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規 則

　福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成31年１月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第１号

　　　福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車

　　　証交付規則の一部を改正する規則

　福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則

（昭和42年川崎市規則第19号）の一部を次のように改正

する。

　第１条中「市内の障害者その他の援護、育成又は更生

の措置等を要する者」を「市内の公害病認定患者等」に

改める。

　第３条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、

第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

　第４条第１項を削り、同条第２項中「前条第１項第２

号」を「前条第１項第１号」に、「交付申請書」を「特

別乗車証交付申請書（別記様式。以下「交付申請書」と

いう。）」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中

「前条第１項第３号」を「前条第１項第２号」に改め、

同項を同条第２項とし、同条第４項中「前条第１項第４

号」を「前条第１項第３号」に改め、同項を同条第３項

とする。

　第９条中「主務局長」を「健康福祉局長」に改める。

　別記様式中

「

 」

を

「

 」

に改める。

　　　附　則

（施行期日）

１ 　この規則は、平成31年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

告 示

川崎市告示第１号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　平成31年１月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医 師 名 予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

廣澤　彰 ヒロクリニック
川崎市中原区小杉御殿町２－

53－３　小杉スカイビル２Ｆ

　　　───────────────────

川崎市告示第２号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　平成31年１月４日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

１ 　指定する区域

　　川崎区浮島町400番５の一部

　　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　 　トリクロロエチレン、ベンゼン、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

３ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　 　鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物

４ 　当該区域は、土壌汚染対策法施行規則第58条第５項

第11号に該当する。

福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則の一部を改正する

規則 

福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則（昭和４２年川崎市規

則第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「市内の障害者その他の援護、育成又は更生の措置等を要する者」

を「市内の公害病認定患者等」に改める。 

第３条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、

第４号を第３号とする。 

第４条第１項を削り、同条第２項中「前条第１項第２号」を「前条第１項第

１号」に、「交付申請書」を「特別乗車証交付申請書（別記様式。以下「交付

申請書」という。）」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中「前条第

１項第３号」を「前条第１項第２号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第

４項中「前条第１項第４号」を「前条第１項第３号」に改め、同項を同条第３

項とする。 

第９条中「主務局長」を「健康福祉局長」に改める。 

別記様式中 

「 

  

 

 

 

 

                            」 

を 

「 

  

 

 

 

                                  」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる

。 
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川崎市告示第３号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月４日から平成31年１月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
久 末

第34号線

川崎市高津区久末1844

番先
2.12 36.87

川崎市高津区久末1841

番２先

新
久 末

第34号線

川崎市高津区久末1833

番３先
4.00 20.69

川崎市高津区久末1841

番１先

旧
久 末

第249号線

川崎市高津区久末1844

番先
2.12 2.93

川崎市高津区久末1838

番先

新
久 末

第249号線

川崎市高津区久末1844

番先
3.03 2.93

川崎市高津区久末1838

番先

　　　───────────────────

川崎市告示第４号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月４日から平成31年１月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
千 年

第53号線

川崎市高津区千年

374番３先
3.18 48.25

川崎市高津区千年

373番２先

新
千 年

第53号線

川崎市高津区千年

374番１先
3.67 48.25

川崎市高津区千年

373番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第５号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成31年１月４日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月４日から平成31年１月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

千 年

第 5 3 号 線

川崎市高津区千年374番１先

川崎市高津区千年373番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第６号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月４日から平成31年１月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
黒 川

第10号線

川崎市麻生区黒川3154

番先
2.12 2.66

川崎市麻生区黒川3154

番先

新
黒 川

第10号線

川崎市麻生区黒川3154

番先
3.10 2.66

川崎市麻生区黒川3154

番先

旧
黒 川

第13号線

川崎市麻生区黒川678

番１先
2.12 60.81

川崎市麻生区黒川679

番２先

新
黒 川

第13号線

川崎市麻生区黒川676

番16先
2.12

～

3.48

19.68
川崎市麻生区黒川679

番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第７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。
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　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月10日から平成31年１月25日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　県道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧

稲城読売

ランド前

停 車 場

川崎市麻生区細山６丁

目6196番１先
11.00

～

14.00

122.85
川崎市麻生区細山６丁

目6191番19先

新

稲城読売

ランド前

停 車 場

川崎市麻生区細山６丁

目6196番１先
11.00

～

14.08

122.85
川崎市麻生区細山６丁

目6191番19先

旧

稲城読売

ランド前

停 車 場

川崎市麻生区細山６丁

目455番９先
12.00

～

23.40

123.46
川崎市麻生区細山６丁

目349番119先

新

稲城読売

ランド前

停 車 場

川崎市麻生区細山６丁

目455番９先
12.02

～

23.18

123.46
川崎市麻生区細山６丁

目349番119先

　　　───────────────────

川崎市告示第８号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成31年１月10日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月10日から平成31年１月25日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　県道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

