各一部

　　同　　　　　多摩美一丁目の一部

　　同　　　　　白山一丁目、五丁目の各一部

　　同　　　　　東百合丘一丁目の一部

　　同　　　　　細山一丁目の一部

　　同　　　　　百合丘一丁目の一部

４ 　調査期間

　　平成29年５月29日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市公告第66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２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　プロポーザルに付する事項

　⑴ 　委託事業名　 平成30年度シティプロモーション

　　　　　　　　　推進業務委託

　⑵ 　履行場所　　 総務企画局シティプロモーション

　　　　　　　　　推進室ブランド戦略担当ほか

　⑶ 　履行期限　　平成30年４月１日～平成31年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　ア 　業務目的

　　　 　川崎市シティプロモーション戦略プランの目標

である「市民の『川崎への愛着・誇り（シビック

プライド）』の醸成」及び「川崎の対外的な認知

度やイメージの向上」を目指し、本市の多彩な魅

力や姿を様々な広報媒体を活用して市内外に戦略

的に発信するため、効果的・効率的な広報活動を

展開するとともに、より高い費用対効果を得るた

めの広報活動を推進する。

　　イ 　業務概要

　　　 　「平成30年度シティプロモーション推進業務委

託仕様書」のとおり

２ 　プロポーザル参加資格

　 　このプロポーザルに参加を希望するものは、次の各

号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　提案期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格名簿の「その他業務　その他」に登録され

ている者。

３ 　参加意向申出書及び仕様書等の配布、提出及び問い

合わせ先

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月２日（金）から平成30年２月13日

（火）までの午前８時30分から午後５時までとする。

　　 　ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）なら

びに平日の正午から午後１時までを除く。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局シティプロモーション推進室

　　　ブランド戦略担当　佐藤・広岡担当

　　　電話番号　044－200－2473

　　　ファクス　044－200－3915

　　　e-mail　　17brand@city.kawasaki.jp

　　　 （市ホームページ「お知らせ・イベント・募集」

の「募集情報」からもダウンロード可能）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）　１部

　　イ 　応募事業者概要　１部
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　⑷ 　提出方法　　持参とする。

４ 　参加資格確認結果通知書の交付

　 　３により参加意向申出書を提出した者には、２の事

項について確認を行い、参加資格確認結果通知書（様

式２）を交付するものとする。

　　交付日　平成30年２月16日（金）（郵送発送日）

５ 　提案資格の喪失

　 　４により通知を受けた者が資格確認後において、次

のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を

行うことができないものとし、すでに提出された提案

書は無効とする。

　⑴ 　２にある当該契約に係る提案資格を満たさないこ

ととなったとき

　⑵ 　参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をした

とき

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき

　⑷ 　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな

いとき

６ 　仕様に関する質問

　⑴ 　質問先　３⑵に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月２日（金）から平成30年２月22日

（木）の午後５時までとする。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　メールによる（様式は問わない）。なお、質問し

た場合は電話にてその旨を３⑵の問い合わせ先に連

絡すること。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　平成30年２月27日（火）午後５時までに参加資格

確認結果通知書の交付を受けた者へ電子メールにて

回答書を送付する。

７ 　企画提案書について

　⑴ 　提出期限　　平成30年３月２日（金）

　⑵ 　提出場所　　３⑵に同じ

　⑶ 　提出方法　　

　　 　持参とする。（提出期限までの開庁日で午前８時

30分から午後５時までの間。ただし正午から午後１

時までを除く。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画書　９部　　（Ａ４　10ページ以内）

　　イ 　応募事業者概要　９部

　　ウ 　見積書（総額、内訳を記載）１部　及び

　　　　見積書のコピー　８部

８ 　プレゼンテーション・ヒアリング（企画提案）　

　⑴ 　日時　　平成30年３月12日（月）

　　　　　　　（時間は後日連絡）

　⑵ 　場所　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎５階

　　　　　　　総務企画局会議室　

　⑶ 　説明時間等

　　 　各団体説明時間は20分、その後10分間は質疑等を

行う。

　⑷ 　結果通知

　　 　企画提案に基づき評価・採点を行った結果は、各

団体あて結果通知書（様式４）を送付し、通知する

ものとする。

　　 　非特定の通知を受けた者は、通知日から30日以内

において、書面によりその理由についての説明を求

めることができる。

９ 　プレゼンテーションにおける評価項目　　

　⑴ 　情報収集力

　⑵ 　現状分析力

　⑶ 　企画の視点

　⑷ 　企画作成力

　⑸ 　企画実行力

　⑹ 　実施体制・積極性

10　企画提案事項等の詳細

　 　その他詳細は「「平成30年度シティプロモーション

推進業務委託」業者選定方法について」による。

11　関連情報を入手するための照会窓口

　　３⑵に同じ

12　その他

　⑴ 　使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免除。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入する。

　⑷ 　前払金

　　　否

　⑸ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする

　⑹ 　業務規模概算額

　　　8,000,000円以下（消費税込み）

　⑺ 　提出された書類は返却しない。

　⑻ 　応募申込や企画提案に関する書類の作成及び提出

に要する経費は提出者の負担とする。

　⑼ 　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、プロポーザル評価委員

会において、あらかじめ９の評価項目について事前

評価を行い、上位４社がヒアリングによる審査・評

価を受けることができるものとする。

　⑽ 　本契約の締結については、平成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。

　　　───────────────────
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川崎市公告第67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２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅東口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区駅前本町地内他

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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

・　詳細は、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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路清掃委託

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥、廃プラス

チック、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑹ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期限 平成30年４月１日から平成30年９月30日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市幸区大宮町地内他４箇所

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内道路維持（側溝・桝清掃）委託

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月15日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれて

いること）を受けている者。

⑹ 　バキューム車を保有または調達することが可能な者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

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。

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 若葉台駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区黒川600番地先

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度川崎駅北口自由通路線等施設建物清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区駅前本町地内、幸区堀川町地内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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。

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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅東西自由通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区堀川町74番地先

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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。

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）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎駅施設（鹿島田跨線歩道橋）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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。

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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵溝ノ口駅南北自由通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目１番地先

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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。

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。

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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 富士見公園南側測量業務委託

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目地内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年７月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度登戸土地区画整理事業土地境界測量委託

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月15日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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 道水路台帳補正測量委託

履行場所 川崎市内全域

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑸ 　主任技術者として、測量士を配置すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　川崎都市計画施設測量業務委託

履行場所 川崎市多摩区西生田２丁目ほか

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成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。

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68号

　川崎市都市公園条例（昭和32年川崎市条例第６号）第

２条第１項の規定に基づき、次の公園の区域を変更しま

す。

　　平成30年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦

公園の

名　称
位　置 区域

変更前

面　積

変更後

面　積

変　更

年月日

岡上梨子

ノ木緑地

麻生区岡上1286

番１ほか

別図の

とおり
16,600㎡ 18,444㎡ 公告日

黒　　川

西谷緑地

麻生区黒川海道

1501番ほか

別図の

とおり
14,108㎡ 16,272㎡ 公告日

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第69号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成30年２月２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

　　川崎市前区東有馬一丁目2469番13

 1,593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２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：10戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年４月12日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第４号

　　平成29年11月24日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第114号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第70号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　　平成30年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内市道子母口宿河原線道路擁壁補修工事

履行場所 川崎市多摩区長尾３丁目10番地先

履行期限 契約の日から平成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「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。
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参 加 資 格

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３月２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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩川サイクリングコース（布田地先）橋梁ほか整備工事

履行場所 川崎市多摩区布田地先

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」又は「準市内」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「Ａ」で登録されている者。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　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。

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

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

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

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

⑼ 　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、「橋梁（鋼橋）の架設（新設または架け替え）を伴う工事の完工実績（１工事・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３月２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。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第71号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成30年２月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区白鳥三丁目６番１

 ほか６筆の一部　　

 5,699平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都渋谷区初台一丁目47番１号

　　小田急不動産株式会社

　　代表取締役　雪竹　正英

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：84戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年９月16日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第85号

　　平成29年６月14日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第30号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第72号

　平成30年度新川崎地区ネットワーク協議会運営等業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　平成30年２月６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年度新川崎地区ネットワーク協

議会運営等業務委託

　⑵ 　業務事項　

　　ア 　協議会の運営補助

　　イ 　役員会の運営補助

　　ウ 　新川崎地区施設訪問会の運営補助

　　エ 　技術系研修会の企画及び運営補助

　　オ 　総務系研修会の企画及び運営補助

　　カ　ワークショップ研修会の企画及び運営補助

　　キ　協議会の広報

　　ク　事業報告

　　ケ　その他

　⑶ 　委託期間　契約締結日～平成31年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　契約日（平成30年４月２日予定）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

を「その他」、種目を「その他」で登録されている

こと。

　⑵ 　本業務を実施する体制には、科学技術や技術経営

に関する企業向け講座等の実施実績を有する者を含

むこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局次世代産業推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成30年２月６日（火）から２月13日

（火）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　 ４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年２月21日（水）　午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績

及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 平成30年３月５日（月）から３月12日
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（月）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・概算見

積書（各７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　2,200,001円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第73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２月６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

　　パストラールビル

　　川崎市宮前区馬絹一丁目９番19号

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

　　株式会社パストラール

　　代表取締役　泉　健二

　　川崎市宮前区馬絹一丁目９番19号

３ 　変更した事項

　⑴ 　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名及び

所在地

　　　（変更前）名　称　株式会社パストラール

　　　　　　　　代表者　代表取締役　泉　晋太郎

　　　　　　　　所在地　 川崎市宮前区馬絹字平台1980

番地

　　　（変更後）名　称　株式会社パストラール

　　　　　　　　代表者　代表取締役　泉　健二

　　　　　　　　所在地　 川崎市宮前区馬絹一丁目９番

19号

　⑵ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　（変更前）名　称　株式会社パストラール

　　　　　　　　所在地　 川崎市宮前区馬絹字平台1980

番地

　　　（変更後）名　称　株式会社パストラール

　　　　　　　　所在地　 川崎市宮前区馬絹一丁目９番

19号

４ 　変更の年月日

　⑴ 　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

　　　平成28年11月14日

　⑵ 　 大規模小売店舗を設置する者の所在地及び大規模

小売店舗の所在地

　　　平成29年８月16日

５ 　変更する理由

　⑴ 　設置者の代表者の変更のため

　⑵ 　住居表示の変更のため

６ 　届出の年月日

　　平成30年１月31日

７ 　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）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　平成30年２月６日から平成30年６月６日の午前８時

30分から午後５時。ただし、土曜日、日曜日及び休日

を除く。

９ 　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。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　平成30年６月６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74号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指

導課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路事業の

名　　　称
川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業

指定区間の

地名・地番

多摩区登戸字己耕地2462番の一部、2462番地先

 別図省略

幅員・延長 6.00ｍ　×　14.23ｍ（区画道路６－42号線）

指 定 番 号

及び年月日

川崎市指令ま建管指導第509号

平成30年２月７日

　　　───────────────────

川崎市公告第75号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指

導課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道 路 事 業

の 名 称
市道王禅寺337号線

指定区間の

地名・地番

川崎市王禅寺東６丁目71番２、71番３、71番４、

77番３、84番３、84番11、180番４、181番２、

182番２、239番２、239番３の各一部、75番３、

外 別図省略

幅員・延長 12.0 ７～ 12.37ｍ　×　19.76ｍ

指定番号及

び 年 月 日

川崎市指令ま建管指導　第510号

平成30年２月７日

　　　───────────────────

川崎市公告第76号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第77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２

月22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２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久末住宅新築第２号エレベータ設備工事

履行場所 川崎市高津区久末字後谷332－１の一部他

履行期限 契約の日から平成31年３月22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「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　川崎市発注のエレベータ設置工事の完工実績（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７日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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種　　類 登録番号 場　　所

軽自動車

マツダ　ＡＺワゴン　赤

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ムーヴ　シルバ

ー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

プジョー　308ＳＷ　紺

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　エブリイワゴン　

黒

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ミツビシ　ミニキャブトラ

ック　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ミツビシ　ミニキャブトラ

ック　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

メルセデス・ベンツ　Ａ170

　赤

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スバル　サンバートランス

ポーター　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　Ｍ・Ｒワゴン　薄

赤

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　スティングレー　

白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

トヨタ　ビスタ　アルデオ

　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ミツビシ　ｅｋワゴン　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スバル　プレオ　ネスタ　

白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ホンダ　ライフ　ゴールド

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　アルト　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

ホンダ　エリシオン　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ジーノ　シルバ

ー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スバル　プレオ 　赤

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ハイゼットカーゴ

白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ムーヴカスタム

茶

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

ホンダ　スパイク　黒

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ハイゼットツイ

ンカム　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　ラパン　赤

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ミラ　青

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ラッテ　黄

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スバル　サンバー　シルバー

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ＭＡＸ　黒

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

ホンダ　ステップワゴン

紫

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

普通自動車

トヨタ　ビスタ　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ミツビシ　トッポＢＪ　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　ワゴンＲ　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

ホンダ　アクティ　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

東扇島91番地

軽自動車

スズキ　キャリイトラック

デフロック　白

登録番号　不明

車台番号　不明

川崎市川崎区

千鳥町34番地

　　　───────────────────

川崎市公告第78号

　平成30年度ナノ・マイクロ技術支援講座実施業務委託

の業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次

のとおり公告します。

　　平成30年２月８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年度ナノ・マイクロ技術支援講

座実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　講座の企画・立案

　　イ 　受講者募集広報

　　ウ 　受講者との連絡調整

　　エ 　講座運営関係

　　オ 　事業報告

　　カ　その他

　⑶ 　委託期間契約締結日～平成31年３月29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 　契約日（平成30年４月２日予定）において、平成
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29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種

を「その他」、種目を「その他」で登録されている

こと。

　⑵ 　本業務を実施する体制には、科学技術や技術経営

に関する企業向け講座等の実施実績を有する者を含

むこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局次世代産業推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成30年２月８日（木）から２月15日

（木）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年２月23日（金）　午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績

及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

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３月６日（火）から３月13日

（火）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・概算見

積書（各７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　1,966,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、平成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79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２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　　川崎市総合計画第２期実施計画等広報支援業務委託

２ 　委託内容

　 　川崎市総合計画第２期実施計画表紙等デザイン業務

及びかわさき市政だより（特別号）作成業務

３ 　履行期限

　　契約締結日～平成30年６月30日

４ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業者委

託有資格名簿の業種・種目「99その他業務　０８広

告代理店」または「99その他業務　０９印刷物のデ

ザイン」に登載されていること。

　⑷ 　制作実績について、次のいずれかの要件を満たす

こと。

　　ア 　川崎市または他自治体の広報紙の制作実績を過

去３年間に１件以上有すること。

　　イ 　川崎市または他自治体で配布される地域情報紙

の制作実績を過去３年間に１件以上有すること。

５ 　担当部署

　　総務企画局都市政策部企画調整課

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　平成30年２月８日（木）から２月15日（木）まで

　　　平日の午前９時から12時、午後１時から５時まで

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎５階

　　　総務企画局都市政策部企画調整課

　　　※市ホームページからもダウンロード可能

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　過去３年以内に制作した川崎市または他自治体

の広報紙、地域情報紙の制作実績がわかるもの

　⑷ 　提出期限

　　　２月15日（木）午後５時までに持参

　　　受付時間は平日の午前９時から12時、

　　　午後１時から５時まで

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　　持参

７ 　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　平成30年３月５日（月）午後５時までに持参

　　　受付時間は平日の午前９時から12時、

　　　午後１時から５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　11部（Ａ４判縦横どちらでも可。

補足資料として代表作品11部（カラーコピー可）

も提出すること。）

　　イ 　提案紙面　11部（Ａ３判に印刷したもの。）

　　ウ 　見積書（総額、内訳記載のこと。）

８ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　　平成30年３月９日（時間は後日連絡。）

　⑵ 　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎５階　企画調整課会議室

　　　 時間各社30分（うち約10分は質疑応答時間とす

る。）

　⑶ 　評価項目

　　　次の項目に基づき選考する。

　　ア 　企画提案概要について

　　　（ア ）川崎市総合計画第２期実施計画表紙等デザ

インのコンセプト

　　　（イ ）かわさき市政だより特別号の紙面コンセプト

　　　（ウ ）事業者の強み・特長や自治体広報紙や地域

情報紙の編集・作成に携わった実績など

　　　（エ）業務の実施体制

　　　（オ）その他

　　イ 　提案紙面について

　　　　川崎市総合計画第２期実施計画表紙等デザイン

　　　（ア ）アイデア・インパクト・デザイン・レイア

ウト

　　　　市政だより（特別号）

　　　（ア ）アイデア・インパクト・デザイン・レイア

ウト

　　　（イ ）記事の切り口・見せ方

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　総務企画局都市政策部企画調整課

　　（住所は６⑵と同じ）

　　電話番号　　　　044－200－0374

　　メールアドレス　17kityo@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　　6,796,000円以下（消費税及び地方消費税を含む）

　⑸ 　提出する書類の作成及び提出に要する経費は応募

者の負担とする。

　⑹ 　提出された書類は返却しない。

　⑺ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　⑻ 　仕様書及び採用された企画提案書を基に、企画調

整課と受託者が協議した後、最終的に企画調整課が

編集工程等及び紙面と決定するものとする。

　⑼ 　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、プロポーザル評価委員
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会においてあらかじめ事前評価を行い、原則上位５

社がヒアリングによる審査・評価を受けることがで

きるものとする。

　⑽ 　当該落札の効果は、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も

のとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第80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９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鹿島田駅施設（デッキ）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅ＪＲ東急連絡通路等建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目地内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前横断歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町７番地先

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市役所前モールほか植栽帯清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区砂子２丁目４－10ほか

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道古市場矢上線道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 さいわい歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市幸区幸町２丁目585番地先

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り



川 崎 市 公 報 （第1,741号）平成30年(2018年)２月26日

－633－

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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎交通広場道路維持（清掃）委託

履行場所 川崎市幸区新川崎４番

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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。
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（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口（４・６・７・８号デッキ）清掃委託

履行場所 川崎市幸区大宮町９番地先他３箇所

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅東口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目1302番地先

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・　当該落札決定の効果は、平成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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内道路清掃委託

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑹ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有または調達することが可能な者。

⑺ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内道路清掃委託

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日　限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑹ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有または調達することが可能な者。

⑺ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路清掃委託

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑹ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有または調達することが可能な者。

⑺ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新百合ヶ丘駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生１丁目21番地先他１箇所

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵新城駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市中原区上新城２丁目11番地先

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅横須賀線口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目1111番地先

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑸ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平瀬川支川先行改修区間詳細設計委託

履行場所 川崎市多摩区長沢地内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年８月10日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

防及び海岸・海洋部門」に登録されている者。

⑷ 　主任技術者として、次のアからウのいずれかの資格を有する者を配置できること。

　ア 　技術士（総合技術監理部門：建設部門　※選択科目は問わない）

　イ 　技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）

　ウ 　技術士（建設部門：施工計画、施工設備及び積算）

⑸ 　照査技術者として、上記⑷のア又はイのいずれかに加え、ウの資格を有する者を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒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８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。

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中野島住宅新築第４号工事家屋事前調査委託

履行場所 川崎市多摩区中野島６丁目2008番１ほか

履行期限 平成30年４月２日から平成30年７月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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。

（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川環境整備詳細設計委託

履行場所 川崎市中原区木月住吉町15番地先

履行期限 平成30年４月２日から平成30年７月30日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

防及び海岸・海洋部門」に登録されている者。

⑷ 　主任技術者は、技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）、またはＲＣＣＭ（河川・砂防

及び海岸・海洋）の資格を有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

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

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その１）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月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

・　詳細は、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 土地境界査定測量委託（その２）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

川崎市公告第81号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月12日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 土地境界査定測量委託（その３）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月13日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その４）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月14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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その５）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８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。
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その６）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月９日16時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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 土地境界査定測量委託（その７）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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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。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その８）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月９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 土地境界査定測量委託（その９）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その10）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録さ

れている者。

　⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名

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

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

士補）を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月15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。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その11）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。
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参 加 資 格

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月12日16時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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 土地境界査定測量委託（その12）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月15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13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界査定測量委託（その13）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り
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参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録さ

れている者。

　⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名

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

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

士補）を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月13日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　当該落札決定の効果は、平成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 土地境界査定測量委託（その14）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 平成30年４月２日から平成30年10月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑸ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月14日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、平成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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川崎市公告第82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９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南渡田町地区11号陸閘ほか改良設計委託

履行場所 川崎市川崎区南渡田町地内ほか

履行期限 平成30年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

空港部門」で登録されている者。

⑷ 　平成19年度以降に既設陸閘の改良設計業務を元請けとして実施し、完了した実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

　ア 　管理技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾

及び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のいずれかの資格を有する者とし、かつ平成19年

度以降に既設陸閘の改良設計業務を実施し、完了した実績を有すること。

　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾

及び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道浮島町２号線冠水対策（浮島公園前交差点）詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区浮島町11番地先

履行期限 平成30年３月31日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

で登録されている者。

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８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第83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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件名

　　　「かわさきコンパクト」事業推進支援業務委託

　⑵ 　業務概要

　　ア 　概要

　　　 　「かわさきコンパクト」の推進のため、「かわ

さきコンパクト委員会」を設置・運営し、かわさ

きコンパクトの理念の浸透に向けた企画・事業を

行う。

　　　 　市内企業・団体の参加促進を図り、参加団体の

登録管理を行うとともに、参加企業・団体等の交

流を深め、より活発な活動を促進するため、セミ

ナーや交流会等を企画・提案し、実践するととも

に、かわさきコンパクトのさらなる発展に向けた

今後の在り方について検討する。

　　イ 　委託内容

　　　　詳細は仕様書によります。

　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

２ 　プロポーザル参加資格

　 　このプロポーザルに参加を希望するものは、次の各

号に掲げる条件をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　提案期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の「その他業務　その他」に登録

されている者

３ 　企画提案書の評価及び委託業者の特定について

　 　提出された企画提案書等により、以下の項目で評価

を行います。

　⑴ 　企画作成力・企画視点

　⑵ 　企画専門的知識・実現性

　⑶ 　事業体制

　⑷ 　事業への積極性

　⑸ 　企画内容と見積額との整合性

　※ 　評価が同点の場合は⑴と⑵の合計点の最も高い事

業者を優先し、さらに同点の場合は⑶、⑷の順に得

点を比較し、なおも同点の場合は見積金額の少ない

者を選定します。

４ 　担当部署

　 　川崎市環境局地球環境推進室（川崎市役所第３庁舎

17階）加賀谷・内田担当

　　住　所　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　電　話　044－200－3871

　　メール　30tisui@city.kawasaki.jp

５ 　仕様書、企画提案書作成要領、各種様式の配布

　 　仕様書、企画提案書作成要領、各種様式については、

次のホームページからダウンロードしてください。同

様のものを川崎市環境局地球環境推進室でお渡しする

ことも可能です。必要があればお越しください。

　 　http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000094930.

html

６ 　プロポーザル参加意向申出書の提出等

　⑴ 　プロポーザル参加意向申出書

　　 　プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザ

ル参加意向申出書を提出してください。

　　ア 　提出期間　平成30年２月19日（月）正午まで

　　　　　　　　　 （受付時間：午前９時～午後５時　

閉庁日及び正午～午後１時を除く）

　　イ 　提出場所　４と同じ

　　ウ 　提出方法　 持参または郵送（郵送の場合は書留

郵便等の配達記録が残るもので必着）

　⑵ 　参加資格確認結果通知書の交付

　　 　プロポーザル参加意向申出書を提出した事業者に

は、当該業務委託の提案資格の有無について、参加

資格確認結果通知書を競争入札参加資格審査申請時

に登録している電子メールアドレスへ平成30年２月

20日（火）に送付いたします。

７ 　提案資格の喪失

６ 　⑵により通知を受けた者が資格確認後において、次

のいずれかに該当するときは、当該に係る提案を行う

ことができないものとし、すでに提出された提案書は

無効とします。

　⑴ 　２にある当該契約に係る提案資格を満たさないこ

ととなったとき

　⑵ 　参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をした

とき

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき

　⑷ 　記載すべき事項の全部または一部が記載されてい

ないとき

８ 　委託業務及び企画提案書等に関する質問等の受付に

ついて

　⑴ 　質問受付期限

　　　平成30年２月27日（火）正午

　⑵ 　質問受付方法

　　 　文書（郵送）またはメールによる送付のみ受け付

けます。

　⑶ 　質問送付先

　　　４と同じ
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　⑷ 　質問への回答

　　 　全ての参加事業者に平成30年３月１日（木）にメ

ールで送付します。

９ 　参加資格を有した事業者の応募書類の提出

　　応募書類を次のとおり受け付けます。

　⑴ 　受付期間　平成30年３月８日（木）正午まで

　　　　　　　　 （受付時間：午前９時～午後５時　閉

庁日及び正午～午後１時を除く）

　⑵ 　提出場所　４と同じ

　⑶ 　提出方法　持参

　⑷ 　必要書類　詳細は企画提案書作成要領によります。

10　企画提案書のヒアリング

　⑴ 　日時　平成30年３月15日（木）

　⑵ 　会場　川崎市役所第４庁舎会議室

　⑶ 　内容　プレゼンテーション10分、質疑応答５分程度

　　※　参集日時、参集場所は後日、個別にご連絡します。

　　※　プロジェクター等はありません。

11　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 　決定業者は契約書の作成を要します。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は４と同じです。