稲 城 読 売

ラ ン ド 前

停 車 場

川崎市麻生区細山６丁目6196番１先

川崎市麻生区細山７丁目360番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第９号

　　　2018年度版環境基本計画年次報告書の公表

　　　について

　川崎市環境基本条例（平成３年川崎市条例第28号）第

９条の２第１項の規定に基づき、2018年度版環境基本計

画年次報告書を次のとおり公表します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第10号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第

115条の30の規定又は第104条の２の規定に基づき告示し

ます。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

平成31年１月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

社会福祉法人

和楽会
1475303093

たちばな

ケアプランセンター
川崎市高津区千年141 居宅介護支援

一般社団法人七草 1475402689 なずな相談室
川崎市多摩区東生田

一丁目15番３号
居宅介護支援

株式会社ケアネット 1475402697
株式会社ケアネット

ケアステーション多摩

川崎市多摩区菅一丁目

２番24号　

第３田口マンション

101号室

居宅介護支援

株式会社

ハートフルケア
1465590245

訪問看護ステーション

プラチナコミュニティ有馬

川崎市宮前区有馬６丁目

10番25号

訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社

ハートフルケア
1495500512

グループホーム

プラチナホーム有馬

川崎市宮前区有馬６丁目

10番25号

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社

ハートフルケア
1495500520

小規模多機能型居宅介護

プラチナコミュニティ有馬

川崎市宮前区有馬６丁目

10番25号

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護
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川崎市告示第11号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第12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、陽光ホームの指定管理者を次のと

おり指定しましたので、川崎市心身障害者総合リハビリ

テーションセンター条例（昭和46年川崎市条例第10号）

第22条の17第３項の規定により告示します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

陽光ホーム

川崎市中原区井田３丁目16番１号

指定管理者

（所在地）川崎市中原区西加瀬10番３号

（名　称）社会福祉法人育桜福祉会

（代表者）理事長　星　栄

指定期間
平成31年４月１日から

平成36年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第13号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、川崎市南部地域療育センターを次

のとおり指定しましたので、川崎市心身障害者総合リハ

ビリテーションセンター条例（昭和46年川崎市条例第10

号）第14条の３第３項の規定により告示します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

川崎市南部地域療育センター

川崎市川崎区中島３丁目３番１号

指定管理者

（所在地）川崎市高津区久地三丁目

　　　　　13番１号

（名　称）社会福祉法人

　　　　　川崎市社会福祉事業団

（代表者）理事長　成田　哲夫

指定期間
平成31年４月１日から

平成36年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第14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、川崎市大山街道ふるさと館の指定

管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市大山街道

ふるさと館条例（平成４年川崎市条例第20号）第４条第

３項により告示します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

川崎市大山街道ふるさと館

川崎市高津区溝口３丁目13番３号

指定管理者

（所在地）川崎市中原区今井南町

　　　　　28番41号

（名　称）大山街道ふるさと館

　　　　　共同運営事業体

（代表者）公益財団法人

　　　　　川崎市生涯学習財団

　　　　　理事長　山田　雅太

指定期間
平成31年４月１日から

平成36年３月31日まで

　　　───────────────────

平成30年11月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

有限会社スタンフォード 1465590195 さぎぬま訪問看護ステーション 川崎市宮前区有馬１－22－16　２階
訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社　ヒール 1475300107 株式会社　ヒール 川崎市高津区下作延２－35－１－323
訪問介護

居宅介護支援

社会福祉法人　照陽会 1475400048 太陽の園居宅介護支援センタ－ 川崎市多摩区栗谷２－16－６ 居宅介護支援

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第15号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　 10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

　　　───────────────────

川崎市告示第16号

　　　指定特定相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第

１号の規定により、指定特定相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第51条の30の規定に基づき別表のと

おり告示します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第17号

　　　指定一般相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の

規定により、指定一般相談支援事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条30の規定に基づき別表のとおり告示

します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第18号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

つむぐ株式会社
相談支援事業所

アプリ川崎
川崎市川崎区鋼管通１－19－17 計画相談支援 平成30年12月１日 1435001258

医療法人新光会

（社団）
くるみ相談支援事業所 川崎市多摩区西生田５丁目24番１号 計画相談支援 平成30年12月１日 1435400948

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

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

医療法人新光会

（社団）
くるみ相談支援事業所 川崎市多摩区西生田５丁目24番１号 地域移行支援 平成30年12月１日 1435400948

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

株式会社

ＳＫコーポレーション
リアライズ高津末長 川崎市高津区末長３丁目19番８号

放課後等

デイサービス
平成30年12月１日 1455300309

株式会社コペル
コペルプラス

新百合ヶ丘教室
川崎市麻生区万福寺一丁目１－２

保育所等

訪問支援
平成30年12月１日 1455600302

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

川崎市告示第19号

　　　指定障害児相談支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の28第１

項の規定により、指定障害児相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第24条の37第１項の規定に基づき別

表のとおり告示します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第20号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第21号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