　⑷ 　提出された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。

12　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第84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９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第85号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成30年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　プロポーザルに付する事項

　⑴ 　委託名

　　 　平成30年度鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能検

競争入札に

付する事項

件　　 名 動物死体運搬車の購入

履行場所 本市の指定する場所

履行期限 平成31年２月22日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成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。

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　電話番号　044－200－2092

（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

入札日時等 平成30年３月26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 　要

契約書作成 　要

入札の無効 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

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。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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討支援業務委託

　⑵ 　委託概要

　　ア 　目的

　　　 　田園都市線鷺沼駅周辺地域においては、民間に

おける再開発の機運が高まっており、平成29年８

月に設立された再開発準備組合では、平成31年度

都市計画決定、平成33年度工事着手を目指して事

業計画の検討が進められている。

　　　 　こうした中、駅周辺の町内会・商店会長で構成

される再開発推進協議会や川崎市全町内会連合会

から、再編整備に伴う公共機能に関する様々な要

望が寄せられていることに加え、市議会において

も、宮前区議団からの予算要望や、各会派からの

代表質問等において、公共機能移転に関する意見

が寄せられている状況にある。

　　　 　そこで本市では、再開発準備組合が進めている

再開発事業の計画検討の中での議論が可能となる

よう、宮前区役所・市民館・図書館等の移転可能

性を含め、宮前区内の公共機能について検討を行

い、「（仮称）鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能

に関する基本方針（以下「基本方針」という。）」

を平成30年度に策定する予定である。

　　　 　当該業務は、鷺沼駅周辺再編整備やまちづくり

について市民の理解を深めつつ、公共機能のあり

方に関する率直な意見の把握を行い、基本方針策

定の基礎となる市民意見を整理することを目的と

する。

　　イ 　内容

　　　（ア ）「（仮称）鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機

能に関する意見交換会」の運営

　　　（イ ）「（仮称）鷺沼駅周辺再編整備に伴うまちづ

くりフォーラム」の運営

　　　（ウ ）ニュースレター等の作成

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月29日（金）まで

　⑷ 　業務概算額

　　　6,016,000円（消費税額及び地方消費税額を含まず）

２ 　プロポーザル参加資格

　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名簿の当該

契約に対応するとして定めた業種・種目について登

載されている者であること（業種コード：99その他

業務）。

　⑷ 　本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

３ 　提案内容の評価基準

評価項目 配点

１．企画力 50

⑴ 　 鷺沼駅周辺再編整備の動向や宮前区のまちづくり、

地域特性を理解した企画提案となっている
10

⑵ 　 市民の参加意欲を喚起し、参加者の満足度を高め、

率直な意見を引き出す内容となっている
10

⑶ 　 プログラムの内容や構成、広報手段が具体的かつ

効果的な内容となっている
10

⑷ 　 基本方針策定に向けた効果的な意見聴取・整理が

見込める内容となっている
10

⑸ 　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 　 本事業の様子を広く周知し、参加者以外の興味を

惹く工夫・能力が認められる
10

３．業務への積極性、事業実施体制 15

⑴ 　 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

⑵ 　事業実施に必要なスタッフ体制が確保されている。 10

４．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 　 本市や他の自治体等での類似実績が十分と判断で

きる
10

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

井川、松井、松本

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 044－200－2490

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２月20日（火）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

　 　「参加意向申出書」を提出した者には、資格の有無

を確認し、平成30年２月21日（水）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者は、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
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　⑴ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月22日（木）から平成30年２月27日

（火）まで

　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３月１日（木）に電子メールで参加予定

事業者全員に送付します。

８ 　企画提案書の提出

必要書類

①企画提案書：当該業務の企画提案内容を記載

②見積書：積算根拠がわかるよう内訳を記載

③ 業務実績：近年の主な類似業務の件名、発注者、

金額、内容などを記載

④ 団体概要：団体の理念、業務内容などがわかる

資料（パンフレットなどで可）

※いずれも様式自由

提出部数 各12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

提出締切 平成30年３月７日（水）※当日必着

９ 　企画提案評価委員会

日　　時

平成30年３月12日（月）午後※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
９　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（プレゼンテーション）20分、質疑応答10分

※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」です。

　⑷ 　提出書類は返却しません。

　⑸ 　関係書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の

負担とします。

　⑹ 　当該決定の効果は、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86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 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　超純水製造装置一式の賃貸借及び保守管理

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から西暦2025年（平成37年）

　　　３月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成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

種名「リース」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　官公庁又は研究機関と理化学分析装置の賃貸借に

ついて平成25年４月１日以降に契約実績（可能な限

り、本調達の装置に準じる契約が望ましい）がある

こと。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年２月13日から２月19日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」（http://

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

札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にありま
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す。）ダウンロードができない場合には、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成30年２月20日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「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

メールアドレスを登録している場合は、平成30年２

月21日までに電子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日から２月23日までとします。た

だし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日並び

に平日の正午から午後１時までを除く、午前８時30

分から午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年２月26日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　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。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年２月28日　午後３時40分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」に同じ。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札は税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料

（税抜き）に84か月を乗じる方法（契約金総額）で

見積もりしてください。

８ 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、平成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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
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語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所」

に同じ。

　⑶ 　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 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第87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 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　全有機体炭素計一式の賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から西暦2025年（平成37年）

　　　３月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成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

種名「リース」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　官公庁又は研究機関と理化学分析装置の賃貸借に

ついて平成25年４月１日以降に契約実績（可能な限

り、本調達の装置に準じる契約が望ましい）がある

こと。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年２月13日から２月19日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」（http://

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

札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にありま

す。）ダウンロードができない場合には、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成30年２月20日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「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

メールアドレスを登録している場合は、平成30年２

月21日までに電子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日から２月23日までとします。た

だし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日並び

に平日の正午から午後１時までを除く、午前８時30

分から午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法
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　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　044-288-2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年２月26日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　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。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年２月28日　午後３時20分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時　

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」に同じ。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札は税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料

（税抜き）に84か月を乗じる方法（契約金総額）で

見積もりしてください。

８ 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、平成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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所」

に同じ。

　⑶ 　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 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第88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 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　還元気化水銀測定装置一式の賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所
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　⑶ 　履行期間

　　 　平成30年４月１日から西暦2025年（平成37年）３

月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成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

種名「リース」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　官公庁又は研究機関と理化学分析装置の賃貸借に

ついて平成25年４月１日以降に契約実績（可能な限

り、本調達の装置に準じる契約が望ましい）がある

こと。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年２月13日から２月19日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」（http://

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

札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にありま

す。）ダウンロードができない場合には、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成30年２月20日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「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

メールアドレスを登録している場合は、平成30年２

月21日までに電子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日から２月23日までとします。た

だし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日並び

に平日の正午から午後１時までを除く、午前８時30

分から午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年２月26日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。
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　　イ 　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。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年２月28日　午後３時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」に同じ。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札は税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料

（税抜き）に84か月を乗じる方法（契約金総額）で

見積もりしてください。

８ 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、平成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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所」

に同じ。

　⑶ 　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 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第89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 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　 　遺伝子組換え食品検査システム、

　　　ＤＮＡシーケンサ年間保守及び定期点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　 　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成29・30年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「その他業

務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５か年に、本業務の対象機器と同メーカーの

機器について保守点検業務委託契約の実績があるこ

と。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044
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　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年２月13日から２月19日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」（http://

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

札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にありま

す。）ダウンロードができない場合には、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成30年２月20日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「平成29・30年度　川崎市業務委

託有資格業者名簿」へ登録した際にメールアドレス

を登録している場合は、平成30年２月21日までに電

子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日から平成30年２月26日までとし

ます。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び

祝日並びに平日の正午から午後１時までを除く、午

前８時30分から午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年２月28日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月２日　午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」に同じ。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
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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 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、平成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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所」

に同じ。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第90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 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　高速液体クロマトグラフ質量分析計、

　　　四重極／飛行時間型質量分析装置年間保守及び

　　　定期点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成29・30年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「その他業

務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５か年に、本業務の対象機器と同メーカーの

機器について保守点検業務委託契約の実績があるこ

と。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年２月13日から２月19日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」（http://

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

札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にありま

す。）ダウンロードができない場合には、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　 　平成30年２月20日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「平成29・30年度　川崎市業務委

託有資格業者名簿」へ登録した際にメールアドレス

を登録している場合は、平成30年２月21日までに電

子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先
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　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日から平成29年２月26日までとし

ます。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び

祝日並びに平日の正午から午後１時までを除く、午

前８時30分から午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年２月28日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月２日　午後２時20分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　　ア　開札日時

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」に同じ。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　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 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、平成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。

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、川崎市契約規則第32条の定め

るところにより、契約金額の10％を納入しなけれ

ばなりません。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所」

に同じ。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第91号

　　　入　札　公　告

　　平成30年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　健康安全研究所細菌検査器具滅菌洗浄等業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「平成29・30年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「医療関連

業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５か年に、本市又は他官公庁、研究施設にお

いて実験器具等洗浄業務委託契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年２月13日から２月19日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを

除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」（http://

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

札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にありま

す。）ダウンロードができない場合には、「３⑵提出

期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成30年２月20日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「平成29・30年度　川崎市業務委

託有資格業者名簿」へ登録した際にメールアドレス

を登録している場合は、平成30年２月21日までに電

子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月21日から平成30年２月26日までとし

ます。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び

祝日並びに平日の正午から午後１時までを除く、午

前８時30分から午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年２月28日に競争参加

資格を有するとした一般競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。
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７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　　ウ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　平成30年３月２日　午後３時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時　

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」に同じ。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　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 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、平成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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所」

に同じ。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第92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

　　　 ２生活環境事業所エレベーター設備保守点検業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区塩浜４丁目11番９号ほか１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

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、南部生活環境事業所及び宮前生活環境

事業所に設置されている、エレベーター設備の機能

を正常に維持するために必要な保守点検整備及び調

整等の業務を委託するものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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「エ

レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁及び民間において、

エレベーター設備保守点検業務の契約実績を有する

こと。

　⑸ 　過去５年間にエレベーター設備の設計又は工事の

実績を有すること。

　⑹ 　本業務に携わる全員が必要な資格を有しているこ

と。また、当該資格者との雇用関係を証明できる書

類を提出すること。

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・提出について

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び２⑷～２⑹の入札参加

資格を証する書類及び類似業務の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。
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　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書等の提出は

持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布

　　　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

　　　配布・提出期間： 平成30年２月13日から平成30年

２月19日

　⑵ 　仕様書及び内訳書の配布、一般競争入札参加資格

確認申請書及び類似業務契約実績の提出

　　　配布場所：〒210－8577

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　環境局施設部施設整備課

　　　　　　　　水岡、小山、森田、粟野

　　　　　　　　電　話　044－200－2556（直通）、

　　　　　　　　ＦＡＸ　044－200－3923

　　　配布期間：平成30年２月13日から平成30年２月19日

　　　　　　　　午前９時から午後３時

　　　　　　　※ 休日、休憩時間（午前12時から午後１

時）は除く

　　 　なお、仕様書及び内訳書については、一般競争入

札参加資格確認申請書及び類似業務契約実績の提出

時に、２の参加資格を満たしていることが確認され

た時に、配布致します。

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。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。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 　交付日

　　　平成30年２月23日

　　※ 直接受取りの場合、休憩時間（午前12時から午後

１時）は除く

　⑵ 　場所

　　　３⑵に同じ

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　配布場所及び問合わせ先

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よりダ

ウンロード

　⑵ 　配布期間

　　　平成30年２月13日から平成30年２月19日

　⑶ 　質問受付日

　　　平成30年２月26日午前９時から午後４時まで

　　※ 持参の場合、休憩時間（午前12時から午後１時）

は除く

　⑷ 　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。

　⑸ 　質問受付方法

　　　持参または電子メールによります。

　　ア 　電子メール　30sisetu@city.kawasaki.jp

　⑹ 　回答方法

　　 　掲示および全社に文書（電子メール）にて送付し

ます。

　　ア 　掲示日時　平成30年３月２日　午前９時から午

後４時まで

　　イ 　掲示場所　川崎市役所第３庁舎16階　環境局施

設整備課掲示板

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年３月12日午前11時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　環境局会議室

　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

格な場合は、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

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　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

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

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

覧できます。
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９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口３⑴に同じ。

　⑶ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　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わる予算の議決を要し

ます。

 －以上－

　　　───────────────────

川崎市公告第93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　平成30年度　川崎市ホームページ

　　　　　　バナー広告掲載

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室等

　⑶ 　履行期限　 平成30年４月１日から平成31年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市では、川崎市ホームページのトップページ

の一部を広告媒体として提供し、民間企業の有料広

告掲載を行っています。本業務は、バナー広告掲載

希望者の選定、バナー画像の作成・納品・広告料の

納入について一括して行うものとなります。

　　　詳細は、仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　過去２箇年の間に、本市又はその他の官公庁にお

いて、バナー広告掲載に関する類似の契約を１回以

上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行した

実績を有し、かつ、この役務を確実に履行すること

ができること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　次の配布・提出場所において、一般競争入札参加資

格確認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説

明書を配布します。

　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホ

ームページからもダウンロードできます。この入札に

参加を希望する者は、次により所定の一般競争入札参

加資格確認申請書及び２⑶にある類似の契約実績を証

する書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を

持参により提出してください。

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

jp/170/page/0000094405.html）

　　入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局シティプロモーション推進室広報担当

　　　電話　044－200－3606　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　e-mail　17hoso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成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分から午後５時までとしま

す。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）な

らびに平日の正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　平成30年２月21日（水）午後１時から午後

５時まで

　　 　ただし、一般競争入札参加資格確認申請書に電子

メールのアドレスを記載した場合は、同日中までに

電子メールで送信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成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分から午後５時まで及び平

成30年２月21日（水）の午前８時30分から正午まで

とします。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝

日）ならびに平日の正午から午後１時までを除きま

す。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。

　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、
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送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連絡

ください。

　　　また、郵送の場合は５⑴の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月22日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年２月28日（水）午前10時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格以上の最高の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」におい

て閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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94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　 王禅寺処理センター煙突設備点検清掃

業務委託

　⑵ 　履行場所　 王禅寺処理センター：川崎市麻生区王

禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　 平成30年４月２日（月）から平成31年

３月20日（水）まで

　⑷ 　業務概要　 王禅寺処理センターに設置されている

煙突設備の機能を正常に維持するため

に必要な点検清掃業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
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同種の煙突設備点検整備業務の契約実績を有するこ

と。ただし民間実績については、同等の契約実績を

有すること。

　⑸ 　煙突設備点検整備業務委託に必要な資格を有して

いる人員を配置できること。

　　　なお、必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　ダイオキシン類特別教育修了証

　　イ 　ゴンドラ取扱業務特別教育修了証

３ 　競争入札参加申込書及び現場説明希望調査書の配

布、提出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷、⑸ア、イの書類を提出し

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　梶、村瀬、齊藤

　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0315

　　※ 　競争入札参加申込書及び現場説明希望調査書に

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２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）９時から17時まで（日曜及び12時から13時の

間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸ア、イの資格証の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　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

ールで平成30年２月26日（月）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成30年２月26日（月）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26日（月）から平成30年３月２日

（金）９時から17時まで（日曜及び12時から13時の

間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。

　　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３月８日（木）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成30年３月12日（月）11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これ

を無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。
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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３？に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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95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　　 王禅寺処理センター排水処理設備点

検整備業務委託

　⑵ 　履行場所　　 王禅寺処理センター：川崎市麻生区

王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　　 平成30年４月２日（月）から平成30

年７月31日（火）まで

　⑷ 　業務概要　　 王禅寺処理センター排水処理設備の

機能を正常に維持するために必要な

点検整備業務

　⑸ 　業務実施日　 全 休 炉 期 間　 平 成30年 ６ 月13日

（水）～６月27日（水）予定

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されていること。

　⑷ 　川崎市内に本社または事業所、営業所を有してい

ること。

　⑸ 　過去５年間に本市、他官公庁又は民間において、

排水処理設備点検整備業務又は槽清掃点検業務の契

約実績を有すること。ただし、民間実績については、

同等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑸の書類を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター

　　　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２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）９時から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とする。）

　⑷ 　提出書類

　　　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等を平

成30年２月26日（月）に交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成30年２月26日（月）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26日（月）から平成30年３月２日

（金）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出すること。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月８日（木）までに文書（電子メール

またはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。
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　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成30年３月12日（月）14時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とする。）

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさきの「契約関係規定」から閲覧

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

index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　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96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　　 王禅寺処理センター煙道設備等点検

清掃業務委託

　⑵ 　履行場所　　 王禅寺処理センター：川崎市麻生区

王禅寺1285番地

　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　　 王禅寺処理センターの焼却炉内、煙

道設備等の機能を正常に維持するた

めに必要な点検清掃を実施するもの

である。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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。

　⑷ 　過去２年間に本市、または他官公庁において、同

種の煙道設備等点検清掃業務の契約実績を有するこ

と。

　⑸ 　煙道設備等点検整備業務委託に必要な資格を有し

ている人員を配置できること。

　　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　足場の組立て等作業主任者

　　イ 　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了証

３ 　競争参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び問い

合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷、⑸の書類を提出してくだ

さい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒215－0013

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　環境局施設部王禅寺処理センター

　　　技術係　藤井、柏木、斎藤

　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争参加申込書については、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」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２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）９時から17時まで（日曜及び12時から13時の

間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

４ 　競争参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争参加資格確認通知書等を平成30

年３月５日（月）までに交付します。
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　 　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３月５日（月）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３月５日（月）から平成30年３月９日

（金）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月12日（月）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成30年３月20日（火）10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条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 　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 　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　　 王禅寺処理センターかわるんパーク

外構等植栽管理業務委託

　⑵ 　履行場所　　 王禅寺処理センター：川崎市麻生区

王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　　 平成30年４月２日（月）から平成31

年３月30日（土）まで

　⑷ 　業務概要　　 本業務は王禅寺処理センターかわる

んパークの外構等の植栽を適切に維

持するために必要な管理を実施する

ものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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」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２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の植栽管理業務の契約実績を有すること。ただ
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し、民間実績については、同等の契約実績を有する

こと。

　⑹ 　植栽管理業務委託に必要な資格及び技術者を有し

ている人員を配置できること。

　　 　なお、主に必要な資格及び技術者は次のとおりと

する。

　　ア 　刈払い取扱作業者

　　イ 　禅寺丸柿の管理育成ができること。

３ 　競争入札参加申込書及び現場説明希望調査書の配

布、提出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑸、⑹ア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　柏木、真鍋、斉藤

　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書及び現場説明希望調査書に

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２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）９時から17時まで（日曜及び12時から13時の

間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑹アの資格証の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　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

ールで平成30年３月６日（火）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　平成30年３月６日（火）９時から17

時まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成30年３月７日（水）から平成30年３月12日

（月）９時から17時まで（日曜及び12時から13時の

間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。

　　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３月13日（火）全社へ文書（電子メール

またはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　現場説明

　 　競争入札参加資格を有すると認められた業者につい

ては、次により現場説明を実施します。

　 　なお、日時については本市が指定し、１社ごとに説

明を行います。

　⑴ 　日　　時

　　 　平成30年３月７日（水）から平成30年３月８日

（木）までの期間で、本市指定の日時

　⑵ 　集合場所

　　　王禅寺処理センター：川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　所要時間

　　 　現場説明に要する時間は、各社１時間程度を予定

しています。詳細については、後日入札参加業者と

協議し決定します。

８ 　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３月14日（水）11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、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
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って入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これ

を無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除といたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札情報かわさき（http://

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

約関係規定」から閲覧できます。

10　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 　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 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第98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　 王禅寺処理センター資源化処理施設エ

レベーター設備保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所　 王禅寺処理センター資源化処理施設：

川崎市麻生区王禅寺1285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　 王禅寺処理センター資源化処理施設に

設置されているエレベーター装置の機

能を正常に維持するために必要な保守

点検を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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「エ

レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

エレベーター設備保守点検業務の契約実績を有する

こと。ただし、民間実績については、同等の契約実

績を有すること。

　⑸ 　本業務に必要な資格を有している人員を配置でき

ること。

　　 　なお、主に必要な資格は次のとおりとし、資格を

保有していることを証明できる書類を提出すること。

　　ア 　１級建築士又は２級建築士若しくは昇降機検査

資格者証

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

　　　川崎市王禅寺処理センター

　　　技術係　柏木、斉藤

　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）９時から17時まで（日曜日及び12時から13時

の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸ の資格証の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を平成30年３月１日（木）に交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成30年３月１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３月１日（木）から平成30年３月６日
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（火）９時から17時まで（日曜日及び12時から13時

の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　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３月９日（金）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成30年３月12日（月）10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とする。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効　川崎市競争入札参加者心得で無効と

定める入札は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさきの「契約関係規定」から閲覧

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

index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　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 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告　第99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　 王禅寺処理センター資源化処理施設外

構等植栽管理業務委託

　⑵ 　履行場所　 王禅寺処理センター：川崎市麻生区王

禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　 平成30年４月２日（月）から平成31年

３月30日（土）まで

　⑷ 　業務概要　 本業務は王禅寺処理センター資源化処

理施設の外構等の植栽を適切に維持す

るために必要な管理を実施するもので

ある。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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」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２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の植栽管理業務の契約実績を有すること。ただ

し、民間実績については、同等の契約実績を有する

こと。

　⑹ 　植栽管理業務委託に必要な資格及び技術者を有し

ている人員を配置できること。

　　 　なお、主に必要な資格及び技術者は次のとおりと

する。

　　ア 　刈払い取扱作業者

３ 　競争入札参加申込書及び現場説明希望調査書の配

布、提出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑸、⑹の書類を提出してくだ

さい。
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　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　柏木、真鍋、斉藤

　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書及び現場説明希望調査書に

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。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）９時から17時まで（日曜及び12時から13時の

間は除く。）

　⑵ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑹の資格証の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

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

ールで平成30年３月６日（火）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 平成30年３月６日（火）９時から17

時まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成30年３月７日（水）から平成30年３月12日

（月）９時から17時まで（日曜及び12時から13時の

間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。

　　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３月13日（火）全社へ文書（電子メール

またはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　現場説明

　 　競争入札参加資格を有すると認められた業者につい

ては、次により現場説明を実施します。

　 　なお、日時については本市が指定し、１社ごとに説

明を行います。

　⑴ 　日　　時

　　 　平成30年３月７日（水）から平成30年３月８日

（木）までの期間で、本市指定の日時。

　⑵ 　集合場所

　　　王禅寺処理センター：川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　所要時間

　　 　現場説明に要する時間は、各社１時間程度を予定

しています。詳細については、後日入札参加業者と

協議し決定します。

８ 　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３月14日（水）10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、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

　　 　競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これ

を無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除といたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。
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10　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 　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 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告　第100号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成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　 王禅寺処理センターかわるんパークト

イレ点検清掃業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　 平成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　 王禅寺処理センターかわるんパークに

設置されている公衆トイレを正常に維

持するために必要な点検清掃を実施す

るものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登載さ

れていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種のトイレ等点検清掃業務の契約実績を有するこ

と。ただし、民間実績については、同等の契約実績

を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷の書類を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒215－0013

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　王禅寺処理センター

　　　技術係　小木、齊藤

　　　電　話　044－966－6135

　　　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）まで

　　 　９時から17時（日曜日及び12時から13時までの間

は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を平成30年３月６日（火）に交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成30年３月６日（火）９時から17時

まで（12時から13時までの間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成30年３月６日（火）から平成30年３月12日

（月）まで

　　 　９時から17時（日曜日及び12時から13時までの間

は除く。）

　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３月15日（木）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
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行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成30年３月19日（月）10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等 

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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101号

　平成30年度麻生区農と環境を活かしたまちづくり運営

支援業務委託の業者選定に関する公募型企画提案方式の

実施について次のとおり公告します。

　　平成30年２月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　

１ 　件名

　 　麻生区農と環境を活かしたまちづくり運営支援業務

委託

２ 　履行期間

　　平成30年４月１日から平成31年３月31日

３ 　事業概要

　 　本事業は、麻生区内にある農業資源や緑地などの環

境資源を活用した地域活性化や里山保全利活用を推進

するため、「黒川地域　農と環境を活かしたまちづく

り　実施計画」に基づき、黒川地域連携協議会専門部

会の運営支援、および各取組みの実施支援を目的とす

る。

４ 　業務内容

　⑴ 　黒川地域連携協議会専門部会の資料作成と運営支

援（２回×３部会）

　⑵ 　黒川地域連携イベント・会議の実施・運営支援

（会議１回程度、イベント６回程度）

　⑶ 　平成30年度実施事項のとりまとめ、基本計画及び

実施計画の修正・更新

　⑷ 　岡上地区における地域資源調査

５ 　契約上限額

　　4,482,000円

　　（消費税及び地方消費税８％相当額を含む。）

６ 　参加資格

　⑴ 　参加意向申出書提出時までに、平成29・30年度川

崎市業務委託有資格者業者名簿の当該契約に対応す

る業種である「20：調査・測定・99：他調査」につ

いて登録されている者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立てがなされていない者又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開

始の申立てがなされていない者

　⑸ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年３月19日条例第

５号）第７条に基づく、暴力団員等、暴力団経営支

配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認

められる者でないこと。

７ 　参加意向申出書の提出

　⑴ 　提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から２月28日（水）まで

（持参の場合は閉庁日を除く。）

　⑵ 　提出場所

　　 　麻生区役所まちづくり推進部企画課（所在地等は

13を参照）

　⑶ 　提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送（書留等の配達記録が残る方法に限る。）

８ 　委託業務及び企画提案書等に関する質問

　⑴ 　提出期間
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　　 　平成30年２月13日（火）から２月23日（金）まで

（持参の場合は閉庁日を除く。）

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送（書留等の配達記録が残る方法に限る。）

　　ウ 　電子メール（着信確認を要する。）

　⑷ 　回答

　　 　原則として、質問提出日の翌開庁日に川崎市麻生

区役所ホームページに掲載する。

９ 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出期間

　　　平成30年３月２日（金）から３月８日（木）まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　　７⑷と同様

10　企画提案書等の提出書類

　⑴ 　企画提案書（様式自由）

　⑵ 　業務実施体制（様式３）

　⑶ 　予定技術者経歴等（様式４－１、４－２、４－３）

　⑷ 　所要経費・見積書（様式自由）

11　プレゼンテーション

　⑴ 　日時

　　 　平成30年３月16日（金）午前９時～正午の間で別

途郵送にて通知します。

　⑵ 　場所

　　　川崎市麻生区万福寺１－５－１

　　　麻生区役所４階第５会議室

　⑶ 　時間

　　　各社30分（提出書類の説明20分、質疑応答10分）

12　評価基準について

　⑴ 　提案内容

　⑵ 　業務遂行体制

　⑶ 　技術者評価

　⑷ 　所要経費・見積額

13　担当部局

　　川崎市麻生区役所まちづくり推進部企画課

　　〒215－8570　川崎市麻生区万福寺１―５―１

　　電話（直通）　044－965－5112

　　ＦＡＸ　044－965－5200

　　メールアドレス　73kikaku@city.kawasaki.jp

14　その他

　⑴ 　「平成30年度　麻生区農と環境を活かしたまちづ

くり運営支援業務委託　公募型企画提案実施要領」

及び各様式については、川崎市麻生区役所ホームペ

ージ上に掲載する。

　⑵ 　詳細は、「平成30年度　麻生区農と環境を活かし

たまちづくり運営支援業務委託　公募型企画提案実

施要領」を参照すること。

　⑶ 　企画提案書等作成に伴う費用は、参加業者の負担

とする。

　　　───────────────────

川崎市公告第102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

　　 　川崎市国際交流センター受変電設備長寿命化整備

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市中原区木月祗園町２番２号　川崎市国際交

流センター

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月29日（金）まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市国際交流センターの受変電設備の長寿命化

整備（真空遮断器の調達及び交換並びに試験調整を

含む。）を行い、機能回復を図る。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」、種目「電気・機械設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間で、本市又は他官公庁において類似の

契約を締結し、誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を提

出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民生活部交流推進担当

　　　電　話　044－200－2846（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3707
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　　　E-mail　5kouryu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間　

　　 　平成30年２月13日（火）から２月20日（火）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」の「入札情報」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、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23日（金）午後１時から午後５時ま

で

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様等に関する質問

　⑴ 　受付期間

　　 　平成30年２月23日（金）から３月１日（木）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。

　⑵ 　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。

　⑶ 　受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25kouryu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3707　

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月６日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた全社へ電

子メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月９日（金）午前11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　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　　要

　⑶ 　前払金
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　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」から閲覧できます。

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 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第103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

　　　川崎市民プラザ貯湯槽長寿命化整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区新作１丁目19番１号　川崎市民プラザ

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成30年12月28日まで　

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市民プラザに設置されている貯湯槽につい

て、経年劣化により支障を来していることから、当

該箇所の整備作業を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において、類似

の契約を締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を提

出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民生活部企画課　

　　　電話　044－200－2153（直通）

　　　ＦＡＸ　　044－200－3707

　　　E-mail　25kikaku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から２月19日（月）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年２月21日（水）午後１時から午後５時ま

で

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月13日（火）から２月23日（金）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を

除きます。

　⑶ 　質問書の様式
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　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25kikaku@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3707

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月28日（水）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する

　　　　金額を入札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月８日（木）午前11時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例（昭和39年川崎市条例第14号）、

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」及び３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所で閲覧するこ

とができます。

10　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、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑷ 　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104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 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　測定データ確認集計業務委託
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　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月25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年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２か年以内に、本市又は他官公庁において、

大気汚染防止法第22条に基づく環境大気常時監視に

係る自動測定機測定結果記録紙の確認業務、又は、

測定機保守業務の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　田邊（技術仕様関係）

　　　事業推進課　仙石（契約事務関係）

　　　電　話　044－276－9001

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成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２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

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

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成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

　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 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月13日（火）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時
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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://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３？に同じ。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第105号

　　　入　札　公　告

　川崎市総合事業担い手養成研修教材作成委託業務に関

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

　　　川崎市総合事業担い手養成研修教材作成委託業務

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市幸区堀川町580番ソリッドスクエア西館10

階　地域包括ケア推進室　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成30年３月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市総合事業担い手養成研修で使用するＤＶＤ

教材及びテキストの作成

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成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。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　過去２年間に官公庁において福祉関係に関する契

約実績を有していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　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・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番ソリッドスクエア西館10階

　　　地域包括ケア推進室　戸兵

　　　電話　044－200－3719（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）～平成30年２月19日（月）

午前９時～午後５時00分（土、日、祝日、正午～午

後１時は除く）

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書については、

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。

　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等の交付

　 　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 　交付日時
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　　　平成30年２月21日（水）午前９時～午後５時00分

　　　（正午～午後１時は除く）

　⑵ 　場　所

　　　３⑵に同じ

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、

３⑶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。なお、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。ただし、テキスト作成に使用する

「訪問型サービスＡ従事者研修テキスト（神奈川県

版）」については、一般競争入札参加資格確認通知

書を交付する際に電子メールのアドレスに送付しま

す。

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　質問受付日

　　 　平成30年２月15日（木）午前９時～平成30年２月

22日（木）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40keasui@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月26日（月）までに全者へ文書（電子

メール）で送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス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 　入札日時　平成30年２月27日（火）　午前10時

　　イ 　入札場所　〒212－0013

　　　　　　　　　川崎市幸区堀川町580番

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　　　　　　　健康福祉局　会議室10Ｄ

　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

　　 　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

　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

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は（「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。

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照会窓口は、３⑵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。

　　　───────────────────
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川崎市公告第106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　使用済みタイヤ更生業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　本市の指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　各生活環境事業所のごみ収集車等で使用した新品

タイヤ（使用済みタイヤ）の更生業務、及び、それ

に付随する使用済みタイヤの引取り、更生後のタイ

ヤ（更生タイヤ）の納入業務

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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 　過去２年間（平成28・29年度）の期間に、本市又

は他官公庁において、使用済みタイヤ更生業務の契

約実績を有し、かつ業務完了実績を有すること。

　⑸ 　「ＪＩＳ　Ｋ　6329」の規格に基づき、使用済み

タイヤ更生業務を行うことが出来ること。

　⑹ 　契約時に、「ＪＩＳ　Ｋ　6329」の規格に基づき

使用済みタイヤ更生業務を行うことがわかるよう、

納入する更生タイヤを製造する工場が取得している

「ＪＩＳ　Ｋ　6329」にかかる認証書の写しを提出

すること。

３ 　競争参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び問い

合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑹を確認できる書類を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　環境局生活環境部収集計画課（川崎市役所第３庁

舎16階）

　　　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　電話044－200－2570（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月19日

（月）９時から17時まで（土曜日、日曜日、休日及

び12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

４ 　競争参加資格確認通知書・質問書及び仕様書等の交

付

　 　競争参加申込書を提出し、競争参加資格があると認

めた者には、競争参加資格確認通知書・質問書及び仕

様書等を平成30年２月28日（水）までに交付します。

なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルで配信します。電子メールアドレスを登録していな

い場合は、次のとおり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28日（水）９時から16時まで（12時

から13時は除く）

５ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加することができ

ません。

　⑴ 　２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類について虚偽の記載

をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　平成30年３月１日（木）から平成30年３月５日

（月）９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問の様式

　　 　競争参加有資格確認通知書交付時に配布する「質

問書」により提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　電子メール及びＦＡＸとします。なお、送信後は

必ず確認のため電話連絡をしてください。

　　 　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.

jp

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2570

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月９日（金）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
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　　　平成30年３月19日（月）11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　 　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室（川崎市

川崎区東田町５番４号）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の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、入札情報かわさき（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.htm）の「契約関係規定」

から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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

　　　 川崎市男女共同参画センター冷却塔長寿命化整備

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区溝口２－20－１

　　　川崎市男女共同参画センター

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成30年６月29日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市男女共同参画センター屋上に設置された冷

却塔２基について、翼車、軸受けユニット、ファン

ブーリー、モーターブーリー等の部品交換、充填材

交換、散水充填材交換、他必要作業を行い、機能回

復する。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において、類似

の契約を締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を提

出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局人権・男女共同参画室

　　　電　話　044－200－2300（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3914

　　　E-mail　25zinken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から２月19日（月）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参
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４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージの「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20日（火）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月19日（月）から２月22日（木）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を

除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25zinken@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3914

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年２月27日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２一般競争入札参加資格」の各号

のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月６日（火）　午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.
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jp/233300/index.html）及び３⑴配布・提出場所及

び問合せ先の場所で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「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。

　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108号

　　　入　札　公　告

　「本庁舎施設維持管理業務委託」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

　　　本庁舎施設維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所本庁舎ほか

　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

　　　本庁舎施設維持管理業務委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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

おいて、業種「施設維持管理」に登載されているこ

と。

　⑸ 　業務委託仕様書の内容を遵守し、確実に業務を実

施することができること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　　担当　髙尾

　　　電話　044－200－2081

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から同月20日（火）まで

の開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書、仕様書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書及び業務委託仕様

書は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）で閲覧することができるほ

か、同ホームページからダウンロードすることがで

きます。

　⑵ 　入札説明書、仕様書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、平成30年２月23日（金）まで

に川崎市の平成29・30年度業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に届出のあった電子メールアドレス宛て一

般競争入札参加資格の確認通知書を送付します。ま

た、申請者が電子メールアドレスの登録を行っていな

い場合、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成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

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、平成30年２月28日（水）正午

までに、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付

けます。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合

は、電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

ものについては、回答書を平成30年３月２日（金）
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までに電子メールにて送信します。ただし、電子メ

ールアドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸに

て送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の記載金額

　　　 　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。

　　イ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月９日（金）午前10時

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イ（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イ（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定めた予

定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成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109号

　　　入　札　公　告

　本庁舎等植樹維持剪定管理業務委託に関する一般競争

入札について、次のとおり公表します。

　　平成30年２月13日

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　本庁舎等植樹維持剪定管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所本庁舎ほか

　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

　　 　本庁舎等植樹維持剪定管理業務委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成29・30年度川崎市業務委託

有資格業者名簿において、業種99「その他業務」・

種目03「除草、せんてい等樹木管理」に登載されて

いること。

　⑷ 　業務委託仕様書の内容を遵守し、確実に業務を実

施することができるとともに、植樹維持剪定管理業

務に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑸ 　本委託業務と同等の業務実績を過去５年以内に１

件以上有すること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出
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　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　　担当　杉本

　　　電話　044－200－2081

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から同月20日（火）まで

の開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧

することができるほか、同ホームページからダウン

ロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、平成30年２月23日（金）まで

に川崎市の平成29・30年度業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に届出のあった電子メールアドレス宛て一

般競争入札参加資格の確認通知書を送付します。ま

た、申請者が電子メールアドレスの登録を行っていな

い場合、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成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

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、平成30年２月26日（月）正午

までに、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付

けます。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合

は、電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

ものについては、回答書を平成30年２月28日（水）

までに電子メールにて送信します。ただし、電子メ

ールアドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸに

て送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の記載金額

　　　 　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。

　　イ 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月５日（月）　午後１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４階　庁舎管理課会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イ（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イ（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

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
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　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成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110号

　　　入　札　公　告

　「第３庁舎ほか警備業務委託」に関する一般競争入札

について、次のとおり公告します。

　　平成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

　　　第３庁舎ほか警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　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

　　　第３庁舎ほか警備業務委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市内に本社を有すること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成29・30年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目について、いず

れも登録されていること。

　　ア 　業種16「警備」・種目０２「人的警備」

　　イ 　業種16「警備」・種目０３「駐車場管理」

　⑸ 　本庁舎ほか業務委託仕様書の内容を遵守し、確実

に業務を実施することができるとともに、この警備

に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑹ 　平成23年度以降、本市又は他官公庁において施設

警備業務（駐車場警備のみまたは機械警備を除く。）

の12か月以上の契約実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　　担当　杉本

　　　電話　044－200－2081

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から同月20日（火）まで

の開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を

含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契約関係規定」

で閲覧することができるほか、同ホームページから

ダウンロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、次の日時までに川崎市の平成

29・30年度業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届

出のあった電子メールアドレス宛て一般競争入札参加

資格の確認通知書を送付します。また、申請者が電子

メールアドレスの登録を行っていない場合、次により

確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成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

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、平成30年２月26日（木）正午

までに、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付
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けます。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、

電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　回答は平成30年２月28日（水）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の記載金額

　　　 　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。

　　イ 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月５日（月）　午後４時

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　川崎市役所第３庁舎４階　庁舎管理課会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　　⑴イ（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　　⑴イ（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定めた予

定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当しますので、同条例第８条各号に掲げる事項

を契約書に定めます。

　　 　詳しくは、「入札情報かわさき」内の、川崎市契

約条例、川崎市契約規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引」を御覧ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成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111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

　　　東扇島東公園及び西公園駐車場機器管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区東扇島58番１（東公園）、川崎市川

崎区東扇島94番１、94番２（西公園）

　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

　　 　「東扇島東公園及び西公園駐車場機器管理等業務

委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　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「駐車場管理」で登録されている者。

　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こと。

　⑷ 　本市または他官公庁において、次の契約実績があ

ること。

　　 　駐車場機器管理等業務のうち、入出庫時の問い合

わせやトラブル等に対し、Ｗｅｂカメラ等により遠

隔で状況を確認し、遠隔操作やデータ通信によりリ

アルタイムで対応する実績があること。

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「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 　本市または他官公庁において駐車場機器管理等

業務のうち、入出庫時の問い合わせやトラブル等

に対し、Ｗｅｂカメラ等により遠隔で状況を確認

し、遠隔操作やデータ通信によりリアルタイムで

対応する実績があ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。）

　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22日（木）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22日（木）から平成30年２月26日

（月）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３月１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
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　　　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９日（金）午後２時00分

　　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

　　 　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

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　　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議決を要し

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

　　　───────────────────

川崎市公告第112号

　　　入　札　公　告

　総合評価一般競争入札について、次のとおり公告しま

す。

　　平成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

　　　川崎港船舶給水業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎港港湾区域内

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　調達概要及び想定給水回数

　　ア 　川崎港内の係留施設（民間の係留施設を含む。）

に係留する船舶及び錨地に停泊する船舶に対し給

水作業を行うものです。

　　イ 　想定給水回数は、次のとおりとします。

　　　　運搬給水　100回

　　　　岸壁給水　　50回

　　ウ 　詳細は「委託設計書」及び「川崎港船舶給水業

務委託仕様書」によります。

　⑸ 　価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価一般競争入札（地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１

項の規定により落札者を決定する入札をいう。以下

同じ。）により行います。

２ 　総合評価落札方式採用理由

　 　船舶への給水業務は、船舶の航行に不可欠なサービ

スのため、受託業者には、安定的・確実な運営体制の

確保に加え、利用者からの希望に応じて確実にサービ

スを提供できる業務遂行能力が求められることから、

落札者の決定にあたっては、受託業者の技術能力及び

信頼性・社会性等と入札価格を一体的に評価できる総

合評価落札方式を採用することとします。

３ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

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年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方メー

トル以上の給水能力を持つ船舶を当該業務遂行時に

使用できること。

４ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局川崎港管理センター港湾管理課
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　　　電話番号　　　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　　　044－287－6038

　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月20日

（火）までの（土曜日、日曜日を除きます。）午前

９時から午後５時までとします。（正午から午後１

時の間は除きます。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方メ

ートル以上の給水能力を持つ船舶を業務遂行時に

使用できることを示す書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により

競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　４⑴と同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成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。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　 　また、入札説明書及び仕様書等は４⑴の場所にお

いて、平成30年２月13日（火）から平成30年２月20

日（火）までの（土曜日、日曜日を除きます。）午

前９時から午後５時まで、縦覧に供します。（正午

から午後１時の間は除きます。）

　　ア 　交付場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６ 　仕様書等及び総合評価落札方式評価項目算定資料

（以下「評価項目算定資料」という。）に関する問い

合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　４⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月22（木）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。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸに限り、電話による質問は

受け付けません。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月２日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記３の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　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 　入札の手続き等

　⑴ 　入札書と評価項目算定資料の提出

　　 　入札書・評価項目算定資料は入札説明書等に基づ

き作成し、入札件名及び商号又は名称を記載した封

筒に封入した「入札書」と「総合評価落札方式評価

項目算定資料在中」と記載した封筒に封入した「評

価項目算定資料」を一緒に、事前にご連絡をいただ

いた上で、直接持参により提出してください。

　　ア 　提出場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ 　提出書類

　　　（ア）入札書

　　　　　 　所定の入札書に入札件名及び商号又は名称

を記載し、封筒に入れて提出してください。

　　　　　 　本入札は、船舶の維持管理等に係る「業務

固定費」及び給水作業の回数に応じて支払う

「従量費」の各内訳ごとの単価に予定数量を

乗じた総価入札、契約は単価契約とします。

　　　　　 　また、入札に際しては、「川崎市競争入札

参加者心得」第３条第２項の規定に関わら

ず、契約希望金額の108分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。詳細は「委

託設計書」及び「川崎港船舶給水業務委託仕

様書」を確認してください。

　　　（イ）評価項目算定資料

　　　　　 　Ａ４判で作成してください。様式は自由と

します。

　　　（ウ ）船舶給水事業のうち運搬給水業務の履行実

績を示す契約書等の写し（本市との契約書は

除く。）
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　　　（エ ）本社又は支社・支店等の所在地（登記簿に

記載のある事業所に限る。）を示す会社登記

事項証明書等の写し

　　ウ 　提出部数

　　　 　評価項目算定資料は、（イ）、（ウ）、（エ）の順

番に綴り、表紙に評価項目算定資料書（誓約書）

【様式１】を付したものを「総合評価落札方式評

価項目算定資料在中」と記載した封筒に入れて１

部及び提出する評価項目算定資料の写しを１部提

出してください。

　　エ 　提出期限

　　　 　平成30年３月９日（金）午後５時まで（正午か

ら午後１時の間は除きます。）

　　オ 　その他

　　　 　評価項目算定資料の内容については、別表「川

崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の各評価項

目等を参照して記載してください。ただし、提出

した評価項目算定資料の差替えは認めません。ま

た、提出された評価項目算定資料は返却いたしま

せん。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札予定日及び場所

　　ア 　開札予定日時

　　　　平成30年３月19日（月）午後１時30分

　　イ 　開札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン業務等３階会議室

９ 　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点

　　 　別表「川崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の

とおり

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　 　当該案件の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「評価項目算定資料」について別表「川崎港船舶

給水業務委託技術評価基準」の「配点」に基づき「川

崎港船舶給水業務委託総合評価審査委員会」にて審

議し、技術評価点を決定します。

　⑶ 　採点方法

　　ア 　別表１の分類１～３の各評価項目（１－③及び

④を除く。）については、各評価の基準に基づき、

３～５段階の加点評価を行います。また、分類１

－③及び④については、本市が調査を行い、その

結果に応じて減点評価を行います。

　　　（例１ ）分類３－①「給水作業の安全確保」配点

20点の項目の場合

　　　　　評価が「５」であれば評価点は

　　　　　20×５／５＝20点

　　　　　評価が「３」であれば評価点は

　　　　　20×３／５＝12点

　　　　　評価が「１」であれば評価点は

　　　　　20×１／５＝４点

　　　（例２ ）分類１－③「法令遵守」（減点評価）の

項目の場合

　　　　　 文書による指導・命令を受けた回数が「１

回」につき、２点の減点

　⑷ 　審査方法

　　 　審査の内容は非公開とします。なお、審査の過程

において、算定資料の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。

10　落札者の決定方法

　⑴ 　落札候補者の決定

　　 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、総合評価点の算出方

法は、次の算式により求められるものとします。

　　 　総合評価点＝術評価点（150点満点）＋100×（１

－入札価格／設計金額）（小数点第５位以下切捨て）

　　 　最も高い総合評価点となった者が２者以上いる場

合は、くじにより決定します。該当者のうち、くじ

を引かない者があるときは、これに代えて総合評価

一般競争入札に関係のない市職員にくじを引かせる

ものとします。

　　 　なお、技術評価点が75点を下回った者については

落札者に決定しないものとします。

　⑵ 　入札参加資格の確認

　　 　当該落札候補者について、上記３に示した資格を

満たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し

ます。これらの審査等の結果、当該落札候補者に資

格がないと認めたときは当該入札を無効とし、順

次、総合評価点の高い入札者について、同様の審査

等を実施し落札者を決定します。

　⑶ 　入札の無効

　　ア 　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　　イ 　「評価項目算定資料」の提出がない者はこれを

無効とします。

　⑷ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者はその他の入札

参加者の評価結果について、川崎市ホームページに

て公表します。公表された自らの評価結果について

疑義がある場合は、公表された日から起算して２日

以内に所定の様式【様式２】により照会することが

できます。
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11　評価項目算定資料に係る虚偽記載について

　 　入札参加者が提出した評価項目算定資料に虚偽の記

載等の明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の規

定に基づき、指名停止等の適切な措置を講じます。

12　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成　要

　⑶ 　前払金　　　　無

　⑷ 　業務開始日前日までに提出しなければならないも

の

　　ア 　使用する船舶の国籍証書（付随含む）及び船舶

検査証書

　　イ 　使用する船舶のタンクテーブル（貨物槽容量

表）及び給水能力を証する書類

　　ウ 　タンク内の水について、飲料水の水質基準に適

合していることを証明する直近の書類

　　エ 　従事者名簿

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑹ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成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　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は上記４⑴に

同じです。

　⑶ 　事情により入札を延期又は取りやめる場合があり

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎港船舶給水業務委託総合評価一般

競争入札要綱及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

14　入札の日程

平成30年２月13日（火） 入札公告

平成30年２月20日（火） 入札参加申込締切り（競争入札参加

申込書（添付書類を含む。）の提出）

平成30年２月22日（木） 入札参加資格確認通知書の交付

業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問受付開始

平成30年２月27日（火） 業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問締切り

平成30年３月２日（金） 業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問への回答

平成30年３月９日（金） 入札書及び評価項目算定資料の提

出締切り

平成30年３月19日（月） 開札予定日

平成30年３月22日（木） 落札者決定及び結果公表（予定）

　　　───────────────────

川崎市公告第113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

　　　請願陳情文書表及び加工データ等作成業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　議会局議事調査部議事課（川崎市川崎区砂子１－

９－３ 　川崎市役所第２庁舎５階）

　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

　　 　請願陳情文書表等及び加工データ等作成委託業

務。詳細は「請願陳情文書表及び加工データ等作成

業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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 　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。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　議会局総務部庶務課（川崎市川崎区砂子１－９－

３ 　川崎市役所第２庁舎５階）

　　　担当　榎本・伊藤

　　　電話　044－200－3368

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成30年２月13日（火）から平成30年２月26日
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（月）まで

　　 　土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時30分から

正午まで及び午後１時から午後５時までとします。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、入札

説明書に添付されています。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書及び仕様書の縦覧等

　 　入札説明書及び仕様書は、上記３⑴の場所において

縦覧に供します。入札説明会は開催しませんが、入札

参加資格確認申請書の提出前に、仕様について必ず当

局議事調査部議事課職員の説明を受けてください。期

間については上記３⑵に同じ。

　 　なお、縦覧書類については、インターネットでダウ

ンロードすることもできます（「入札情報かわさき」

－「入札情報」の”委託”－「入札公表」http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　入札参加資格があると認められた者には、平成29・

30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」

の委任先メールアドレスに平成30年２月28日（水）に

入札説明書及び競争入札参加資格確認通知書等を送付

します。また、当該委任先のメールアドレスを登録し

てない者には、同日の午前８時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時までに上記３⑴の場所において

入札説明書及び競争入札参加資格確認通知書等を交付

します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　議会局議事調査部議事課（川崎市川崎区砂子１－

９－３　川崎市役所第２庁舎５階）担当　綾部

　　　電話　044－200－3371

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月28日（水）から平成30年３月２日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98gizi@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月６日（火）に参加資格を有する全社

に文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　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

　　 　入札は、１頁あたりの金額（税抜き）で行うこと

とし、入札書による紙入札方式とします。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　平成30年３月14日（水）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　議会局会議室（川崎市役所第２庁舎５階）

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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114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
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　⑴ 　件名

　　　平成30年度　川崎市議会貸切バス運行業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　本市の指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　貸切バス運行業務。詳細は「平成30年度　川崎市

議会貸切バス運行業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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」に登載されていること。

　⑷ 　委託する貸切バス業務は運転手付で、次のとおり

とし、当該バスを３台以上保有していること。

　　ア 　自動車検査証の車体の形状の記載が「リヤーエ

ンジン」であること。

　　イ 　旅客席が７列シートで26 ～ 29人乗りであるこ

と。

　⑸ 　道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業

の許可を得ていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な資料を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　　担当　仁平

　　　電話　044－200－3367

　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（土曜日、日曜日及び休日を除く午前８

時30分から正午まで及び午後１時から５時15分ま

で。）

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、入札

説明書に添付されています。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　使用するバスの車検証の写し３台分及びバスの

カタログ等（シート配列の分かるもの）

　　ウ 　道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事

業の許可を得ていることを証明する書類の写し

　　エ 　確約書

４ 　仕様書の閲覧

　 　仕様書は、上記３⑴の場所において縦覧に供しま

す。期間については上記３⑵に同じ。

　 　なお、縦覧書類については、インターネットでダウ

ンロードすることもできます（「入札情報かわさき」

－「入札情報」の”委託”－「入札公表」http://

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

５ 　仕様書及び一般競争入札参加資格確認通知書等の交

付

　 　入札参加資格があると認められた者には、平成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２月23日（金）に

入札説明書及び競争入札参加資格確認通知書等を送付

します。また、当該委任先のメールアドレスを登録し

ていない者には、同日に上記３⑴の場所において入札

説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を交付

します。

６ 　仕様等に関する問い合わせ先

　⑴ 　川崎市川崎区砂子１丁目９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　　　担当　仁平

　　　電話　044－200－3367

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月23日（金）から平成30年２月27日

（火）午後５時15分まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98syomu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月１日（木）に参加資格を有する全社

に文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　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
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　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、所定の入札書及び運

賃積算書をもって行います。入札書に記載する金

額は、貸切バスの使用１時間あたりの時間制運賃

の単価に推定利用時間（入札者の車庫から市役所

第２庁舎までの往復時間を含む）を乗じたもの

と、貸切バスの使用１キロあたりのキロ制運賃の

単価に推定利用距離（入札者の車庫から市役所第

２庁舎までの往復距離を含む）を乗じたものの総

合計額（税抜き）としてください。

　　イ 　入札書と運賃積算書には割印をし、入札件名が

記載された封筒に封印してください。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　平成30年３月12日（月）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、その者の入札価格が著しく低価格であるとき

は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塩浜陸橋長寿命化修繕（その２）工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜１丁目10番地先

履行期限 契約の日から平成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」種目「橋りょう」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。
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参 加 資 格

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３月９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 平瀬川支川護岸改修工事

履行場所 川崎市多摩区長沢２丁目地内

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27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８月31日限り）を行う予定です。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸土地区画整理事業都市計画道路登戸野川線他道路築造等工事

履行場所 川崎市多摩区登戸2385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「土木」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

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３月９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

31年３月28日限り）を行う予定です。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島堀込部地盤改良その２工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先

履行期限 契約の日から平成31年６月28日まで

参 加 資 格

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

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

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

を上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　エ 　平成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。
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　オ 　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。

　カ 　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。

　キ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク 　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 　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に必要な条件

　ア 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年３月14日17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、

市議会（平成30年６月ころ）で議決を得たときに契約を締結します。

⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

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

定めます。

⑸ 　当該落札決定の効果は、平成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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成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。
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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 　川崎市川崎区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月27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。

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 幸区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　川崎市幸区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月27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。

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 中原区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　川崎市中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月27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。

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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年10月31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 　川崎市高津区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月27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。

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 宮前区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　川崎市宮前区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。
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参 加 資 格

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27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。

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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　川崎市多摩区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月27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。

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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路補修（緊急）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　川崎市麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年２月27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。

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 市道多摩第５号線（稲生橋）交差点改良工事

履行場所 川崎市多摩区東生田１丁目4471番地先

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「土木」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 　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。
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参 加 資 格

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

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

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　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３月９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。

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116号

　平成30年度　知的財産戦略推進プログラム（広域連携

事業）実施業務委託の業者選定に関する公募型企画提案

の実施について、次のとおり公告します。

　　平成30年２月13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　知的財産戦略推進プログラム（広域

連携事業）実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　知的財産コーディネート支援

　　イ 　知的財産を活用したマッチングイベント等開催

　　ウ 　広域連携シンポジウム開催

　⑶ 　委託期間　契約締結日から平成31年３月29日まで

２ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　法人格を有する者

　　イ 　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

　　ウ 　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

　　エ 　川崎市競争入札参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

　　オ 　川崎市業務委託有資格名簿の業種「その他業

務」・種目「その他」に登録されている者

　　カ 　企業の知財を中小企業に移転する知的財産交流

活動について、官公庁における実績を有する者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　事業実績

　⑷ 　実施体制

　⑸ 　専門的知識・能力

　⑹ 　概算見積額のバランス

４ 　担当部局

　　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

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28kikaku@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　 平成30年２月13日（火）～２月28日

（水）（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年２月28日（水）17時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参、郵送（書留郵便等の配達記録が

残る場合に限る。）又は電子メール

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年３月12日（月）17時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、所要経費・概算

見積書（１部）、業務実施体制・主な

事業実績（１部）、直近２カ年分の決
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算関係書類（１部）、会社概要（パン

フレット等）（７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　9,000,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領を御参照ください。

　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117号

　平成30年度　知的財産戦略推進プログラム実施業務委

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２月13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　知的財産戦略推進プログラム実施業

務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　知的財産交流会開催

　　イ 　知的財産シンポジウム開催

　　ウ 　知的財産コーディネート支援

　　エ 　知的財産スクール開催

　⑶ 　委託期間　契約締結日から平成31年３月29日まで

２ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　法人格を有する者

　　イ 　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

　　ウ 　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

　　エ 　川崎市競争入札参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

　　オ 　川崎市業務委託有資格名簿の業種「その他業

務」・種目「その他」に登録されている者

　　カ 　企業の知財を中小企業に移転する知的財産交流

活動について、官公庁における実績を有する者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　事業実績

　⑷ 　実施体制

　⑸ 　専門的知識・能力

　⑹ 　概算見積額のバランス

４ 　担当部局

　　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

　　ＦＡＸ　044－200－3920　

　　メールアドレス：28kikaku@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　 平成30年２月13日（火）～２月28日

（水）（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）

　⑵ 　受付場所　 ４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年２月28日（水）17時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参、郵送（書留郵便等の配達記録が

残る場合に限る。）又は電子メール

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　 平成30年３月12日（月）17時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、所要経費・概算

見積書（１部）、業務実施体制・主な

事業実績（１部）、直近２カ年分の決

算関係書類（１部）、会社概要（パン

フレット等）（７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。
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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　5,560,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、公

募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領を御参照ください。

　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118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２月13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

　　川崎市市高津区久末字城法谷上1787番２

 ほか９筆　　　　　

 1,806平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市高津区久本三丁目１番20号

　　株式会社　三島屋ハウジング

　　代表取締役　大谷　正行

　　川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

　　株式会社　成建　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：９戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年６月20日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第33号

　　平成30年１月12日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第132号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第119号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宿河原小学校体育館改修及び倉庫等新築その他工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原２丁目１番１号

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「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
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入札日時等 平成30年３月23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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ミューザエスカレーター屋根新築工事

履行場所 川崎市幸区大宮町1310番

履行期限 契約の日から平成30年12月14日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成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 　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 　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。

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

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

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。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23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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市民プラザ空気調和その他設備改修工事

履行場所 川崎市高津区新作１丁目19番１号

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。
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参 加 資 格

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ａ」で登録されている者。

⑹ 　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 　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。

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

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

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

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

契約条項を

示す場所等

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23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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浅田小学校校舎改修その他その３工事

履行場所 川崎市川崎区浅田２丁目11番21号

履行期限 契約の日から平成30年11月30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 　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 　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。

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

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

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

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

しません。
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契約条項を

示す場所等

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23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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸小学校校舎改修その他その２工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1329番地

履行期限 契約の日から平成30年12月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成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 　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 　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。

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

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。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23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。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第120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２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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。

　⑺ 　目的物の返還
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　　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121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２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第167号

　　　入　札　公　告

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成30年度環境教育・学習推進事業実施業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　高津市民館　他

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２月７日 特定非営利活動法人

　ＡＣＴ－Ｒ

米田　高志 川崎市高津区上作延782

パストラル・ハイムＢ101

　この法人は、精神疾患等の本人の責

任に帰するべきでない事柄によって、

生活に困難を感じている人に対して、

その具体的なニーズに一つ一つ迅速か

つ真摯に応じ、それを充足するために

必要な事業を行うことを通して、人と

人が互いに支えあい、また一人ひとり

が自尊心をもって自身の生活を語るこ

とのできる社会の実現に寄与すること

を目的とする。
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　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年１月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　都市・生活型環境問題及び地球環境問題等の解決

に向けて、地域や職場において環境学習活動や環境

保全活動の主導的役割を担う人材の育成を目的とし

た「地域環境リーダー育成講座（基礎編及び実践編、

各編全５回）」の企画運営を行うもの。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成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」に登録さ

れており、備考欄に「人材育成」「市民活動の支援」

「職員研修」「環境関連事業の企画、運営」「市民（住

民）参加のまちづくり」等、本業務に関連する項目

の記載があること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５箇年の間に本市その他の官公庁又は民間企

業での類似業務の契約を１回以上締結し、これらを

すべて誠実に履行していること。

　⑸ 　環境保全活動人材育成に関連する５年以上の業務

経験を有している者を、事業実施期間を通じて専任

職員として配置することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４ 　第３庁舎17階

　　　環境局総務部環境調整課　佐藤

　　　電話　044－200－2387（直通）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸専任職員に係る業務経歴申告書

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書、専任職員に係る

業務経歴申告書）及び仕様書等は、インターネット

ホームページ（「入札情報かわさき」）からダウンロ

ードすることができます。ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布

します。（「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち参

加資格があると認められた者には、平成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３月８日（木）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３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時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年３月８日（木）から平成30年３月12日

（月）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又はメ

ールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月15日

（木）に、この入札の参加資格がある者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれか又は複数に該当するときは、この入札に参加す

ることはできません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札書にて総額（税抜き）で行うこととします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月22日（木）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４
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　　　　川崎市役所第３庁舎16階環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加資格者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市インターネットホー

ムページ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

から閲覧することができます。（「入札情報かわさき」

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

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成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 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第168号

　　　入　札　公　告

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成30年度生き物調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　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

　　 　川崎市の生物多様性推進事業として、市内の自然

環境における野生生物の生息・生育状況の確認のた

めに行う生き物調査業務（３地点・４季節での動物

及び植物の踏査調査）を行うもの。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「調査・測定」種目「環境アセスメント」に登

録されている業者であること。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分が市内又は準市内で登録されている業者で

あること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締

結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した実績を

有すること。

　⑹ 　一般財団法人自然環境研究センターが実施する生

物分類技能検定の１級登録者（有効期限内）又は２

級登録者（いずれも登録内容が動物部門及び植物部

門）を従事者の中に配置することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４　第３庁舎17階

　　　環境局総務部環境調整課　浅岡

　　　電話　044－200－2387（直通）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸の内容を確認できる資料の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。
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　　 　競争入札参加申込書及び仕様書等は、インターネ

ットホームページ（「入札情報かわさき」）からダウ

ンロードすることができます。ダウンロードができ

ない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。（「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち参

加資格があると認められた者には、平成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３月８日（木）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３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

まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　 平成30年３月８日（木）から平成30年３月12日

（月）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又はメ

ールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月15日

（木）に、この入札の参加資格がある者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれか又は複数に該当するときは、この入札に参加す

ることはできません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札書にて総額（税抜き）で行うこととします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月22日（木）午前11時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　第３庁舎16階環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加資格者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市インターネットホー

ムページ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

から閲覧することができます。（「入札情報かわさき」

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

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成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 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第169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26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年度汎用機系業務システム運用保守支援

　　　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
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　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

　　　汎用機系業務システム運用保守支援業務委託契約

　　　詳細は「業務委託仕様書」によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、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 　過去５年間に、次の実績を有すること。

　　 　本市又はその他の官公庁において、富士通製汎用

機を使用した税システム又は住民基本台帳関係シス

テムの運用保守に係る委託契約を締結し、履行した

実績を有すること。

　　 　また、従事する要員については当該委託契約にお

いて実務経験があるものとすること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４ 　第３庁舎９階

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　三原・櫻井　担当

　　　電　話　044－200－2058

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日

（金）までとします（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 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　上記２各号を証明する資料

　　ウ 　本業務の実施体制

　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３月７日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　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26日（月）から平成30年３月２日（金）まで縦

覧に供します（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３月７日（水）

　　　午前８時30分から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　川崎市役所　第３庁舎９階

　　　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 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　質問受付期間は、平成30年３月７日（水）から平

成30年３月12日（月）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。（電子メール、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15日（木）ま

でに全社に文書（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、次の各号

のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（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
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スの導入等に際して必要とな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

額に当該金額の100分の８に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の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19日（月）　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 　その他問い合わせ窓口は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第170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26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年度軽乗用自動車の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　中部児童相談所、こども家庭センター及び

　　　北部児童相談所

　⑶ 　賃貸借期間及び台数

　　　平成30年７月２日から平成37年７月１日まで

　　　５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、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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

　　　川崎市高津区末長１丁目３番９号

　　　中部児童相談所　管理担当

　　　電話　044－877－8111

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月９日

（金）まで（土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）とします。（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書
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　　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３月13日（火）までに、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。

　 　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３月13日（火）の午前９時から正午に上

記３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知

書及び仕様書を交付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　　平成30年３月13日（火）午前９時から

　　　平成30年３月14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またはメールアドレス宛に送付して

ください。

　　ア 　電子メール　45tyubzi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－877－8733

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成30年３月15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

　 　次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類等について

虚偽の記載をしたとき。

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22日（木）午前10時

　　イ 　場所　　中部児童相談所

　　　　　　　　高津区末長１丁目３番９号

　⑶ 　入札書の提出方法　　持参

　⑷ 　入札保証金　　　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

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 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧できます。

10　契約内容の変更

　 　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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は仕様書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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171号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　かわさき南部斎苑及びかわさき北部斎苑で使用する

電力の供給に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　健康福祉局保健所生活衛生課

　　川崎市幸区堀川町580番地

　　ソリッドスクエア西館12階

３ 　契約の相手方を決定した日
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　　平成30年２月６日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ　代表取締役　鈴木　順子

　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く）

　　43,281,426円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　特例政令第６条による公告を行った日

　　平成29年12月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第172号

　　　入　札　公　告

　教育文化会館ＶＡＶコントローラー長寿命化整備業務

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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　教育文化会館ＶＡＶコントローラー長寿命化整備

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区富士見２－１－３ 　教育文化会館

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年４月２日から平成30年７月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　別紙委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。　

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成29・30年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　 　業種　19「施設維持管理」

　　　種目　03「空調・衛生設備保守点検」

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

　　　〒210－0011

　　　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　川崎市教育文化会館　１階受付

　　　電話：044－233－6361

　　　ＦＡＸ：044－244－2347

　　　E-Mail：88kyobun@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月２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。

　　※ 　競争参加申込書の様式について、電子メールで

の配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメ

ールアドレスへ御連絡ください。（電話とメール、

両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、平成30年

２月26日（月）から平成30年３月２日（金）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

します。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成30年３月６

日（火）午後５時までに平成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

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成30年３月６日（火）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年３月６日（火）から平成30年３月８日

（木）までの下記の時間
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　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、平成

30年３月13日（火）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、平

成30年３月13日（火）に、競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電

子メールにて送付します。

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

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月16日（金）　午前11時

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　　　　川崎市教育文化会館　２階　第３会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成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「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第173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26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　川崎区役所ＴＶ通訳サー

ビス等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎区役所および大師・田島支所ほか

　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

２ 　競争参加資格

　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年度本市業務委託有資格業者名簿に業

種「その他」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。
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　⑷ 　プライバシーマークを付与されていること。

　⑸ 　地方公共団体と多言語（６箇国語以上。以下同

じ。）でのＴＶ通訳業務の実績が直近３年以上連続

してあること。

　⑹ 　いわゆる特別区又は政令指定都市との多言語での

ＴＶ通訳業務の実績が10団体以上あること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎区役所区民課

　　　〒210－8570　川崎市川崎区東田町８パレールビル２Ｆ

　　　℡　044（201）3142

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成30年２月26日（月）から

　　　平成30年３月２日（金）まで

　　　午前９時～午後５時

　⑶ 　提出方法　持参

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３月６日（火）

　⑶ 　その他

　　 　競争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、平成30

年２月26日（月）から平成30年３月２日（金）まで

縦覧に供します。

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　61kumin@city.kawasaki.jp

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月８日

（木）までの午前９時から午後５時まで、及び、平

成30年３月９日（金）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

午前11時から午後２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３月12日（水）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

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に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

　　　持参によるものとします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月16日（金）午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎区役所選挙管理委員室

　　　　川崎市川崎区東田町８パレールビル　７Ｆ

　⑵ 　入札保証金　　　　免除

　⑶ 　開札の日時　　　　上記アに同じ

　⑷ 　開札の場所　　　　上記イに同じ

　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、調査を行うことが有りま

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、無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、３⑴

で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否　　　　 平成30年第１回川崎市議会定

例会における本件委託に係る

予算の議決を要します。

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　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第174号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称
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　　川崎市中央卸売市場北部市場の電気需給に関する契約

　　（調達見込数量　9,509,288キロワット時）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　川崎市宮前区水沢１－１－１

３ 　落札者を決定した日

　　平成30年２月２日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　　代表取締役　鈴木　順子

　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５ 　落札金額

　　145,172,904円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年12月11日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第175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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 田島支援学校桜校ほか３校防災備蓄倉庫基本調査

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区池上新町１－１－３　ほか

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年10月31日

　⑷ 　業務概要

　　 　田島支援学校桜校ほか３校における防災備蓄倉庫

（付属品を含む。）設置に向けた基本調査を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出の締切日

において、平成29・30年度業務委託有資格業者名簿

の業種「調査・測定」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市内に本店又は受任地を有していること。

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑸ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間以内に官公庁において、仕様書記載の

類似契約を締結し、これらをすべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書、２⑹の契約実績を証する

書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持参

により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室

　　　地域防災・要援護者支援強化担当

　　　電　話　044－200－3553（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日から３月５日までの午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

とします。ただし、閉庁日を除きます。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録し

ている場合は、自動的に電子メールで配信します。

　⑴ 　通知書交付日

　　　平成30年３月７日まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://

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

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿に登録し

た際に電子メールアドレスを登録している場合は、

一般競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。
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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26日から３月12日までの午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

とします。ただし、閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸによります。

　　　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月14日までに、一般競争入札参加資格

確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又は、Ｆ

ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参

加資格を満たしていない者からの質問に関しては回

答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の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３月22日（木）

　　　　　　　　　午後２時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」－「契約関係規定」（http://

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

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴に同じで

す。

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページからダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」－「入札情

報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://

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

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成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176号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月26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（増加分）川崎市立学校

　　　　　　　　校務用コンピュータ機器賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市立小学校、中学校及び

　　　　　　　　特別支援学校



（第1,741号）平成30年(2018年)２月26日 川 崎 市 公 報

－726－

　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

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成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又はＢの等級に格

付けされていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　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 　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26日（月）から

　　　平成30年３月５日（月）まで

　　　午前８時30分から正午まで及び午後１時から

　　　５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　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26日（月）午前８時30分から平成30

年３月13日（火）午後５時まで（土曜日、日曜日及

び祝日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。なお、質問書を送付した

ときは、その旨担当まで御連絡ください。（土曜日、

日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年３月16日

（金）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールにて送付します。

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３月８日（木）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成30年３月８日（木）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　カタログの提出について

　 　導入予定機種等のカタログを平成30年３月22日

（木）午後５時までに３⑴の場所に提出してください。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）

を月数（60か月）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28日（水）　午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除
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　⑶ 　開札の日時　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

　⑻ 　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。

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

10　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　契約金額の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。

　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。

11　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　支払については、毎月払いとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第177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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　　名　圧力分布測定装置賃貸借

　⑵ 　履 行 場 所　健康福祉局障害者更生相談所

　　　　　　　　 （川崎市高津区二子６－14－10

　　　　　　　　　ＹＴＴビル２階）

　⑶ 　賃貸借期間　平成30年６月１日から

　　　　　　　　　平成35年５月31日まで

　⑷ 　概　　　要　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　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

有資格業者名簿に業種「リース」種目「その他」で

登録されていること

３ 　競争入札参加申込書の配布・提出、入札説明書の縦

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

参加申込書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・縦覧場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部

　　　障害者更生相談所南部地域支援室　河合

　　　電話番号　044－200－0834

　　　ＦＡＸ　　044－200－3974

　　 　なお、競争入札参加申込書の様式は、川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」の「入札情報（入

札公表・落札結果）・（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/page/0000089770.html）」・「物品・入札

公表・財政局」において、本件の入札公表詳細から

ダウンロードすることもできます。

　⑵ 　配布・提出・縦覧期間

　　 　平成30年２月26日～平成30年３月５日

　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　９時～ 12時、13時～ 17時
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　⑶ 　競争入札参加申込書の提出方法

　　　持参（郵送による提出は認めません。）

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、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８日までに競

争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先メールアドレスを登録していない

者には、平成30年３月８日９時～ 12時、13時～ 17時

に上記３⑴において交付します。

５ 　仕様等に関する質問・回答

　⑴ 　質問受付期間

　　 　平成30年３月８日９時から平成30年３月13日16時

まで

　⑵ 　質問書の様式

　　 　別に配布する「質問書」の様式により、提出して

ください。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　ア 　電子メール　40kosei@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3974

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月15日までに、上記４の委任先メール

アドレスに、委任先メールアドレスを登録していな

い者には競争入札参加申込書に記載されたＦＡＸ番

号により、競争入札参加有資格者全員へ回答します。

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 　競争入札参加資格確認申請書等について、虚偽の

記載をしたとき

７ 　入札手続等

　 　入札参加にあたっては「川崎市競争入札参加者心

得」を遵守しなければなりません。

　⑴ 　入札方法　　　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月22日10時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　パレール三井ビル12階

　　　　　　　健康福祉局パレール12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

　　 　川崎市競争入札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　　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の縦覧

　　 　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」で御覧

いただくことができます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、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 　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178号

　　　入　札　公　告　

　宮前区役所冷暖房設備用自動制御機器保守点検業務委

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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　宮前区役所冷暖房設備用自動制御機器保守点検

　　　業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区総合庁舎

　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

　　ア 　冷暖房設備用自動制御設備の保守点検業務

　　イ 　その他付随する業務

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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
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気・機械設備保守点検」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で官公庁舎において、類似の契約実績

があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場

所

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　小早川

　　　電　話　044－856－3123（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－856－3119

　　　E-mail：69soumu@city.kawasaki.jp

　　　 （一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月１日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出

　　　持参

　　　・一般競争入札参加資格確認申請書

　　　・類似の契約実績を証する書類

４ 　入札説明書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦

覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、参加資格業種に登録されていること、２⑷の契約

実績があることを確認し、その結果を平成30年３月５

日（月）に確認通知書にて、平成29・30年度川崎市競

争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に

より質問を行うことができます。

　⑴ 　質問書の様式

　　 　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月８日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月15日（木）に文書（電子メール又は

ＦＡＸ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年３月22日（木）

　　　　　　　　　午前10時30分

　　イ 　入札場所　宮前区役所４階第４会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札の金額

　　　入札は、契約金総額で行います。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金
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　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）で閲覧

できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　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179号

　　　入　札　公　告　

　宮前区役所冷暖房設備保守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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　宮前区役所冷暖房設備保守管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区総合庁舎

　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

　　ア 　冷暖房設備運転管理業務

　　イ 　冷暖房保守点検業務

　　ウ 　環境衛生管理業務

　　エ 　その他付随する業務

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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「空

調・衛生設備保守点検」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で官公庁舎において、類似の契約実績

があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　小早川

　　　電　話　044－856－3123（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－856－3119

　　　E-mail：69soumu@city.kawasaki.jp

　　　 （一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月１日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出

　　　持参

　　　・一般競争入札参加資格確認申請書

　　　・類似の契約実績を証する書類

４ 　入札説明書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦

覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、参加資格業種に登録されていること、２⑷の契約

実績があることを確認し、その結果を平成30年３月５

日（月）に確認通知書にて、平成29・30年度川崎市競

争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に

より質問を行うことができます。
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　⑴ 　質問書の様式

　　 　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月８日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月15日（木）に文書（電子メール又は

ＦＡＸ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年３月22日（木）

　　　　　　　　　午前９時30分

　　イ 　入札場所　宮前区役所４階第４会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札の金額

　　　入札は、契約金総額で行います。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10分の１以上とします。

　　　（川崎市契約規則第32条）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）で閲覧

できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　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180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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　宮前区役所シャッター設備保守点検整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５ 　宮前区総合庁舎

　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

　　 　本業務により、宮前区役所シャッター設備が年間

を通じて正確な動作及び機能を確保させる。

　　ア 　点検業務

　　イ 　整備業務

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「他施設」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間で、本市又は他官公庁において、類似

の契約を締結していること。
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３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を提

出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒216―8570

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　宮前区総合庁舎３階

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　

　　　電話　044－856－3123（直通）

　　　ＦＡＸ　　044－856－3119

　　　E-mail　69soumu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から３月１日（木）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、

３⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市のホ

ームページの「入札情報」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）において、本件の公

表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　参加資格業種に登録されていること、２⑷の契約実

績があることを確認し、その結果を平成30年３月５日

（月）に確認通知書にて、平成29・30年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メールア

ドレスに送付します。当該委任先メールアドレスを登

録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）から３月８日（木）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を

除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　69soumu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－856－3119

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月15日（木）に、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参

加資格を満たしていない者からの質問に関しては回

答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　平成30年３月22日（木）午前11時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　　宮前区総合庁舎　４階

　　　　第４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。
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　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。

　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 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/

epc/index.htm）及び３⑴配布・提出場所及び問合

せ先の場所で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　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181号

　　　入　札　公　告　

　川崎市麻生区役所設備運転業務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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市麻生区役所設備運転業務及び保守点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区役所

　　　（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31年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　　別紙委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市内に本社、支社又は支店（営業所を含む）

を有すること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成29、30年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目全てに登載され

ていること。

　　ア 　業種17「建物清掃等」

　　　　種目02「建築物環境測定」

　　イ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目01「電気・機械設備保守点検」

　　ウ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目02「エレベータ保守点検」

　　エ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目03「空調・衛生設備保守点検」

　　オ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目04「消火設備保守点検」

　⑸ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を実施できること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒215－8570

　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　麻生区役所まちづくり推進部総務課

　　　電　話　　　044－965－5108

　　　ＦＡＸ　　　044－965－5200

　　　電子メール　73soumu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月５日

（月）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
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　　　持参

４ 　入札説明書（業務仕様書を含む）について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書は、３⑴の場所及

び川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」で閲覧することができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者

に、入札説明書を配布します。また、３⑴の場所に

おいて、平成30年２月26日（月）から平成30年３月

５日（月）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３月９日（金）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14日（水）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３月７日（水）までに、

川崎市の平成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、一般競争入札参加資格確認通知書を送付します。

また、電子メールアドレスの登録を行っていない場合

はＦＡＸにて交付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加をする

ことができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成30年３月19日（月）　午後１時30分

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　　　　麻生区役所４階　第３会議室

　　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

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成30年第１回川崎市議

会定例会における、本契約に係る平成30年度の予算

の議決を条件とします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第182号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成30年度書類発送業務委託

　⑵ 　履行期限
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　　　平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

　⑶ 　履行場所

　　　総務企画局情報管理部行政情報課の窓口

　⑷ 　委託概要

　　 　本市から配達を依頼された書類を指定された配達

先へ配達する業務。年間予定数量を基準とした契約

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年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の「業種「倉庫・運送業務」種目「運

送業務」」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－8577

　　　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、内山担当

　　　電話　044－200－2051（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月５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 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレ

スを登載している場合は、一般競争入札参加確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年３月７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

　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26日（月）から平成30年３月５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）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３月７日（水）から平成30年３月12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）

　⑷ 　回答方法

　　 　平成30年３月14日（水）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月19日（月）　午前10時

　　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
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　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、川崎市競争入札参加者心得第３

条第２項の規定にかかわらず、消費税率を８％と

し、消費税及び地方消費税相当額を含んだものを入

札書に記載をしてください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成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」の「契約

関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第183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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市応急手当普及啓発活動事業に関する業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内の各消防署ほか、市内事業所等

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　　別紙仕様書のとおり

２ 　競争参加資格

　 　本件入札は、次の関係する条例、規則等を理解し、

また次の条件をすべて満たす者が参加できるものとす

る。

　⑴ 　関係条例、規則等

　　ア 　川崎市契約条例

　　イ 　川崎市契約規則

　　ウ 　川崎市一般競争入札実施要綱

　　エ 　川崎市入札参加資格者指名停止等要綱

　　オ 　川崎市競争入札参加資格心得

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成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

「催物会場設営及びイベント,運営・企画」に登録

されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去15箇年の間に本市その他の公官庁と類似の契

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、次により入札参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　 消防局警防部救急課救急指導係（消防局総合庁舎

７階）

　　　電　話　044－223－2624

　　　ＦＡＸ　044－223－2619

　　　Email：84kyukyu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月５日

（月）まで（土、日及び祝日を除く）の午前９時00

分から正午及び午後１時00分から午後５時00分まで

とします。

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から

ダウンロードできます。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明書を交付しま
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す。また、一般競争入札参加資格確認書、入札仕様

書等は川崎市インターネットホームページ「入札情

報かわさき」によりダウンロードすることができま

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

html）

４ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問書受付日

　　　平成30年３月９日（金）午前９時00分より

　⑶ 　質問書受付締切日

　　　平成30年３月14日（水）午後５時00分まで

　⑷ 　回答日

　　 　平成30年３月19日（月）に参加社あて文書（ＦＡ

Ｘ又は電子メール）にて送信します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、一般競争入札

参加資格確認申請書等を提出した者に平成30年３月９

日（金）までに、電子メール又はＦＡＸで送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時：平成30年３月22日（木）10時00分

　　　場所：川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　消防局総合庁舎７階第二会議室

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、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 　入札書の提出方法

　　　持参（郵送提出不可）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

　⑺ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」から閲覧することができます。

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

html）

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、平成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

　　　上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第184号

　平成30年度川崎エコタウン等情報発信交流事業委託の

業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次の

とおり公告します。

　　平成30年２月26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年度川崎エコタウン等情報発信

　　　　　　　　交流事業委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　エコタウン会館管理運営業務
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　　イ 　視察対応業務

　　ウ 　工業団地内企業活動支援業務

　　　＊ 業務の詳細については、別紙仕様書を参照して

ください。

　⑶ 　委託期間　平成30年度中

２ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　建物の維持管理及び運営実施業務への対応が可

能な者

　　イ 　川崎エコタウン全般に関する知識を有している

者

　　ウ 　法人格を有する者

　　エ 　契約日（平成30年４月１日予定）において、平

成29年・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種を「施設維持管理」、種目を「その他施

設維持管理」で登録されていること

　　オ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でない者

　　カ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく

更正手続開始の申立がなされていない者又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手

続開始の申立がなされていない者

　　キ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第

５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営

支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有する

ことのない者

　　ク 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条

例第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反

しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力・ネットワーク

　⑷ 　事業実績

　⑸ 　実施体制

　⑹ 　概算見積額のバランス

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局国際経済推進室

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）　　044－200－2313

　　ＦＡＸ　　　　　044－200－3920

　　メールアドレス：28ecotech@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　平成30年２月26日（月）～３月８日

（木）（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年３月９日（金）正午必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）・電子メール

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成30年３月20日（火）正午必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（10部）、業務実績（10部）、

所要経費・概算見積書（１部）、団体

概要（定款・パンフレット等応募する

団体又は企業の事業内容がわかるも

の）（10部）、直近の決算書（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　2,977,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の発表は３月26日（月）を予定してい

ます。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第185号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件 　 　 名 災害対策用無線機の賃貸借

所 管 課

（問合せ先）

健康福祉局保健医療政策室

川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館12階

電話044－200－0562

業 務 の 概 要
災害発生時に災害発生時に保健医療調整本部と病院等の各関係機関との間で、

非常用通信手段を確保する。

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12階

健康福祉局保健医療政策室

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

１ 　平成29・30年度製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」に登載されてい

ること。

２ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号。以下「契約規則」といいます。）第２条の規定

に該当しないこと。

３ 　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。

４ 　平成24年４月１日以降で、国または地方公共団体において、無線機器に関する類似の契約を

締結し、これらをすべて誠実に履行していること。

競 争 参 加

の 申 込

受 付 期 間 平成30年２月26日から平成30年３月５日まで

受 付 場 所 上記の所管課で持参により受付けます。

同 等 品 の

申 請 期 間

平成30年２月26日から平成30年３月５日まで受付けます。

（同等品の申請については、上記の所管課にて申請し、審査を受けてください。）

申請に対する

回 答
平成30年３月６日までに適宜通知します。

入札及び開札

日 時 平成30年３月14日　午前10時

場 所
川崎市健康福祉局　12Ｃ会議室

（川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館12階）

１ 　総則

　 　上記の所管課における受付時間は、開庁日の午前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。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、所管課にて配布いたします。

また、競争参加の申込みを行った者に対して、入札

説明書（仕様書を含む。）を無償貸与します。（入札

執行後所管課に返却してください。）また、入札説

明書は、上記の申込受付期間中、所管課において縦

覧に供します。

　⑵ 　競争参加資格があると認められた者には、平成30

年３月６日までに競争参加資格確認通知書をメール

にて交付します。競争参加資格があると認め難い者

には、事前にお知らせします。

　⑶ 　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。

３ 　仕様等に関する問合せについて

　 　入札説明書又は仕様等に係る問合せについては、入

札説明書の定めるところによります。

４ 　入札及び開札について

　⑴ 　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書面を事

前に提出しなければなりません。

　⑵ 　入札保証金は免除します。

　⑶ 　川崎市競争入札参加者心得（以下「参加者心得」

といいます。）において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑷ 　入札金額

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に当該金額の100分の８に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、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
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積も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。

　⑸ 　落札者の決定については、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、当該価格が著しい低価格であ

った場合は、落札決定の前に調査を行うことがあり

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。

５ 　契約の締結等について

　　落札者とは次の条件で契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除します。（契約規則第33条第１項第５号）

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

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

htm）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

６ 　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 　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186号

　　　入　札　公　告

　麻生区役所保健福祉センター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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　麻生区役所保健福祉センター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 　川崎市内に本社、支社又は支店（営業所を含む）

を有すること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に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」

　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

　　　麻生区役所保健福祉センター

　　　地域ケア推進担当　立石担当

　　　電話　　　　044－965－5156

　　　ＦＡＸ　　　044－965－5169

　　　電子メール　73keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日

（金）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 　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。
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　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26日（月）から平成30年３月

２日（金）まで縦覧に供します。

５ 　入札説明書に関する質問等の受付

　 　質問等に関しては、平成30年３月６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９日（金）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３月５日（月）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30分

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　　　　麻生区役所４階　第４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 　契約の手続き等

　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 　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「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 　契約手続において仕様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187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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に関する事項

　⑴ 　件名

　　　高津区及び宮前区野川地区（１期）

　　　住居表示等実施業務委託

　⑵ 　履行場所
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　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２ 　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年２月28日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　高津区及び宮前区野川地区（１期）の約61.7ｈａ

の住居表示の実施のため、対象地区内の全世帯の居

住者や家屋の形状及び出入口等の実態調査を行うと

ともに、住居表示台帳等の関係資料の作成及び住居

表示新旧対照案内図、住居表示のしおり等の配布資

料を実施地区の全世帯へ各戸配布や街区表示板の作

製及び取付けを委託するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成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 　地方公共団体から直接受注した業務として、平成

25年度以降に履行が完了した、住居表示整備に関す

る業務委託の実績を有すること

　⑸ 　次の認証プログラムや規格に基づいた以下のア又

はイの認証のいずれかを取得していること。

　　ア 　ＩＳＭＳ適合性評価の認定取得

　　イ 　プライバシーマークの取得

３ 　競争入札参加申込書等の配布及び提出

　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　郵便番号　210－0007

　　　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

　　　川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　　住居表示係

　　　電　話　044－200－2111（代表）

　　　　　　　044－200－2736（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3912

　　　メール　25koseki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月５日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　２の各号を証明する資料

　　ウ 　本業務の実施体制

　⑷ 　提出方法

　　　直接持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争入札参加資格確認申込書を提出した者

には、次により競争入札参加申込書を交付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　平成30年３月９日（金）

　　　午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く。）

　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

明書等を無料交付します。また、入札説明書は３⑴

の場所において平成30年２月26日（月）から平成30

年３月５日（月）まで閲覧に供します。

５ 　入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ受付期間

　　　平成30年３月９日（金）から

　　　平成30年３月13日（火）まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く。）

　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、電子メール・ＦＡＸにてお願いします。

　　 　質問に対する回答については、平成30年３月16日

（金）午後５時までに、全社宛てに文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて送付します。なお、電話等によ

る結果の問い合わせは一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書、その他の提出書類等に虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続及び開札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　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20日（火）午前10時30分

　　　（イ）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

　　　　　　市民文化局会議室

　　　（ウ ）所定の入札書（川崎市契約規則第３号様式）

をもって行い、入札書を「入札件名」に記載

した封筒に投函し提出してください。

　　イ 　郵送による入札の場合
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　　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　　平成30年３月16日（金）必着

　　　（イ）入札の提出先

　　　　　　３⑴に同じ

　　　（ウ ）所定の入札書（川崎市契約規則第３号様

式）をもって行い、「入札件名」を記載し「入

札書在中」と明記した封筒に入札書を投函し

て、必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書に記載する金額は、法令所定の消費税額

及び地方消費税額は含まない総額になります。ま

た、この金額には契約期間内の業務履行に必要と

なる一切の費用を含め見積もるものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　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、競争入札参

加資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参

してください。

　　 　入札及び開札に参加する者は、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。

　⑸ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）に同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）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。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。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もの及び開札に立

ち会わないものは除きます。

　⑼ 　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

　　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 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成

　　　契約書を作成することを要します。

　⑷ 　落札者には契約締結までに落札額の内訳を、様式

を問わないので、提示すること。

　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。

　⑹ 　この契約の締結は、平成30年第１回川崎市議会定

例会における、本委託にかかる予算の議決を要しま

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照会窓口３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第188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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市農業技術支援センター

　　　　　　　　土壌・作物体総合分析計賃貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　　　　　　川崎市農業技術支援センター

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から

　　　　　　　　平成35年３月31日まで

　⑷ 　調達概要　 土壌・作物体総合分析計の賃貸借及び

保守

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければならない。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成29・30年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

の種目「その他」に登載されていること。かつ、川

崎市に納入実績があること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本業務の機器等の物品調達について、本市又は他

官公庁に過去５年以内に業務を履行した類似の契約

実績があること。

　⑸ 　この調達において契約締結後、仕様書の内容を遵

守し確実かつ速やかに納入できること。

　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。
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３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争参加の申

し込みをしなければならない。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市農業技術支援センター

　　　〒214－0006　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　電話044－945－0153（担当　新田）

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成30年２月26日（月）から

　　　平成30年３月６日（火）まで

　　　午前９時から午後５時まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出後、２の競争参加資

格について審査し、一般競争入札参加資格審査結果通

知書により結果を通知します。

　 　川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿へ

登録した際に電子メールのアドレスを登録している場

合は、３月７日（水）に電子メールで配信します。な

お、電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　平成30年３月７日（水）から

　　　平成30年３月８日（木）まで

　　　午前８時30分から午後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

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　28nougic@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－945－6655

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月９日（金）に全社あてに文書（電子

メールまたはＦＡＸ）で送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法　持参

　　イ 　入札書の提出日時　平成30年３月14日（水）

　　　　　　　　　　　　　午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所　川崎市農業技術支援センター

　⑵ 　入札保証金　　　　　免除

　⑶ 　開札の日時　　　　　上記７⑴イに同じ

　⑷ 　開札の場所　　　　　上記７⑴ウに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　賃貸借期間の総額（税抜き）を入札金額とします。

契約希望金額の108分の100に相当する金額を記載し

てください。また、入札金額には契約期間内の業務

履行に必要となる一切の費用を含めて見積もるもの

とし、月額の賃貸借料（税抜きで１円未満の端数を

切り捨てた額）を月数（60か月）で乗じる方法で見

積もりしてください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　 契約金額の10％とします。た

だし、川崎市契約規則第33条

各号に該当する場合は、免除

します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、上記

３⑴で閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　この一般競争入札において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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189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。
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　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・

　　　封入封緘外部委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局地域包括ケア推進室等

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年12月28日

　⑷ 　業務概要

　　　特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・

　　　封入封緘

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成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」で種目「そ

の他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　過去10年以内に本市又は他官公庁において類似の

契約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書面（契約実績証明書）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒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

　　　健康福祉局地域包括ケア推進室難病支援担当

　　　吉田

　　　電　話：044－200－1979

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　E-mail：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日

（金）までの午前９時00分から正午まで及び午後１

時から午後５時00分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出して資格が

確認された者には、次により一般競争入札参加資格確

認通知書及び入札説明書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成30年３月７日（水）

　　　午前９時00分から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時00分まで

　　 　ただし、本市業務委託有資格業者名簿へ登録した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、

電子メールで一般競争入札参加資格確認通知書及び

入札説明書を送付します。

　⑶ 　入札説明書の閲覧

　　 　入札説明書は３⑴の場所において平成30年２月26

日（月）から平成30年３月２日（金）まで縦覧に供

します（毎日、午前９時00分から正午まで及び午後

１時から午後５時00分まで。）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年３月７日（水）から平成30年３月９日

（金）までとします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。必

要事項を記入し、電子メールにて送付してくださ

い。また、質問書を送信した旨を担当まで御連絡く

ださい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成30年３月14日（水）に、

全社あてに電子メールにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、入札単価にこちらが提示した想定枚数

をかけた金額の総額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書及び内訳書をもって行いま

す（入札書と内訳書には割印をすること）。入札

書は入札件名が記載された封筒に封印して持参し

てください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の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
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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20日（火）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　〒212－0013

　　　　　　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｅ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　開札に立会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、一般競争参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理

人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関

する権限の委任を受けなければなりません。（入札前

に委任状を提出してください。）

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者を除きます。

10　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

11　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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190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26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年度シニア世代の情報誌「楽笑」作成業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市

　⑶ 　履行期間

　　　平成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年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「印刷

物のデザイン」に登載されていること。

　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

　　　田中

　　　電　話　044－200－2638（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間
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　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月５日

（月）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日曜日は除く）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年３月７日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）午前８時30分から平成30

年３月８日（木）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３月12日（月）　全社に文書（電子メー

ル）にて送付します。

　⑹ 　その他

　⑷ 　及び⑸について、電子メールによりがたい場合に

は、ＦＡＸによります。

　　　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年度シニア世代の情報誌「楽笑」

作成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３月15日（木）

　　　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　入札場所　〒212－0013

　　　　　　　　　幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー
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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191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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　大師老人いこいの家他42箇所冷暖房設備等

　　　保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他

42箇所

　⑶ 　履行期間

　　　 平成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年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」種目「空

調・衛生設備」に登載されていること。

　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　田中

　　　電　話　044－200－2638（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月５日

（月）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年３月７日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）午前８時30分から平成30

年３月８日（木）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。
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　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３月12日（月）

　　　全社に文書（電子メール）にて送付します。

　⑹ 　その他

　⑷ 　及び⑸について、電子メールによりがたい場合に

は、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、大師老人いこいの家他42箇所に係る冷

暖房設備等保守点検業務にかかる費用の合計金額

で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の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15日（木）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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192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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　　　　　　 上下水道局ネットワーク統合機

器等の賃貸借及び保守契約

　⑵ 　履行場所　　　　入札仕様書によります。

　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

　⑷ 　調達物品の概要　スイッチングハブ等

　　　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 　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又はＢの等級に格付けされているこ
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と。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品及び数量を確実かつ速やかに納入す

ることができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　 　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

　　　〒210－8577

　　　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　伊藤・松井

　　　電　話　044－200－2057（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）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３月８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

　　 　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26日（月）から平成30年３月５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）。

　　ア 　入札説明書配布日時

　　　　平成30年３月８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

　　イ 　場所

　　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　仕様に関する質問は、平成30年３月８日（木）か

ら平成30年３月14日（水）まで、入札説明書に添付

の質問書にて受付けます（ＦＡＸ又は持参にてお願

いします。）。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３月20日（火）、

全社にＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

６ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品が仕様書に合致

することを示すため、納入予定の物品の商品説明書

（カタログ等）を平成30年３月26日（月）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、競争入札参加者は、開札日の前日までの間におい

て、本市から該当書類に関し説明を求められたときに

は、これに応じなければなりません。

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

　　　リース総額（税抜）を入札金額として行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　　平成30年３月29日（木）午後２時

　　イ 　場所　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室１

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納
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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 　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

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第193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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市総合福祉センター鉛蓄電池交換

業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市中原区上小田中６丁目22番５号

　　　　　　　　川崎市総合福祉センター

　⑶ 　履行期間　平成30年４月２日から

　　　　　　　　平成30年８月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　 　交換推奨時期を迎えている100Ｖ直流電源用及び

発電機起動用の鉛蓄電池を既設相当以上の性能・機

能を有する国内製造の鉛蓄電池に交換する業務。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

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年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保

守点検」に登録されていること。

　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項による中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において、類似

の契約を締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり一般競

争入札参加資格確認申請書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市健康福祉局総務部施設課

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電　話　044－200－0467（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　e-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間　平成30年２月26日（月）から

　　　　　　　　　　　平成30年３月２日（金）まで

　　　　　　　　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　　　　　　　　（正午から午後１時までは除く）

　⑶ 　提出方法　　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。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のアドレスを登録している場合は

電子メールで配信します。

　⑴ 　場　所　　３⑴に同じ

　⑵ 　日　時　　平成30年３月６日（火）

　　　　　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　　　　　（正午から午後１時までは除く）

　⑶ 　その他　　 競争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。

　　　　　　　　なお、入札説明会は実施しません。

５ 　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。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年３月６日（火）午前９時から平成30年３

月12日（月）午後５時までとします

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法
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　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　　ア 　電子メール　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　　イ 　ＦＡＸ　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月14日（水）午後５時までに、競争参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又

はＦＡＸにて回答書を送付します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年３月19日（月）午後３時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番

　　　　ソリッドスクエア東館３階　健康福祉局会議室

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った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

　　 　「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

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約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 　入札その他の手続きに関して使用する言語は日本

語とし、使用する単位は計量法に定めるもの、通貨

単位は円、時刻は日本標準時を使用します。

　⑵ 　入札参加確認書類の作成及び提案書の作成・提出

等の入札その他の手続きに必要な費用は、すべて入

札参加者の負担とします。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第194号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称、調達見込数量及び落札金額（税抜き）

件　名

売　　却

見込数量

（kWh）

調　　達

見込数量

（kWh）

落札金額

（円）

浮島処理センター

で発生する余剰電

力の売却及び浮島

処理センターほか

12施設で使用する

電力の供給の一括

契約

30,302,000 6,105,640 200,067,122

※ 落札金額については、（余剰電力の売却額－使用電力

の供給金額）によるものです。

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　環境局施設部処理計画課

　　川崎市川崎区東田町５番地４

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成30年２月８日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

件　　名 契約相手方の氏名及び住所

浮島処理センターで発生

する余剰電力の売却及び

浮島処理センターほか12

施設で使用する電力の供

給の一括契約

株式会社　エネット

代表取締役　武田　勉

東京都港区芝公園二丁目６番３号

５ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

６ 　入札の公告を行った日

　　平成29年12月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第195号

　　　入　札　公　告

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　件　　名　自転車等保管所警備業務委託

　⑵ 　履行場所　自転車等保管所９施設（13箇所）

　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　 本業務は、撤去した放置自転車等の保

管所における休業日及び業務時間外の

機械警備を行うものです。「防犯」、「火

災監視」、「非常通報」に係る警備業務

を行うため、施設外周等に警報機器を

設置し、異常の有無を監視し、異常が

あった場合における緊急対処及び警察

等への通報を行うものとします。詳細

は別途仕様書によるものとします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「警備」種目「機械警備」で登載されていること。

　⑷ 　当該入札公告の日から過去５箇年以内に本市又は

他官公庁において同規模の機械警備業務の実績があ

ること。

３ 　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒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20階

　　　建設緑政局自転車対策室　（担当　本間）

　　　電　話：044－200－2303

　　　ＦＡＸ：044－200－3979

　　　E-Mail：53ziten@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　　平成30年２月26日（月）から

　　　平成30年３月２日（金）まで

　　　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２「一般競争入札参加資格」の各号を証明

する資料（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　持参に限ります。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

　　 　仕様書については上記３⑴の場所において無償で

交付します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められたものには、川崎市業務委託有資格者

名簿へ登載した際に登録した委任先メールアドレスに

平成30年３月５日（月）までに送付します。委任先メ

ールを登録していない場合は、直接受け取りに来るよ

うお願いします。

　　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴ 　交付日

　　　平成30年３月５日（月）

　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ及び回答

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成30年３月５日（月）から

　　　平成30年３月８日（木）まで

　　　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時

　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。なお、質

問書を送信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、平成30年３月12日（月）に、参加全

社あてにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

　　 　なお、電話等による問い合わ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、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 　入札の方法

　　 　自転車等保管所警備業務に係る費用の総額（税抜

き）を入札金額とします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月15日（木）午後４時
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　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　第３庁舎15階　第１会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　上記７⑴に同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。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

査を実施することがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とする。ただし、川崎市契約規則

第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成の要否

　　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

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによるものとします。

　⑵ 　この入札への参加者が、２社以上にならないとき

は、この入札を中止することがあります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　入札金額等

　　ア 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。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。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行うものとします。

　⑸ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に立ち

会う場合は、入札に関する権限及び開札に立ち会い

に関する権限の委任をした書類を事前に提出してく

ださい。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うも

のとする。ただし、その前回の入札が川崎市競争入

札参加者心得第７条の規定により無効とされたもの

及び開札に立ち会わないものは除くこととする。

　⑺ 　当該落札決定の効果は、平成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196号

　　　入　札　公　告

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　撤去保管自転車２次売却

　⑵ 　履行場所　自転車等保管所９施設

　⑶ 　履行期間　平成30年４月１日から平成31年３月31日

　⑷ 　概　　要　 本契約は川崎市自転車等の放置防止に

関する条例（昭和62年川崎市条例第４

号。）に基づき売却処分をするもので、

本市が指定した自転車をすべて引き受

けることとする。なお、詳細は別途仕

様書によるものとする。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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

有資格業者名簿に業種「回収資材」のうち種目「車

両」または種目「その他（備考欄に「自転車」の記

載有り）」で登録がされていること。

　⑷ 　当該入札公告の日から過去５箇年以内に本市又は

他官公庁において同規模の売却契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布期間

　　　平成30年２月26日（月）から

　　　平成30年３月５日（月）まで

　　　午前９時から正午及び午後１時から午後４時

　　　（土・日曜日を除く）

　⑵ 　配布場所
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　　　川崎市ホームページ内、

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/530/

page/0000089711.html

　　　もしくは、

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワー・リバーク20階

　　　建設緑政局自転車対策室（担当　本間）

　⑶ 　提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から

　　　平成30年３月５日（月）まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後４時

（土・日曜日を除く）

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２「一般競争入札参加資格」の⑷を証明す

る資料（契約書の写し等）

　⑸ 　提出方法

　　 　持参もしくはメール、ＦＡＸにて提出して下さ

い。メール、ＦＡＸでの提出の場合必ず提出した旨

を担当あて電話連絡して下さい。

　⑹ 　提出場所

　　　〒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20階

　　　建設緑政局自転車対策室（担当　本間）

　　　電　話：044－200－2303

　　　ＦＡＸ：044－200－3979

　　　E-Mail：53ziten@city.kawasaki.jp

　⑺ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求める場合がありま

す。また、提出された書類は返却しません。なお、

入札説明会は開催しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

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３月８日（木）までに送付します。

　 　なお、委任先メールを登録していない場合は、平成

30年３月８日（木）午前９時から正午まで及び午後１

時から午後４時までに上記３⑹の提出場所に直接受け

取りに来るようお願いします。

５ 　仕様に関する問い合わせ及び回答

　⑴ 　問合せ期間

　　　平成30年３月８日（木）から

　　　平成30年３月12日（月）まで

　　　午前９時から正午及び午後１時から午後４時

　　　（土・日曜日を除く）

　⑵ 　問合せ先

　　　上記３⑹に同じ。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあてに送付してください。また、

質問書を送信した旨を担当まで御連絡ください。な

お、質問書以外による問い合わせには一切応じません。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、平成30年３月14日（水）に、全参加

者あてにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年３月20日（火）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎区宮本町３番地３

　　　　川崎市役所第４庁舎４階第４会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　上記７⑴に同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　市が指定した不適合自転車の買取りも含めた適合

自転車１台あたりの単価（税抜き）を入札金額とし

ます。

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を

行ったものを落札者とします。ただし、その者の入

札価格が著しく高価格であるときは、調査を実施す

ることがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、川崎市契約規則第33条第４号の規

定により免除します。

　⑵ 　契約書の作成の要否

　　ア 　契約書を作成することを要します。
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　　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

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑹の提出場所及び川崎市のホームペ

ージの「入札情報」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによるものとします。

　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 　入札金額等

　　ア 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。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。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行うものとします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。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した書類を事前に提出して

ください。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うも

のとします。ただし、前回の入札が川崎市競争入札

参加者心得第７条の規定により無効とされたもの及

び開札に立ち会わない者は除くこととします。

　⑹ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑹の提出

場所と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第197号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　西生田中継所他の電気需給に関する契約

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市多摩区西生田５丁目28－１

　　　（川崎市西生田中継所）ほか

　⑶ 　納入期間

　　　平成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67,540キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第２条の２の規定に基づき小売電気事業者として登

録を受けている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成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。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入するとともに、アフター

サービスを本市の求めに応じて、速やかに提供でき

ること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書を持参により提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室

　　　電　話　044－200－2857（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月１日

（木）の午前８時30分から午後５時まで及び平成30

年３月２日（金）の午前８時30分から正午までとし

ます。ただし、平日の正午から午後１時00分までを

除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　電気事業法に基づき一般電気事業者又は特定規

模電気事業者であることを確認できる許可証等の

写し

　　ウ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱に基づく通知

書（電気事業者用）の写し

　　　 　上記イ、ウの書類については提出者において作
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成し、係る費用は提出者の負担とします。なお、

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出

された書類は返却しません。

　⑷ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

入札説明書及び仕様書を電子メールで送信します。

また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて上記３⑵の期間中縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年３月５日（月）

　　　午前８時30分から午後５時15分まで

　　 　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登

録している場合は、同日までに電子メールで配信さ

れます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月５日

（月）の午前８時30分から午後５時15分まで及び平

成30年３月６日（火）の午前８時30分から正午まで

とします。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日

及び平日の正午から午後１時00分までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります。質問書を送付

した場合は、送付した旨を「３⑴配布・提出場所及

び問い合わせ先」の問い合わせ先に電話にて御連絡

ください。

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月７日（水）午後５時15分までに、入

札参加資格を有する者へ電子メール又はＦＡＸにて

回答書を送付します。なお、この入札の参加資格を

満たしていない者からの質問に関しては回答しませ

ん。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は予定使用電力量に対する総価（消費税

及び地方消費税を含まない。）で行います。また、

金額の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で

算出してください。

　　ア 　契約電力の基本料金単価及び電力量料金単価を

基に総価を算出してください。なお、基にした単

価により契約を締結するものとします。

　　イ 　入札金額の積算に力率の要素を加味する場合、

その力率は100パーセントとします。

　　ウ 　燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないものとします。

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　　ア 　提出日時

　　　　平成30年３月９日（金）　午前10時00分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　「７⑵ア　提出日時」に同じ。

　　イ 　開札場所

　　　　「７⑵イ　提出場所」に同じ。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否
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　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この調達の契約手続において使用する言語及び通

貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　入札説明会は開催しません。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成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198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26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年度防災行政無線システム運用・

　　　保守支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　市役所第３庁舎７階ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　入札説明書による。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成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２年間で２件以上、無線設備の点検、保守等

に関する契約を締結し、これらをすべて誠実に履行

していること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、一般競争入札参

加資格確認申請書、「２⑷」の契約実績を証する書類

（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持参によ

り提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　情報担当

　　　電　話　044－200－2857、

　　　ＦＡＸ　044－200－3972、

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から３月２日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成30年３月

５日（月）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、正午から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会、現地調査及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会及び現地調査

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場

所において、「３⑵提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年３月７日（水）

　　　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年２月26日（月）から３月８日（木）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成30年３月

９日（金）の午前８時30分から正午までとします。
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ただし、土曜日及び日曜日並びに平日の正午から午

後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　Ｆ　Ａ　Ｘ　044－200－3972

　　ウ 　郵　　　送　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年３月13日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、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３月15日（木）　午前10時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　 　次により、契約を締結します。ただし、当該落札決

定の効果は、平成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 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

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

札・契約関連情報」配下の「特定契約（公契約）に

関する情報」を御覧ください。また、川崎市契約条

例、川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」及

び「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所

で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴配布・提出

場所及び問い合わせ先」に同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、

川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第199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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市中央卸売市場北部市場

　　　　　　　　軽自動車賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所　川崎市中央卸売市場北部市場

　　　　　　　　（川崎市宮前区水沢１－１－１）

　⑶ 　履行期間　平成30年５月１日から

　　　　　　　　平成35月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「リース」の種目「車両」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品について、確実に納入することがで

きること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　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）　庶務係　担当　谷川

　　　電　話：044－975－2211

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　E-mail：28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）とします。

　　※ 平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日

（金）までに文書（郵送又はメール等でも可）に

より申し出た者は、メールで競争参加申込書、仕

様書を送付します。

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てください。

　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 　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に競争参加

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ください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　平成30年３月６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 　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26日（月）から

　　　　　　　　　　　平成30年３月７日（水）まで

　　　　　　　　　　　 （土・日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午

後５時まで）とします。

　⑷ 　質問の様式　　　 川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」からダウンロード可

能ですので、御活用ください。

　⑸ 　質問回答縦覧　　 質問に対する回答は３⑴の場所

において、平成30年３月９日

（金）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３月６日（火）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、Ｆ

ＡＸ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。
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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14日（水）

　　　　　　　　　　　　　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　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が終了次第行います。

　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入札

情報かわさきに掲載されている「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　　　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　　要

　⑶ 　契約予定日　　平成30年５月１日

12　その他

　⑴ 　詳細は仕様書によります。

　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 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成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 　川崎市ホームページ「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200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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市公害補償システム再構築業務委託

　⑵ 　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12階）

　　　健康福祉局保健所環境保健課

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月２日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　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「電算関連業務」種目「システム・ソフト開発」

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 　指定都市、中核市又は特別区の地方公共団体に対

して公害補償業務の稼動実績を持つパッケージを有

し、同業務の保守運用の契約実績があること。
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　⑸ 　この委託業務について確実に履行することができ

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２⑷の契約実績を証する

書類（契約書の写し等）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒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認定給付係

　　　担当：紺野

　　　電　話：044－200－2489

　　　ＦＡＸ：044－200－3937

　　　E-mail：40kankyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　　 平成30年２月26日（月）から平成30年３月２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 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

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、そのアドレス宛てに

平成30年３月６日（火）までに一般競争入札参加資格

確認通知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成30年３月６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

　⑶ 　その他

　　ア 　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の交付の際に、併せ

て調達仕様書（添付書類含む）を無償で交付しま

す。電子メールにて一般競争入札参加資格確認通

知書を交付された者についても、平成30年３月６

日（火）から平成30年３月９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）の期間に、３⑴の場所において交付します。

　　イ 　調達仕様書等は、３⑴の場所において平成30年

２月26日（月）から平成30年３月２日（金）まで

縦覧に供します（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 　仕様に関する問合せ

　 　一般競争参加資格確認通知書で入札参加資格がある

と認められた者が、調達仕様書等に質問がある場合

は、次により質問を行うことができます。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成30年３月６日（火）から

　　　平成30年３月９日（金）まで（午後５時必着）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付している「質問書」を使用し、

３⑴のＦＡＸ又は電子メールアドレス宛てに送付し

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の担当宛て連絡してく

ださい。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格

があると認められた全ての者に対し、平成30年３月

14日（水）までに電子メールにて送付します。（質

問書への口頭での回答は行いません。）

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書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等　

　　　入札は契約金額の総価（税抜き）で行います。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場所

　　　　健康福祉局ソリッドスクエア12Ｄ会議室

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　（ソリッドスクエア西館12階）

　　イ 　日時

　　　　平成30年３月23日（金）午後２時

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札金額
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　　 　入札金額については、入札書に記載された金額に

当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする

ので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、入札価格が著しく低い場

合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効　

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　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内「入札情

報かわさき」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/

epc/index.htm）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 　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 　入札説明書等は、この入札以外の目的に使用して

はなりません。

　⑶ 　本件の落札決定の効果は、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 　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201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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　　川崎市消防局消防艇建造　　１式

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市消防局臨港消防署千鳥町出張所

　　　（川崎市川崎区千鳥町15番４号）岸壁

　⑷ 　納入期限

　　　平成32年３月31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「船舶・航空機」種目「船舶」

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３月12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 　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。

　⑹ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　 　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　萩原
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　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　平成30年２月26日～平成30年３月12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26日～平成30年３月12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26日～平成30年３月12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）

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　消防局総務部施設装備課　　担当　落合

　　電話　044－223－2553（直通）

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26日～

　　　　　　　　　　　　平成30年３月17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26日～

　　　　　　　　　　　　平成30年３月17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27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
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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27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27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。

　　 　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４月20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４月20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４月18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。
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　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: 

　　　Building of Kawasaki Fireboat 1boat

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,20 April 

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 : 044-200-2091

税 公 告

川崎市税公告第29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２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第30号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第31号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第32号

　市税過誤納金等還付（充当）通知書を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、地方税

法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税

条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により

公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第33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２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第34号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）
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川崎市税公告第35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２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第36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２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第37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２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第38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２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第39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２月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第40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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第41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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第42号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
１月随時分以降

平成30年２月28日

（１月随時分）
計17件（別紙省略）

（別紙省略）

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

川崎市税公告第43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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第44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２月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第45号

　交付要求通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年２月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第46号

　充当通知書（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２月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第47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２月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第１号

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の一部

を改正する規程を次のように定める。

　　平成30年２月７日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の一部

を改正する規程

　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）の一部を次のように改正

する。

第15条（見出しを含む。）中「立会い」を「確認」に改める。

第17条中「分岐工事等の立会い」を「分岐工事等の確認」

に改める。

　附　則

　この規程は、平成30年４月１日から施行する。
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上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第11号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定の取消し

　　　について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第11条第１項の規定に

より、次のとおり川崎市排水設備指定工事店の指定を取

り消したので、同規程第12条第２号の規定により告示し

ます。

　　平成30年２月15日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定を取り消した期日

　　平成30年２月15日

２ 　指定を取り消した工事店

　　指定番号　　　962

　　商号又は名称　セキヤマ住宅販売株式会社

　　営業所所在地　川崎市多摩区宿河原二丁目26番１号

　　代表者氏名　　奥山　武志

　　指定有効期間　平成27年６月１日から

　　　　　　　　　平成32年５月31日まで

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月６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年度加瀬水処理センター市民開放施設維持管理業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

履行期限 平成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「電気・機械設備

保守点検」に登載されている者。

⑸ 　平成15年４月１日以降に契約した、国又は地方公共団体が発注した防災設備（エンジンポンプ

据付型）、給排水設備、薬液注入設備、電気設備及び放送設備を有した屋外施設型の市民開放施設

における施設維持管理業務委託の元請としての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３月１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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度麻生水処理センター市民開放施設管理業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期限 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで
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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 　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「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３月１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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度南部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 平成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３月１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。
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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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度地盤変動影響に係る建物等調査委託（単価契約）

履行場所 川崎市内及び本市が特に指定した場所

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　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「補償コンサルタント」、種目「事業損失

部門」に登載されていること。

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３月１日　午後３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。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　機械警備業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 平成30年４月１日から平成35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「警備」、種目「機械警備」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３月８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。



（第1,741号）平成30年(2018年)２月26日 川 崎 市 公 報

－772－

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。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度中部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期限 平成30年４月１日から平成30年９月28日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　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３月８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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度西部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市宮前区、高津区地内

履行期限 平成30年４月１日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　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。
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参 加 資 格

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３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

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２月６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 大川町500mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区大川町５－１先

至：川崎区大川町９先

履行期限 契約の日から125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。

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。
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年３月５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 馬絹４丁目300mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区馬絹４－14－53先

至：宮前区梶ヶ谷1455－４先　ほか４件

履行期限 契約の日から315日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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３月５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。



川 崎 市 公 報 （第1,741号）平成30年(2018年)２月26日

－775－

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「登戸350mm－75mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ落札ができ

るものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「登戸350mm－75mm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、「登戸350mm－75mm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 登戸350mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区登戸2518－１先

至：多摩区登戸2636先　ほか３件

履行期限 契約の日から215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。

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３月５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。
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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「馬絹４丁目300mm－75mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ落札

ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「馬絹４丁目300mm－75mm配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「馬絹４丁目300mm－75mm配水管布設替工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター建設電気その50工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期限 契約の日から平成31年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業種「電気」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 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「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、

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。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

⑻ 　計画処理能力100,000㎥／日以上の下水処理施設において、運転操作設備更新工事の製作・据付

の元請としての完工実績を平成14年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 平成30年３月５日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　川崎・幸区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 平成30年４月１日から平成30年10月31日まで
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参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

成員の割合を上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　エ 　平成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。

　オ 　川崎市川崎区又は幸区内に本社を有すること。

　カ 　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」又は「Ｂ」で登録されている者。

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

企業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」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。

⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「水道施設」又は「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２月27日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　多摩・麻生区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 平成30年４月１日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

を上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　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地域区分「市内」で登録されている者。

　オ 　川崎市多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

　カ 　平成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」又は「Ｂ」で登録されている者。

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

企業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」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。

⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「水道施設」又は「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２月27日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名
平成30年度　中原・高津・宮前区　水道施設等緊急修理工事

（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 平成30年４月１日から平成30年10月31日まで

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

を上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　エ 　平成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。

　オ 　川崎市中原区、高津区又は宮前区内に本社を有すること。

　カ 　平成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」又は「Ｂ」で登録されている者。
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参 加 資 格

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

企業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」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。

⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「水道施設」又は「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２月27日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平間さく井導水管600mm・500mm撤去工事

履行場所
自：中原区木月伊勢町６－１先

至：中原区木月住吉町33先

履行期限 契約の日から145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「土木」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 　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。

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

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

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。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
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入札日時等 平成30年２月27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

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。

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

川崎市上下水道局公告第12号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月13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年度長沢浄水場広報施設清掃委託

履行場所 川崎市多摩区三田５丁目１番地１長沢浄水場広報施設

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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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 平成30年度麻生水処理センター清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期限 平成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。
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参 加 資 格

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

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度加瀬水処理センターほか清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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年度入江崎水処理センターほか清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度生田浄水場ほか１箇所　建物清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）ほか１箇所

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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　第１配水工事事務所ほか６箇所　建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区上平間1183番地ほか６箇所

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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年度長沢浄水場建物清掃委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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。
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（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　鷺沼配水所　建物清掃業務委託　ほか１件

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１、川崎市宮前区有馬１－21－６

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　第２配水工事事務所　建物清掃委託　ほか１件

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

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　第３配水工事事務所　建物清掃委託　ほか１件

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１、川崎市麻生区高石４－15－７

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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11）

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清掃業務委託　ほか１件

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１、川崎市中原区宮内１－21－31ほか

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度入江崎総合スラッジセンター清掃業務委託　ほか１件

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12、川崎市川崎区元木２－２－９

履行期限 平成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「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登

載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年３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

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。

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

川崎市上下水道局公告第13号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月13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 観音川ポンプ場建設電気その10工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜２－24－９

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成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。

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 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「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、

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。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

⑻ 　計画排水能力１㎥／ｓ以上のポンプ場施設において、運転操作設備・計装設備の製作・据付の

元請としての完工実績を平成14年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。
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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３月12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

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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　川崎区　給水管維持工事（単価契約）

履行場所 本市指定箇所一円

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、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又は単体企業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 　共同企業体の資格条件

　ア 　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地域区分「市内」で登録されている者。

　　（オ ）「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。

　　（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。

　イ 　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業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者

　（イ ）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。

　（ウ ）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。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「水道施設」）を有していること。

　ウ 　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業種「空調衛生」で登録されている者

　（イ）管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ）主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　（エ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。
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参 加 資 格

　（オ）川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「⑴共同企業体の資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び

　　「イ　共同企業体の代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。

　イ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。なお、⑴イ（ウ）の技術者との兼任を可

とする。

　エ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有してい

　　ること。

　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

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６日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　幸区　給水管維持工事（単価契約）

履行場所 本市指定箇所一円

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、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又は単体企業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 　共同企業体の資格条件

　ア 　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地域区分「市内」で登録されている者。

　　（オ ）「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。

　　（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。

　イ 　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業種「水道施設」種目「配水施設」ラ

ンク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者

　　（イ ）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。
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参 加 資 格

　　（ウ ）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。

　　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「水道施設」）を有している

こと。

　ウ 　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業種「空調衛生」で登録されている者

　　（イ ）管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　（ウ ）主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　　（オ ）川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「⑴共同企業体の資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び

　　「イ 　共同企業体の代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。

　イ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。なお、⑴イ（ウ）の技術者との兼任を可

とする。

　エ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

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７日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効

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。

そ　の　他

川崎市上下水道局競争入札における予定価格の事後公表の試行要綱に規定する予定価格の事後公表

試行案件です。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　中原区　給水管維持工事（単価契約）

履行場所 本市指定箇所一円

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、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又は単体企業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 　共同企業体の資格条件

　ア 　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。
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参 加 資 格

　（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地域区分「市内」で登録されている者。

　（オ ）「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。

　（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。

　イ 　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業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者

　（イ ）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。

　（ウ ）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。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「水道施設」）を有していること。

　ウ 　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業種「空調衛生」で登録されている者

　（イ）管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ）主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　（エ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　（オ）川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「⑴共同企業体の資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び「イ　共同企業

体の代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。

　イ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。なお、⑴イ（ウ）の技術者との兼任を可

とする。

　エ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

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６日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　高津区　給水管維持工事（単価契約）

履行場所 本市指定箇所一円

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、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又は単体企業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 　共同企業体の資格条件

　ア 　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地域区分「市内」で登録されている者。

　（オ ）「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。

　（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。

　イ 　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業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者

　（イ ）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。

　（ウ ）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。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「水道施設」）を有していること。

　ウ 　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業種「空調衛生」で登録されている者

　（イ）管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ）主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　（オ）川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「　⑴ 　共同企業体の資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び「イ　共同

企業体の代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。

　イ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。なお、⑴イ（ウ）の技術者との兼任を可

とする。

　エ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099
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入札日時等 平成30年３月７日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　宮前区　給水管維持工事（単価契約）

履行場所 本市指定箇所一円

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、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又は単体企業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 　共同企業体の資格条件

　ア 　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地域区分「市内」で登録されている者。

　（オ ）「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。

　（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。

　イ 　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業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者

　（イ ）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。

　（ウ ）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。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「水道施設」）を有していること。

　ウ 　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業種「空調衛生」で登録されている者

　（イ ）管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ ）主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　（オ ）川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。
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参 加 資 格

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「⑴　共同企業体の資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び「イ　共同企

業体の代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。

　イ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。なお、⑴イ（ウ）の技術者との兼任を可

とする。

　エ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－3117

入札日時等 平成30年３月６日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　多摩・麻生区　給水管維持その１工事（単価契約）

履行場所 本市指定箇所一円

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、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又は単体企業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 　共同企業体の資格条件

　ア 　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地域区分「市内」で登録されている者。

　（オ ）「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。

　（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。

　イ 　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業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者

　（イ ）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。
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参 加 資 格

　（ウ ）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。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「水道施設」）を有していること。

　ウ 　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業種「空調衛生」で登録されている者

　（イ）管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ）主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　（オ）川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「⑴共同企業体の資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び「イ　共同企業

体の代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。

　イ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。なお、⑴イ（ウ）の技術者との兼任を可

とする。

　エ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

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６日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　多摩・麻生区　給水管維持その２工事（単価契約）

履行場所 本市指定箇所一円

履行期限 平成30年４月２日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、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又は単体企業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 　共同企業体の資格条件

　ア 　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地域区分「市内」で登録されている者。
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　（オ ）「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。

　（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。

　イ 　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業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者

　（イ ）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。

　（ウ ）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。

　（エ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「水道施設」）を有していること。

　ウ 　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業種「空調衛生」で登録されている者

　（イ ）管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ ）主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　（エ ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　（オ ）川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「⑴共同企業体の資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び「イ　共同企業

体の代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。

　イ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。なお、⑴イ（ウ）の技術者との兼任を可

とする。

　エ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書（総合評定値「管」）を有していること。

　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者登録を行っている者。

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７日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、平成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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交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第28号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月６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

　　　ラジエータ修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成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」からもダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月６日から平成30年２月13日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月15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。

　　 　入札に当っては、入札書及びラジエータ修理単価

表を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月22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。
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　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29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６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

　　　自動車部品機械加工（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成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」又は「その他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月６日から平成30年２月13日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月15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。

　　 　入札に当っては、入札書及び自動車部品機械加工

単価表を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月22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
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　　　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２月６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

　　　クラッチディスク購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成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２月６日から平成30年２月13日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を平成30年２月15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

　　 　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22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31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６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（ナブテスコサービス製）購入

（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成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２月６日から平成30年２月13日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には



（第1,741号）平成30年(2018年)２月26日 川 崎 市 公 報

－800－

その結果を平成30年２月15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22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32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６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

　　　車体部品（西鉄車体技術製）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　平成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
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　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からダウンロードもで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年２月６日から平成30年２月13日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月15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。

　　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して

ください。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月22日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書及び明細書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、平成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33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６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

　　　一般整備部品（タイヤ・クロスチェーン）

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所整備係

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年３月30日まで
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　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年２月６日から平成30年２月13日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び振替休日を除く。）

　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16日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　車両係　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年２月23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。

　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34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９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
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　⑴ 　件　　名　　 平成30年度旅客運送事業用自動車損

害保険（任意）

　⑵ 　履行場所　　川崎市交通局の指定する場所

　⑶ 　契約期間　　 平成30年４月１日午後４時から平成

31年４月１日　午後４時まで

　⑷ 　保険内容等　仕様書のとおり

２ 　入札参加者の資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

た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「保険業」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　保険業法（平成７年法律第105号）第３条第１項

の損害保険業免許を受けていること。なお、この公

告の日から契約期間の終期までに合併（自動車保険

に係る業務統合等により他者の保険商品の契約を行

うことができる場合を含む。以下「合併等」とい

う。）を予定している者にあっては、合併等で中核

となる者又はいずれかの１者のみとする。

　⑸ 　金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第66条の

27の登録を受けた信用格付業者からＡ等級以上の格

付（長期債、発行体、保険財務力等）を得ていること。

　⑹ 　平成25年４月１日以降、300両以上の一般乗合バ

スを保有するバス事業者との契約実績（一契約にお

ける対象車両数が一般乗合バス300両以上で対人・

対物賠償保険が含まれているもの）を有する者であ

ること。

　⑺ 　保険業法第241条第１項の規定に基づく保険管理

人による業務及び財産の管理を命ずる処分の期間中

でないこと。

　⑻ 　川崎市内に、自動車事故の対応業務を行う支社を

有する者であること。

３ 　一般競争入札参加資格に必要な手続

　 　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２月９日から平成30年２月19日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により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、市バスホームペー

ジ内「入札情報」からダウンロードすることができ

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　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22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。

　 　なお、この確認通知は、申請時の登録情報により通

知するもので、最終的な入札参加資格の審査は、開札

後、申請時に遡って提出書類の確認をすることにより

行うものとします。この結果、入札参加資格がなく申

請を行った入札者の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様書等について疑義がある場合は、次により質問

を行うことができます。

　⑴ 　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

　　　自動車部安全・サービス課　安全指導担当　三喜

　　　電話　044－200－3237

　　　ＦＡＸ　044－200－3946

　　　E-mail　82anzen@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年２月９日から平成30年２月19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

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　「質問票」の様式を使用し、⑴のメールアドレス

宛てに開封確認付きの電子メールにて送付してくだ

さい。

　　※ 　「質問書」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。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した全て

の者に対し、平成30年２月22日までに電子メールに

て送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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、競争入札参加資格を喪

失します。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
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　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他の提

出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　保険種別ごとの金額を合計した総価で行います。

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。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年３月１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 　落札者の決定方法及び最終的な入札参加資格の審

査等

　　 　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候補者とします。

　　 　当該落札候補者について、２に定める入札参加資

格を満たしているかどうかの最終的な審査をした上

で、落札者として決定します。審査の結果、当該落

札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、そ

の入札を無効とし、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。

　⑹ 　落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書等

の提出

　　 　開札後速やかに、交通局企画管理部経理課から、

落札候補者へ電話連絡しますので、落札候補者につ

いては、次のアからエまでの書類を当日中に本件業

務の発注部署（自動車部安全・サービス課　安全指

導担当　電話044－200－3237）に持参し、確認を受

けてください。

　　ア 　落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書

　　イ 　２⑷の損害保険業免許を受けていることを確認

できる書類

　　ウ 　２⑸の信用格付に係る書類

　　エ 　２⑹の実績を証する書類（契約書等）

　　オ 　２⑻の川崎市内に、自動車事故の対応業務を行

う支社を有する者であることを確認できる書類

　　　※ 　落札候補者に係る入札参加資格確認（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。

　　　※ 　２⑸の信用格付に係る書類の発行日付は、原

則として提出日以前10日以内の日付とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札が川崎市

　 　交通局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。

10　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 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成

　　　必要

12　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年川崎条例第14号）、川崎市交通局契約規

程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第35号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年２月９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

　　　臨時車体修理　前面部左右事故修理一式

　　　塩浜営業所Ｓ1883号車

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年３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。
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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「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２月９日から平成30年２月16日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び振替休日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参

４ 　入札説明書及び図面の入手方法

　⑴ 　入札説明書

　　 　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。

　⑵ 　図面

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者

に、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19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26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。

　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36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14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

　　　菅生営業所燃料地下タンク設置工事

　⑵ 　履行期間
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　　　契約の日から平成30年９月21日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市宮前区犬蔵３丁目５番１号

　⑷ 　工事概要

　　 　菅生営業所のバス駐車場地下に、二重殻オイルタ

ンク20ＫＬを１基及び計量機（懸垂式）を新設する。

また、それに伴う建築工事、電気設備工事を行う。

　　ア 　地下タンク本体工事

　　イ 　地下タンク付属品

　　ウ 　懸垂式計量機工事

　　エ 　油配管工事

　　オ 　発生材処理

　　カ　上記に伴う建築工事

　　キ　上記に伴う電気設備工事

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 　川崎市競争入札参加資格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者名簿に業

種「機械」種目「その他の機械設置」で登録されて

いること。

　⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を

有していること。

　⑹ 　機械器具設置工事業に係る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」

（第３号様式）（交通局所定の様式）を提出した場

合は、一般建設業の許可でも可とします。

　⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の

交付を受けた技術者を専任で配置できること。た

だし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が

4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下

回り、「下請契約に関する誓約書」（第３号様式）（交

通局所定の様式）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。

３ 　入札参加申込書等の提出方法・期間

　⑴ 　入札参加申込に必要な書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　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（交通局所定

の様式）（市内業者の場合に限る。）

　　　※ 　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「川崎市交通局入札情報」の

「交通局工事入札公表」の「案件固有書類への

リンク」（以下「案件固有書類へのリンク」）か

らダウンロードもできます。

　　　※ 　専任技術者証明書は、「案件固有書類へのリ

ンク」からダウンロードした様式を使用してく

ださい。

　⑵ 　配布・提出及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　電話　044－200－2100

　⑶ 　提出期間

　　 　平成30年２月14日から平成30年２月20日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　持参

４ 　設計図書類の取得

　 　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、下記６の確認通知書とともに、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は、

平成30年２月26日の９時から16時までの間に財政局資

産管理部契約課（建築契約係）に下記６の確認通知書

及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ）を持参し、設計図書の引渡

しを受けてください。

５ 　一般競争入札参加資格の喪失　

　 　上記２の各号いずれかの資格を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

６ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　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す

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

なく申込みを行った入札者の入札は無効とします。

７ 　仕様書等の積算に関する質問・回答
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　 　所定の質問書を提出することにより、仕様書等の積

算に関する質問ができます。

　※ 　電子入札システムによる質問回答機能は利用でき

ません。

　 　詳細については、仕様書等に添付されている質問書

を御覧ください。

８ 　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書の提出方法

　　 　郵便（簡易書留又は一般書留）により提出してく

ださい。詳細については「案件固有書類へのリンク」

内「郵便入札の実施について（お知らせ）」を御覧

ください。また、入札額に相当する積算額が記載さ

れている積算内訳書を同封してください。

　　 　なお、積算内訳書の書式は、確認通知を送付する

際に添付いたします。

　　ア 　期限

　　　　平成30年３月16日　必着

　　イ 　宛先

　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市財政局資産管理部契約課

　⑵ 　開札の日時

　　　平成30年３月20日　15時30分

　⑶ 　開札の場所

　　　砂子平沼ビル７階入札室

９ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　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候補者とします。当

該落札候補者について上記２に示した資格を満たし

ているかどうかの最終的な資格審査をした上、落札

者として決定します。資格審査の結果、当該落札候

補者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効

とし、順次、価格の低い入札者について同様の審査

を実施し落札者を決定します。

　　 　なお、最低制限価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、「川崎市交通局工

事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱」を御覧く

ださい。

　⑵ 　配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は配置予定技術者届等の提出が必要と

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（建築契約係　044－200－2100）に

下記10の書類を遅くとも翌日正午までに提出してく

ださい。

　⑶ 　入札の無効

　　ア 　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。

　　イ 　添付又は提出した積算内訳書に不備等のある場

合はこれを無効とします。

　　ウ 　設計書等の購入が確認できない者の入札はこれ

を無効とします。

　　　　（設計図書の電子化実施対象案件を除く）

　⑷ 　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（まちづくり局施設整備部機

械設備担当（川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田

生命ビル９階）電話044－200－2986）です。

　　※ 　積算疑義申立て制度の詳細については、「川崎

市交通局入札情報」の「契約関係規程等」の「川

崎市交通局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。

10　落札候補者が提出する書類

　⑴ 　配置予定技術者届（第１号様式その１）（交通局

所定の様式）

　⑵ 　配置予定技術者の資格を確認できる書類

　　ア 　監理技術者の場合

　　　 　配置予定監理技術者の「監理技術者資格者証

（両面）」及び「監理技術者講習修了証（両面）」

の写し

　　　※ 　同証で雇用関係が確認できない場合、健康保

険被保険者証等の雇用関係を確認できる書類を

同時に提出してください。

　　イ 　主任技術者の場合

　　　 　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、または建設業法第７条第２号

イ、ロ、ハの条件を満たす主任技術者経歴証明書

（第２号様式）（交通局所定の様式）

　　　※ 　配置予定技術者届及び主任技術者経歴証明書

については、「案件固有書類へのリンク」から

ダウンロードした様式を使用してください。

　⑶ 　配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類（健

康保険被保険者証の写し）

　　 　健康保険被保険者証の写しを提出できない者は下

記の書類の写し

　　ア 　市区町村作成の住民税特別徴収税額通知書の写

し

　　イ 　年金事務所作成の被保険者標準報酬決定通知書

の写し

　　ウ 　公共職業安定所作成の雇用保険資格取得等確認

通知書の写し

　　エ 　その他雇用関係が確認できる書類

　　　 　なお、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な

雇用関係にあることを要します。

　　　 　直接的な雇用関係とは、配置予定技術者とその
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所属建設業者との間に第三者の介入する余地のな

い雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働

時間、雇用、権利構成）が存在することをいいま

す。

　　　 　また、恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわ

たり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職

務に従事することが担保されていることをいい、

一般競争入札参加申込日以前に３箇月以上の雇用

関係にあることが必要です。（在籍出向者、派遣

社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係

にあるとはいえません。）

　　※　配置予定技術者を配置できない場合

　　　 　落札候補者となったにもかかわらず、「正当な

理由」なしに技術者を配置できずに契約を締結で

きない場合は、川崎市競争入札参加者指名停止等

要綱別表第２第15号「本市発注の競争入札におい

て、正当な理由なく指定された期限までに本市が

指定した参加資格の確認書類を提出しないとき。」

に該当するものとして、指名停止措置の対象とな

りますので、十分に御注意ください。

　⑷ 　下請契約に関する誓約書（第３号様式）（交通局

所定の様式）

　　※ 　下請契約に関する誓約書は、「案件固有書類へ

のリンク」からダウンロードした様式を使用して

ください。

　　※ 　特定建設業の許可を有していて監理技術者を配

置する場合は不要です。

11　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、川崎市交通局

会計規程第11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、

履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証

金を免除します。

　⑶ 　前払金　有

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程」

及び「川崎市交通局公共工事中間前払金取扱要綱」

を御覧ください。

12　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。

13　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、川崎市交通局契約規程

及び川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得は、財政局資産管理部契約課で閲覧でき

ます。

　⑷ 　公告に関する問い合わせは、川崎市財政局資産管

理部契約課になります。

　⑸ 　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。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第37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14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

　　　上作延停留所・上作団地前停留所料金収受業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　上作延停留所及び上作団地前停留所

　⑶ 　履行期間

　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　ア 　バスに乗車するお客様からの運賃収受（現金

（紙幣及び小銭）収受は行わない。）

　　イ 　バスを利用するお客様の案内整理

　　ウ 　業務に必要な備品の設置、撤収、鷲ヶ峰営業所

への輸送作業

　　　※ 　詳細は仕様書のとおり
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２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「警備」、種目「人的警備」、地域区分「市

内」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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２月14日から平成30年２月21日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　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23日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の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 　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２月14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
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　⑴ 　件　　名

　　　停留所案内板作成等業務委託

　　　（川崎駅西口北バスターミナル名称変更）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成30年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成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２月14日から平成30年２月20日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の

期間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年２月22日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の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１日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。
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病 院 局 公 告

川崎市病院局公告11号

　　　公募型プロポーザル実施の公告

　川崎市立川崎病院入院セット提供等実施事業者の選定

に係る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２月９日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　名称

　 　川崎市立川崎病院入院セット提供等実施する事業者

の選定に係る公募型プロポーザル

２ 　目的

　 　川崎市立川崎病院の建物の一部を借り受け、入院時

に必要となる病衣、タオル、紙おむつ等の患者負担と

なる物品の提供等を実施する事業者（以下、「借受者」

という。）について、公募型プロポーザルによる選定

を実施します。

３ 　概要

　⑴ 　病院概要

　　ア 　名称　川崎市立川崎病院

　　イ　 所在地　川崎市川崎区新川通12－１ 　

　　ウ 　病床数　647床（一般病床602床、感染症病床12

床、精神病床33床）

　　エ 　延患者数　183,506人（平成28年度実績）

　　オ 　平均在院日数　11.9日（平成28年度実績）

　⑵ 　貸付面積

　　　ア 　場所　７階リネンセンターの一部等計15箇所

　　　イ 　総貸付面積　約86㎡　

　⑶ 　貸付期間

　　平成30年７月２日から平成33年３月31日まで

４ 　プロポーザル参加の資格

　 　参加者は、以下の各号に掲げる全ての要件を満たす

こと。ただし、当院が認めた場合に限り、アウトソー

シングにより要件を満たすことも可とする。

　⑴ 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格

停止期間中でないこと。

　⑵ 　本公告６のプロポーザル参加意向申出書の提出日

において、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱（昭和63年９月１日付け63川財工第166号）によ

る指名停止期間中でなく、かつ、その後も指名停止

となる見込みがないこと。

　⑶ 　一般財団法人医療関連サービス振興会から「医療

関連サービスマーク」の認定を受けている者。又は

厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の

14）に適合していることを証明できる者。

　　※ 　なお、川崎市に「競争入札参加者の資格」のな

い事業者においては、平成30年２月23日（金）ま

でに川崎市財政局契約課宛に競争入札参加資格審

査の申請を行うこと。

５ 　本市の担当部課

　　川崎市病院局経営企画室　経営企画担当

　　住　　所　川崎市川崎区砂子１－８－９

　　　　　　　川崎御幸ビル７階

　　電話番号　044－200－3854

　　ＦＡＸ　　044－200－3838

　　電子メールアドレス　83keiki@city.kawasaki.jp

６ 　プロポーザル参加意向申出書の提出期限、提出先及

び提出方法

　⑴ 　提出期間：平成30年２月９日（金）から２月23日

（金）17時まで（必着）

　⑵ 　提出場所：本公告５の本市の担当部課

　⑶ 　提出方法：郵送、持参のいずれかにより提出して

ください。

７ 　プロポーザル関係書類提出要請書の交付時期及び方

法

　 　プロポーザル参加意向申出書を提出した者のうち、

本公告４に適合した者に、プロポーザル関係書類提出

要請書を交付します。

　⑴ 　交付時期：平成30年２月27日（火）

　⑵ 　交付方法：郵送、電子メールのいずれかにより送

付します。

８ 　提案書の提出期限、場所及び方法

　　プロポーザル関係書類提出要請書の交付を受けた者

は、次のとおり提案書類を提出してください。

　⑴ 　提出期限：平成30年３月19日（月）12時必着

　⑵ 　提出場所：本公告５の本市の担当部課

　⑶ 　提出方法：郵送、持参のいずれかにより提出して

ください。

　⑷ 　提出部数

　　ア 　提出書類　　　15部

　　イ 　見本品　　　　一式

９ 　関連情報の入手方法等

　⑴ 　プロポーザル参加意向申出書提出に関する問い合

わせ

　ア 　受付期間：平成30年２月23日（金）17時まで

　イ 　問い合わせ先：本公告５の本市の担当部課

　⑵ 　現地見学について

　　 　参加申出書を提出した者のうち、希望者には次の

日程で施設の見学を許可します。

　　 　見学可能期間：平成30年２月13日（火）から２月

23日（金）まで

　　※ 　希望者は、見学希望場所・日程について、本公

告５の本市の担当部課と日程調整をしてください。
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　⑶ 　仕様・企画提案に関する質問について

　ア 　質問方法

　　 　平成30年２月23日（金）までに、質問内容を記し

た文書を添付して、電子メールにて提出してくださ

い。

　イ 　質問への回答について

　　 　平成30年３月２日（金）までに、プロポーザル関

係書類提出要請書の交付を受けた者からの質問に対

してのみ、当該要請書の交付を受けた者全員に電子

メールで送付します。

10　借受予定者の選定方法

　 　本事業に係る実施体制、サービス提案等に関する提

案書類を提出した者を対象として、プレゼンテーショ

ンによる審査を実施し、借受予定者及び次点者を選定

します。

　⑴ 　開催日時

　　 　平成30年３月22日（木）（予定。変更があれば事

前に連絡します。）

　　※ 　各事業者の時間割りについては、提案者が確定

した後、速やかにお知らせ致します。

　　※ 　ただし、現在同時に公募している「川崎市立井

田病院入院セット提供等実施事業」についても、

提案を行う場合には、２病院同時にプレゼンテー

ションを行っていただきます。

　⑵ 　開催場所　川崎市病院局大会議室（川崎市川崎区

砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階）

　⑶ 　持ち時間

　　 　提案書説明時及び質疑応答の時間として、約20分

を予定しています。ただし、２病院同時提案の場合

は、併せて約30分を予定しています。なお、持ち時

間の内訳は次のとおりとします。

　　ア 　提案書説明

　　　 　10分（ただし、２病院同時提案の場合は、併せ

て15分）

　　イ 　質疑応答

　　　 　約10分（ただし、２病院同時提案の場合は、併

せて約15分）

　⑷ 　出席者　３名以内

11　その他

　⑴ 　提案を辞退する場合について

　　 　要請書の交付を受けた後、諸般の事情により企画

提案を辞退される場合は、辞退届（様式不問）を平

成30年３月９日（金）17時までに提出してください。

　　ア 　提出場所：本公告５の本市の担当部課

　　イ 　提出方法：持参、郵送のいずれかにより提出し

てください。

　⑵ 　提案資格の喪失

　　 　提案者が、契約締結をするまでの間に次のいずれ

かに該当するときは、本事業に係る提案を行うこと

ができないものとし、すでに提出された提案書は無

効とします。

　　ア 　本公告４に規定する資格要件に該当しないこと

となったとき

　　イ 　提出した書類に虚偽の記載があったと認められ

たとき

　　ウ 　その他提案に関して不正行為又は著しい不備が

あったと認められたとき

　⑶ 　本提案に使用する言語及び通貨

　　ア 　言語：必要な場合を除き、日本語を使用します。

　　イ 　通貨：必要な場合を除き、円を使用します。

　⑷ 　借受予定者の選定結果について

　　 　結果通知書（第４号様式）を全提案者に送付しま

す。

　　ア 　送付時期：平成30年３月下旬

　　イ 　送付方法：郵送、電子メールのいずれかにより

送付します。

　　　 　なお、結果通知後に、⑵の提案資格の喪失や契

約仕様の協議が整わない場合など、やむを得ない

事情により契約締結が困難な状況が発生した場合

には、審査の次点提案者を繰り上げて借受予定者

として選定する場合があります。

　⑸ 　契約書作成

　　 　借受予定者を選定した後、提案内容を受けて仕様

書を修正した上で、契約を締結します。

　⑹ 提案に要する費用

　　一切の費用は提案者の負担とします。

　⑺ 　公募に関する詳細情報掲載ＵＲＬ

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html

　　　───────────────────

川崎市病院局公告12号

　　　公募型プロポーザル実施の公告

　川崎市立井田病院入院セット提供等実施事業者の選定

に係る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２月９日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　名称

　 　川崎市立井田病院入院セット提供等実施する事業者

の選定に係る公募型プロポーザル

２ 　目的

　 　川崎市立井田病院の建物の一部を借り受け、入院時

に必要となる病衣、タオル、紙おむつ等の患者負担と

なる物品の提供等を実施する事業者（以下、「借受者」

という。）について、公募型プロポーザルによる選定

を実施します。
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３ 　概要

　⑴ 　病院概要

　　ア 　名称　川崎市立井田病院

　　イ 　所在地　川崎市中原区井田２－27－１ 　

　　ウ 　病床数　383床　（一般343床（緩和ケア病床23

床を含む。）、結核40床）

　　エ 　延患者数　103,913人（平成28年度実績）

　　オ 　平均在院日数　15.3日（平成28年度実績）

　⑵ 　　貸付面積

　　ア 　場所　地下１階リネンセンター１の一部等

　　　　　　　計11箇所

　　イ 　総貸付面積　約33.73㎡　

　⑶ 　貸付期間

　　　平成30年７月２日から平成32年３月31日まで

４ 　プロポーザル参加の資格

　 　参加者は、以下の各号に掲げる全ての要件を満たす

こと。ただし、当院が認めた場合に限り、アウトソー

シングにより要件を満たすことも可とする。

　⑴ 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格

停止期間中でないこと。

　⑵ 　本公告６のプロポーザル参加意向申出書の提出日

において、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱（昭和63年９月１日付け63川財工第166号）によ

る指名停止期間中でなく、かつ、その後も指名停止

となる見込みがないこと。

　⑶ 　一般財団法人医療関連サービス振興会から「医療

関連サービスマーク」の認定を受けている者。又は

厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の

14）に適合していることを証明できる者。

　　※ 　なお、川崎市に「競争入札参加者の資格」のな

い事業者においては、平成30年２月23日（金）ま

でに川崎市財政局契約課宛に競争入札参加資格審

査の申請を行うこと。

５ 　本市の担当部課

　　川崎市病院局経営企画室　経営企画担当

　　住所　川崎市川崎区砂子１－８－９

　　　　　川崎御幸ビル７階

　　電話番号　044－200－3854

　　ＦＡＸ　044－200－3838

　　電子メールアドレス　83keiki@city.kawasaki.jp

６ 　プロポーザル参加意向申出書の提出期限、提出先及

び提出方法

　　⑴ 　提出期間：平成30年２月９日（金）から

　　　　　　　　　２月23日（金）17時まで（必着）

　　⑵ 　提出場所：本公告５の本市の担当部課

　　⑶ 　提出方法： 郵送、持参のいずれかにより提出し

てください。

７ 　プロポーザル関係書類提出要請書の交付時期及び方

法

　 　プロポーザル参加意向申出書を提出した者のうち、

本公告４に適合した者に、プロポーザル関係書類提出

要請書を交付します。

　　⑴ 　交付時期：平成30年２月27日（火）

　　⑵ 　交付方法： 郵送、電子メールのいずれかにより

送付します。

８ 　提案書の提出期限、場所及び方法

　 　プロポーザル関係書類提出要請書の交付を受けた者

は、次のとおり提案書類を提出してください。

　⑴ 　提出期限：平成30年３月19日（月）12時必着

　⑵ 　提出場所：本公告５の本市の担当部課

　⑶ 　提出方法：郵送、持参のいずれかにより提出して

ください。

　⑷ 　提出部数

　　ア 　提出書類　　15部

　　イ 　見本品　　　一式

９ 　関連情報の入手方法等

　⑴ 　プロポーザル参加意向申出書提出に関する問い合

わせ

　　ア 　受付期間：平成30年２月23日（金）17時まで

　　イ 　問い合わせ先：本公告５の本市の担当部課

　⑵ 　現地見学について

　　 　参加申出書を提出した者のうち、希望者には次の

日程で施設の見学を許可します。

　　 　見学可能期間：平成30年２月13日（火）から２月

23日（金）まで

　　※ 　希望者は、見学希望場所・日程について、本公

告５の本市の担当部課と日程調整をし　　てくだ

さい。

　⑶ 　　仕様・企画提案に関する質問について

　ア 　質問方法

　　 　平成30年２月23日（金）までに、質問内容を記し

た文書を添付して、電子メールにて提出してくださ

い。

　イ 　質問への回答について

　　 　平成30年３月２日（金）までに、プロポーザル関

係書類提出要請書の交付を受けた者からの質問に対

してのみ、当該要請書の交付を受けた者全員に電子

メールで送付します。

10　借受予定者の選定方法

　 　本事業に係る実施体制、サービス提案等に関する提

案書類を提出した者を対象として、プレゼンテーショ

ンによる審査を実施し、借受予定者及び次点者を選定

します。

　⑴ 　開催日時

　　 　平成30年３月22日（木）（予定。変更があれば事

前に連絡します。）
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　　※ 　各事業者の時間割りについては、提案者が確定

した後、速やかにお知らせ致します。

　　※ 　ただし、現在同時に公募している「川崎市立川

崎病院入院セット提供等実施事業」についても、

提案を行う場合には、２病院同時にプレゼンテー

ションを行っていただきます。

　⑵ 　開催場所　 川崎市病院局大会議室（川崎市川崎区

砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階）

　⑶ 　持ち時間

　　 　提案書説明時及び質疑応答の時間として、約20分

を予定しています。ただし、２病院同時提案の場合

は、併せて約30分を予定しています。なお、持ち時

間の内訳は次のとおりとします。

　　ア 　提案書説明

　　　　10分

　　　　（ただし、２病院同時提案の場合は、併せて15分）

　　イ 　質疑応答

　　　　約10分

　　　　（ただし、２病院同時提案の場合は、併せて約15分）

　⑷ 　出席者　３名以内

11　その他

　⑴ 　提案を辞退する場合について

　　 　要請書の交付を受けた後、諸般の事情により企画

提案を辞退される場合は、辞退届（様式不問）を平

成30年３月９日（金）17時までに提出してください。

　　ア 　提出場所：本公告５の本市の担当部課

　　イ 　提出方法：持参、郵送のいずれかにより提出し

てください。

　⑵ 　提案資格の喪失

　　 　提案者が、契約締結をするまでの間に次のいずれ

かに該当するときは、本事業に係る提案を行うこと

ができないものとし、すでに提出された提案書は無

効とします。

　　ア 　本公告４に規定する資格要件に該当しないこと

となったとき

　　イ 　提出した書類に虚偽の記載があったと認められ

たとき

　　ウ 　その他提案に関して不正行為又は著しい不備が

あったと認められたとき

　⑶ 　本提案に使用する言語及び通貨

　　ア 　言語：必要な場合を除き、日本語を使用します。

　　イ 　通貨：必要な場合を除き、円を使用します。

　⑷ 　借受予定者の選定結果について

　　結果通知書（第４号様式）を全提案者に送付します。

　　ア 　送付時期：平成30年３月下旬

　　イ 　送付方法：郵送、電子メールのいずれかにより

送付します。

　　　 　なお、結果通知後に、⑵の提案資格の喪失や契

約仕様の協議が整わない場合など、やむを得ない

事情により契約締結が困難な状況が発生した場合

には、審査の次点提案者を繰り上げて借受予定者

として選定する場合があります。

　⑸ 　契約書作成

　　 　借受予定者を選定した後、提案内容を受けて仕様

書を修正した上で、契約を締結します。

　⑹ 　提案に要する費用

　　　一切の費用は提案者の負担とします。

　⑺ 　公募に関する詳細情報掲載ＵＲＬ

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html

　　　───────────────────

川崎市病院局公告第13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２月13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。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する平行棒セットの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成30年２月13日から平成30年２月20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26日　午前11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 限 価 格 設定しません。
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（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する腟拡大鏡の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成30年２月13日から平成30年２月20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26日　午前11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 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する硬性子宮鏡セットの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成30年２月13日から平成30年２月20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26日　午前11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 限 価 格 設定しません。

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

川崎市病院局公告第14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２月13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、
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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。

　　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。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎で使用する電気の調達

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期限 平成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　「その他の物品販売」

種　目　「電気供給」

地域区分 設定しません。

そ の 他

⑴ 　履行場所を含む区域における電気の供給について、電気事業法（昭和39年法律第

170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受けている者である

こと。

⑵ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月１日制定）第４条第２項に基づ

き、Ａランク又はＢランクに格付けされているものであること。

競争参加の申込 平成30年２月13日から平成30年２月19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３月７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 限 価 格 設定しません。

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

川崎市病院局公告第15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２月13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
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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。

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名
川崎市立病院で使用する医療用ガスの調達　計12案件

（基本単価契約）

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成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　「薬品」

種　目　「ガス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成30年２月13日から平成30年２月22日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成30年３月６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 限 価 格 設定しません。

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

２ 　入札は１案件ごとに行い、１案件ごとに落札者を決定します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第３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（平成17年川崎市病院局規程第40号）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26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

　　川崎市立病院看護師用白衣賃貸借　１式

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

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成30年１月31日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　ワタキューセイモア 　株式会社　東京支店

　　支店長　牧野　智

　　神奈川県相模原市緑区大山町１番３号

５ 　契約金額

　　199,858,147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

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第十一条第一項に基づく地方自治法施

行令第百六十七条の二第一項第八号の規定による。

８ 　入札の公告（公示）を行った日

　　平成29年12月25日

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第３号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　平成30年２月６日

 川崎市教育委員会　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　日　時　平成30年２月13日（火）15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74号　 国史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画

の決定について

　　　議案第75号　 北条家虎朱印状の川崎市重要歴史記

念物指定に係る諮問について

　　　議案第76号　 地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第29条の規定に基づく意見聴

取について

４ 　その他報告等

人 事 委 員 会 公 告

川崎市人事委員会公告第１号

　平成30年度身体障害者を対象とした川崎市職員採用選

考（第１回）の実施について

　平成30年度身体障害者を対象とした川崎市職員採用選

考（第１回）を次のとおり行います。

　　平成30年２月７日

 川崎市人事委員会　　

 委員長　魚　津　利　興　　
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平成３０年度 

身体障害者を対象とした 

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

川崎市人事委員会

 
《主な日程》 

申 込 受 付 期 間

【電子申請】 平成 30 年 2 月 7 日 (水) 午前 9 時 ～ 
【電子申請】 平成 30 年 3 月 5 日 (月) 午後 5 時 (受信有効) 
 
【郵郵送送】 平成 30 年 2 月 7 日 (水)  ～ 
【郵送】      平成 30 年 3 月 2 日 (金)  (消印有効) 

申 込 方 法 電子申請又は郵送 

受 験 票 等 発 行 平成 30 年 3 月 20 日 (火) (予定) 

選 考 日

平成 30 年 4 月 8 日 (日)  【 教養試験  ・ 作文試験 】 

平成 30 年 4 月 8 日 (日) 、13 日(金)又は 14 日 (土)のうち指定する１日 
【面接試験】 

合 格 発 表 日 平成 30 年 4 月 19 日(木) (予定)  

 
《問い合わせ先》 川崎市人事委員会事務局任用課 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

電話：044-200-3343  FAX：044-222-6449 

「川崎市職員採用案内」ホームページアドレス 

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

川崎市人事委員会 Twitter  

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

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

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

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

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

※合格者は、原則として平成３０年６月１日以降に採用されます。 
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１ 選考区分・職務概要・採用予定人員 

選考区分 主な職務概要 
採用予定
人   員

行 政 事 務 
本庁各局や区役所等で、市政のあらゆる分野における計画策定、施策立案、事
業実施、窓口応対、内部管理業務などの行政事務に従事します。 ５名程度 

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

２ 受験資格 

次の要件を全て満たす人 
(1) 昭和 59 年 4 月 2 日から平成 12 年 4 月 1 日までに生まれた人 
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている人 

※受験資格にかかわらず、地方公務員法 16 条により、次に該当する人は受験できません。 
1 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む。) 
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 
3 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない人 
4 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 5 章に規定する罪を犯し刑に処せられ

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

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
 
３ 選考日時・選考科目・選考内容・会場・合格発表 

選考日時 
選考

科目
選考内容 会場 合格発表

４月８日(日) 

 

集合時刻 

午前８時３０分 

教養 
試験 

【50 問 120 分】 
○公務員として必要な一般教養に関す

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

川崎市役所第４庁舎 
（川崎市川崎区宮本町3-3）

４月１９日
(木) 

午前１０時
（予定） 作文 

試験 

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

論理性、表現力などを評価します。 
※作文試験は、教養試験の結果により

採点されない場合があります。 

４月８日(日)、１３日(金)、 

１４日(土)のうち指定する日

※詳細は３月２０日(火)(予定)

に文書で通知します。 

面接 
試験 

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

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

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

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

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

場合は、他の科目の成績にかかわらず不合格となります。 
6 教養試験の問題例及び作文試験の過去の出題例については、Ｐ．5「10 その他」を参照してください。 
7 「面接カード」3 部(うち、2 部は原本をコピーしたもの)を３月３０日(金)(消印有効)までに提出していただきます。 

※「面接カード」の様式は、３月２０日（火）（予定）に申込者に発送しますので、３月２３日（金）までに届かない場合
は、人事委員会事務局任用課(044-200-3343)まで御連絡ください。 
また、「面接カード」に貼付するカラー写真（縦 4cm×横 3 cm）３枚が必要となります。 

  

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

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

原則として平成３０年６月１日以降に採用されます。 
(3) 受験資格がないことや、「申込内容」、「面接カード」等の提出書類の記載事項に虚偽又は不正があることが判明

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

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

 
◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 

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

 

参考１ 職務の概要（代表例） 

選考区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

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

市税等の賦課、滞納処分、生活保護の決定 

 

参考２ 昇任モデル 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒ 

課
長
補
佐 

⇒ 

課長級

⇒

部長級 

⇒

局長級

☆○ ☆○ ☆○

課 

長 

担
当
課
長 

部 

長 

担
当
部
長 

局 

長 

担
当
理
事

 
 

※１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

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

 

６ 給与等 
(1) 給与(初任給) 
   平成 30 年 2 月 1 日現在の給与は次のとおりです。ただし、条例等の改正により、変更されることがあります。 

学歴 
初任給 

(地域手当を含む) 
その他の手当など 

大 学 卒 ２０５，２０４円 ① 初任給については、学校卒業後の職歴等がある方は、一定の基準に基づいて、
左記の金額に加算されます。 
 

② この他に、期末・勤勉手当(4.40 月分)が支給されます。また、支給要件に該当す
る方には、通勤手当(1箇月あたり最高55,000円)、扶養手当、住居手当等の諸手
当が支給されます。 

短 大 卒 １７９，２２０円 

高 校 卒 １６５，８８０円 

 
(2)勤務時間及び休暇等 
①勤務時間 

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

 
②休日 

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

 
③休暇等 

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

      
※上記の内容は、平成 30 年 2 月 1 日現在のものであり、変更される場合があります。 
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７ 個人別成績情報の提供 
この選考で不合格となった方に対し、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただし、申出は次の手順に

限ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手順 

不合格者 
総合順位及び総合得点 

(1,000 点満点) 

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

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

〒210-0006 

川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

川崎市人事委員会事務局任用課 
 
※個人別成績情報は、平成 30 年 5 月下旬以降に発送します。 

 

８ 受験手続 

受験申込は、電子申請【インターネット】又は郵送で行ってください。 

(1)電子申請（インターネット）による申込方法（推奨） 

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

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

確認してから申込手続きを行ってください。 

 

申込受付期間 

平成３０年２月７日(水) 午前９時 ～ ３月５日(月) 午後５時 (受信有効) 
※申込締切日はアクセスが集中し、サイトにつながらない、又は表示に時間がかかる等の現象が起こること

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

申 込 手 順 

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

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

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

 
(2)電子申請により受験申込を行う 

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

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

 
(3)申込内容の審査 

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

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

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

申込整理票と 
受験票の印刷 

３月２０日(火)(予定)に「申込整理票」と「受験票」を、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルに送信
しますので、ダウンロードして、それぞれ片面印刷(A4サイズ)してください。「申込整理票」には、カラー
写真(縦4cm×横3cm、裏面に氏名と試験区分を記入)の貼り付けと署名をしてください。 
選考当日、写真を貼り付け、署名した「申込整理票」と「受験票」を必ず持参してください。 
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(2)郵送による申込方法（持参による受付は行いません。） 

申込受付期間 
平成３０年２月７日(水)  ～ ３月２日(金) (消印有効) 
※申込受付期間後の申込は受理いたしませんので、御注意ください。 

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

申 込 書 の 
郵 送 先 

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

提 出 書 類 

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

さい。 

受験票の交付 

３月２０日(火)(予定)に「受験票」を、本人宛てに郵送しますので、選考当日必ず持参してください。 
なお、３月２３日（金）までに受験票が到着しない場合には、人事委員会事務局任用課まで電話で
御連絡ください。 

 

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

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

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

 

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

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

(2) 受験に際して市が収集する個人情報は、採用選考及び採用手続きにのみ使用します。 
 
 
◎ 前年度実施結果（参考） 
 
平成29年度身体障害者を対象とした採用選考 (第１回) 実施結果 

選考区分 
採用予定人員

(名程度) 
申込者数 

(人) 
受験者数 

(人) 
合格者数 

(人) 
競争倍率(倍)

行 政 事 務 ５名程度 ２２ １４ ５ ２．８ 

 
平成29年度身体障害者を対象とした採用選考 (第２回) 実施結果 

選考区分 
採用予定人員

(名程度) 
申込者数 

(人) 
受験者数 

(人) 
第１次選考 

合格者数(人) 
最終合格者数

(人) 
競争倍率(倍)

行 政 事 務 １０名程度 ３２ ２７ １７ ６ ４．５ 
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《申込書記入方法》 
申込書は、記入例をよく見てボールペンで間違いのないようにはっきりと記入してください。コード番号は下のコード表を

見て記入してください。 

 

①性別：該当する性別を○で囲んでください。 

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

         （記入例）平成８年(1996 年)１月１６日生まれ 

③ 年齢：平成３０年６月１日現在の年齢を記入してください。 

（記入例）２２歳 

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

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

る場合は、現住所も記入してください。 

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

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

が取れない場合は、受験できないことがあります。 

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

※１ 卒業見込は、平成３１年３月までに卒業を予定している場合に限ります。 

※２ 中途退学の場合は学歴に含めません。 

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

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

△△高校普通科を平成２３年４月に入学し、平成２６年３月に卒業した場合 

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

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

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

             （記入例）学校と川崎市ホームページ 

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

記入してください。 

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

⑨ 点字受験：点字受験を希望する場合、○印を記入してください。 

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

主な障害についてコード表を見て記入してください。 

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

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

 

（コード表） 

最終学歴 アンケート 
障害区分（注） 

区    分 アンケート１ アンケート２ 

 

大 学 院 

大 学 

短 大 

高 専 

専 修 学 校 等 

高 校 

中 学 校 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

学 校

知 人 ・ 友 人

市 政 だ よ り

川崎市ホームページ

就 職 情 報 サ イ ト

採 用 案 内

受 験 雑 誌

説 明 会

そ の 他

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

国 家

東 京 都

神 奈 川 県

そ の 他 道 府 県

横 浜 市

相 模 原 市

特 別 区 

そ の 他 市 町 村 

そ の 他 の 公 務 員 

民 間 企 業 

進 学 

併 願 な し 

 

 

01

02

03

04

05

06

07 

08 

09 

10 

11 

12 

 

視 覚

 

聴 覚 ･ 平 衡 機 能

 

音 声 ･ 言 語 ･

そ し ゃ く 機 能

 

肢 体 不 自 由

 

内 部 障 害

 

01

 

02

 

03

 

 

04

 

05

 

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

してください。 
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（表面）

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

※

① ② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ 氏　名　川崎　次郎 　　　　　　　　　（必ず自書してください。）

・上半身、正面向き、脱帽

・3箇月以内撮影

(障　　害　　名）

○○による左下肢機能障害

8 1 日

0 4

法学部

都 道 府
県 ( 市 )川崎

(交付機関名） (交付番号)

第 ○ ○ × × 号

平成

アンケート１ アンケート２

年 月

受験票・合格通知等送付先　（郵便番号）

裏面も必ず記入してください。

昭和・平成

昭和・平成

2

平成 ３０  年 ２  月 １０  日

(障害区分）

40

身
体
障
害
者
手
帳

4 年 月 00

日

（交付年月日）

（再交付年月日）(障害の等級)

級5

（点字希望者
のみ○を記入）

3

2 6

記入例

1 0 4 0 1 0

0 0 3

（「都道府県）及び「郡・市町村・区」）

（学　　　部）

3

平成

０４４－２００－××××

電話番号　（自宅） （携　　　　帯）

０９０－１２３４－××××

（緊急連絡先）

4 神奈川県川崎市川崎区

※（学校コード）

父 044－123－××××

点字受験

2 3 0 4 2 6 0年年 月

普通科

（学　　　部） （学科・専攻）

1 1

・縦４cm×横３cm

歳

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

川 崎 次 郎

連絡先名

0 1

私は、平成３０年度身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考案内（第１回）の記載事項を了承の上、同選考を受験したいので申し込みま
す。なお、私は選考案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書の記
載事項は全て事実と相違ありません。

最終学歴　（学校名）

○○ 大学

（区分）

2

（学科・専攻）

法律学科

月 卒業　・　卒業見込入学 平成 年平成 年 月

月 卒　　業

その前の学歴　（学校名）

△△ 高校

入学

（平成30年6月１日現在）

男 ・ 女 満6

カ ワ サ キ ジ ロ ウ

日月年元号（該当に○）

0 8 2 2

平成30年度　身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考（第１回）　申込書
※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 受験番号

行政事務

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

５0身体障害者

試験区分 （コード）

0 1
この欄に必ずカラー写真

を貼ってください。

・写真裏面に氏名を記入
すること

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

2 1 0 0 0 0

昭和 ・ 平成

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

宮本町１－２－３ 砂子平沼ビル４０１号室

-

（ ）１ ９ ９ 6 0
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＊ ※の項目は記入しないでください。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※

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

(障害区分）

・写真裏面に氏名を記入
すること

・3箇月以内撮影

私は、平成３０年度身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考案内(第１回）の記載事項を了承の上、同選考を受験したいので申し込みま
す。なお、私は、選考案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書
の記載事項は全て事実と相違ありません。

裏面も必ず記入してください。

級 昭和・平成

（点字希望者
のみ○を記入）

日年

日
都 道 府
県 ( 市 )

第 号 昭和・平成 年

月

(障　　害　　名） (障害の等級) （再交付年月日）

身
体
障
害
者
手
帳

(交付機関名） (交付番号) （交付年月日）

月 卒　　業

アンケート１ アンケート２ 点字受験

入学 平成 年

月

平成 年 月

その前の学歴　（学校名） （学　　　部） （学科・専攻）

入学 平成 年平成 年 月 月 卒業　・　卒業見込

電話番号　（自宅） （携　　　　帯） （緊急連絡先）

 　　　　　　  　　　　　　　　 

連絡先名

 　 　　　 

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

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

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

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

-

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

）

性　　　別 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢 ・縦４cm×横３cm

（該当に○） 元号 年 月 日 （平成30年6月１日現在） ・上半身、正面向き、脱帽

満 歳男 ・ 女 昭和 ・ 平成

0 ５ 行政事務 0 1

（

平成３０年度　身体障害者を対象とした川崎市職員採用選考（第１回）　申込書
※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 試験区分 （コード） 受験番号

この欄に必ずカラー写真
を貼ってください。

身体障害者
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該当する項目を○で囲み、必要に応じて具体的に記入してください。

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

点字による受験を希望する人は、表面の点字受験欄に○を記入してください。

１ 選考当日、補装具等の使用について

 (1) 使用しない  (2) 使用する

 ※ 上記(2)の人で使用する補装具等について

(ｱ) ルーペ (ｲ) 補聴器

(ｳ) 電動タイプライター（カナタイプライターは使用できません。）

(ｴ) ワープロ又はノートＰＣ

（上肢機能等の障害により筆記が困難な人に限ります。）

(ｵ) 点字器 (ｶ) 点字タイプライター

(ｷ) その他 （ ）

（上記以外の補装具等の使用を希望する人は具体的に記入してください。）

２ 会場での車椅子使用について

 (1) 使用しない  (2) 使用する

 ※ 上記(2)の人で机の調整について（教養・作文試験時）

(ｱ) 不要 (ｲ) 必要

３ 手話通訳者について（面接試験時）

 (1) 必要ない  (2) 必要とする

４ 駐車場の利用について

 (1) 利用しない  (2) 利用する

（車種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（ナンバー ）

５ 付添いの人について（待合室はありません。）

 (1) 来ない  (2) 来る

６ その他、特記事項があれば記入してください。

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

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

川農委告示第１号

　第８回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　平成30年２月２日

 川崎市農業委員会　　

 会長　長　瀬　和　德　　

１ 　日　時

　　平成30年２月９日（金）　午後２時00分～

２ 　場　所

　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階

　　第３会議室（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議　題

　⑴ 　農地法第３条の規定による許可申請に対する処分

決定について

　⑵ 　農地法第５条第１項の規定による許可申請に対す

る意見について

　⑶ 　農用地利用集積計画の決定について

　⑷ 　相続税の納税猶予適格者証明（新規）について

　⑸ 　相続税の納税猶予特例農地利用状況確認（免除）

について

　⑹ 　農地法３条の３第１項の規定による届出について

　⑺ 　農地の転用届出に関する事務局長の専決処分につ

いて

　⑻ 　相続税の納税猶予適格者証明（継続）について

　⑼ 　生産緑地の農業の主たる従事者証明について

　⑽ 　買い取らない旨の通知をした生産緑地のあっせん

について

　⑾ 　その他

職 員 共 済 組 合 公 告

川崎市共済公告第１号

　平成30年第１回川崎市職員共済組合組合会を次のとお

り招集します。

　　平成30年２月１日

 川崎市職員共済組合　　

 理事長　三　浦　　　淳　　

１　開催日時　平成30年３月23日（金）　午後２時15分

２　開催場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎18階大会議室

３　会議に付すべき事件

　⑴ 　川崎市職員共済組合定款の一部変更についての理

事長の専決処分の承認について

　⑵ 　川崎市職員共済組合平成29年度変更事業計画及び

予算の作成についての理事長の専決処分の承認につ

いて

　⑶ 　川崎市職員共済組合貸付規則の一部を改正する規

則の制定についての理事長の専決処分の承認につい

て

　⑷ 　川崎市職員共済組合平成30年度事業計画及び予算

（案）の承認について

　⑸ 　川崎市職員共済組合定款の一部変更（案）の承認

について

　⑹ 　その他

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第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２月２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３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第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２月２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
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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14号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第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２月９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

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第１期

以降

平成30年２月28日

（第１期分・第２

期分・第３期分・

第４期分・第５期

分・第６期分・第

７期分・第８期分）

計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

10月

第４期

以降

計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計５件

平成

29年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第15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２月９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16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２月９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17号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月９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

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第６期

以降

平成30年２月28日

（第６～８期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計２件

（別紙省略）
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川崎市川崎区公告第18号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月９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

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第１期

以降
２件

平成

29年度

国民健康

保険料

第３期

以降
１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第５期

以降
１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第19号

　納入通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、介護保険法（平成９年12月17日

法律123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月９日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限 件数・備考

平成

28年度
介護保険料

過年度

２月
計１件

平成

29年度
介護保険料

第１期

以降
計６件

平成

29年度
介護保険料

特１期

以降
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第20号

　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月９日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第６号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律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２月９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６期

以降
計３件

平成

29年度

国民健康

保険料

第１期

以降

平成30年２月28日

（第１期、第２期、

第３期、第４期、

第５期、第６期、

第７期、第８期）

計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第５期

以降

平成30年２月28日

（第５期、第６期、

第７期、第８期）

計２件

平成

29年度

国民健康

保険料

第６期

以降

平成30年２月28日

（第６期、第７期、

第８期）

計３件

平成

29年度

国民健康

保険料

第７期

以降

平成30年２月28日

（第７期、第８期）
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成30年２月28日

（第８期）
計１件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第６号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226条）第20条の２

の規定により公告します。
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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２月９日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成30年２月28日

（第８期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

過年

１月分

平成30年２月28日

（過年１月分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第７号

　次の国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226条）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月９日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料
計６件

 （別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第７号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、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２月９日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

過年

１月

平成30年２月28日

（過年１月分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第４期

以降
計２件

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

平成

29年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計２件

平成

29年度

国民健康

保険料

第７期

以降

平成30年２月28日

（第７期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成30年２月28日

（第８期分）
計４件

平成

29年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第８号

　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律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２月９日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
計５件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第14号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民
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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２月９日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年　度 科　目 期　別
この公告によって

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期 計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期 計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第８期 平成30年２月28日 計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第８期 計４件

平成

29年度

国民健康

保険料
第９期 計２件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第10号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月９日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第４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

平成29

年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計３件

平成29

年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計５件

平成29

年度

国民健康

保険料

第８期

以降

平成30年２月28日

（第８期分）
計１件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第11号

　次の国民健康保険料に係る配当計算書（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２月14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10号

　次の国民健康保険被保険者証返還請求書を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月５日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第11号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年２月９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

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計３件

平成

29年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

別紙省略

辞 令

平成30年２月１日付人事異動

（病院局）

任　　　　　　命 氏　　　名 前　　　　　　職

（部長級）

市立川崎病院呼吸器外科担当部長

市立井田病院呼吸器外科兼務
成毛　聖夫

市立井田病院呼吸器外科部長

市立川崎病院呼吸器外科兼務

市立井田病院外科部長兼務

市立井田病院乳腺外科部長兼務

市立井田病院化学療法センター所長兼無

掛札　敏裕

市立井田病院副院長

市立井田病院脳神経外科部長兼務

市立井田病院手術室長兼務

市立井田病院呼吸器外科部長

市立井田病院外科兼務
玉川　英史

市立井田病院外科部長

市立井田病院乳腺外科部長兼務

市立井田病院化学療法センター所長兼無

市立井田病院教育指導部兼務
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