有限会社

エスエヌ企画

ライズ児童デイサービス

高津末長

川崎市高津区末長３丁目19番８号

サンパリス１階

放課後等

デイサービス
平成30年11月30日 1455300218

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

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

株式会社

ネクサスケア

ネクサスコート麻生栗木

台訪問介護事業所
川崎市麻生区栗木台２丁目14－７ 居宅介護 平成30年12月１日 1415600632

社会福祉法人

ハートフル記念会

あさお訪問介護

ステーション
川崎市麻生区栗木台１－13－８ 居宅介護 平成30年12月１日 1415600640

有限会社サン矢留 リフテ
川崎市川崎区池上新町１－６－５

ローヤルパーク　120
共同生活援助 平成30年12月１日 1425001268

合同会社朋有我有
就労支援事業所

朋有我有
川崎市麻生区白鳥二丁目７番36号 就労移行支援 平成30年12月１日 1415600624

合同会社朋有我有
就労支援事業所

レインツリー栗平事業所
川崎市麻生区白鳥二丁目７番36号

就労継続支援

（Ｂ型）
平成30年12月１日 1415600624

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

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

つむぐ株式会社
相談支援事業所

アプリ川崎
川崎市川崎区鋼管通１－19－17 障害児相談支援 平成30年12月１日 1475000517

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

　　　指定障害福祉サービスの事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定

により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ

りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり

告示します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第23号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月15日から平成31年１月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１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
溝 口

第６号線

川崎市高津区溝口６丁

目902番１先
2.42 19.36

川崎市高津区溝口６丁

目902番１先

新
溝 口

第６号線

川崎市高津区溝口６丁

目902番５先
4.02

～

4.13

19.36
川崎市高津区溝口６丁

目902番５先

　　　───────────────────

川崎市告示第24号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成31年１月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31年１月15日から平成31年１月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１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

溝 口

第 ６ 号 線

川崎市高津区溝口６丁目902番５先

川崎市高津区溝口６丁目902番５先

川崎市告示第25号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成31年１月15日から平成31年１月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成31年１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１先
1.82 20.83

川崎市宮前区菅生１丁

目1970番３先

新
菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生１丁

目1970番５先
4.00 20.83

川崎市宮前区菅生１丁

目1969番11先

旧
菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生１丁

目1969番４先
1.82

～

2.40

37.27
川崎市宮前区菅生１丁

目1969番７先

新
菅 生

第140号線

川崎市宮前区菅生１丁

目1969番11先
4.00 37.27

川崎市宮前区菅生１丁

目1969番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第26号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成31年１月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31年１月15日から平成31年１月29日まで一般の

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

株式会社　笑心 いちごケア 川崎市幸区小向西町４丁目22番地
居宅介護

重度訪問介護
平成30年11月30日 1415100385

株式会社　ヒール 株式会社　ヒール 川崎市高津区下作延２－35－１－323
居宅介護

重度訪問介護
平成30年11月30日 1415300084

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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縦覧に供します。

　　平成31年１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５先

川崎市宮前区菅生１丁目1969番11先

菅 生

第1 4 0号線

川崎市宮前区菅生１丁目1969番11先

川崎市宮前区菅生１丁目1969番１先

公 告

川崎市公告第１号

　　　一団地の総合的設計制度の認定の取消しについて

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の５第２

項の規定による認定の取消しをしましたので、同条第４

項の規定に基づき次のとおり公告します。

　　平成31年１月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

対象区域 川崎市幸区小向仲野町107－１

縦覧に供する場所 川崎市まちづくり局指導部建築指導課

申請者　住　所

　　　　氏　名

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市長　福田　紀彦

認定取消年月日

及び認定取消番号

平成31年１月７日

川崎市指令ま建指第703号

　　　───────────────────

川崎市公告第２号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月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 池藤橋歩道橋補修工事

履行場所 川崎市川崎区観音１丁目１番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内市道小杉菅線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区久地４丁目25番地先

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」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「舗装」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 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 星が丘歩道橋補修工事

履行場所 川崎市多摩区菅仙谷３丁目１番地先

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」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「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内標識補修（大型案内）工事

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成31年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「とび・土工」種目「道路標識設置等」

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 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力緑地つり池デッキ補修工事

履行場所 川崎市中原区等々力１－１

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」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 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 主要地方道横浜上麻生道路改良（その２）工事

履行場所 川崎市麻生区早野406番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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31年２月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

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

31年９月30日限り）を行う予定です。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内一般国道409号舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区溝口４丁目６番地先

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」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「舗装」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。
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参 加 資 格

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

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

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月22日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道向ヶ丘48号線道路築造工事

履行場所 川崎市宮前区南平台10番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」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」種目「橋りょう」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」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、建設業法施行規則第十八条の定める法人）が発注

した工事で、５ｍ以上の場所打杭基礎を伴うコンクリート構造物もしくは５ｍ以上の既製杭基礎

を伴うコンクリート構造物の完工実績（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有すること。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

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

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

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

31年６月30日限り）を行う予定です。

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

川崎市公告第３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31年１月７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

下並木公園
川崎区下並木

37番３号

別図の

とおり
945㎡ 943㎡ 公告日

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第４号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区枡形六丁目4203番１

 ほか３筆の一部　　

 2,639平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

　　株式会社　成建

　　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：18戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年11月16日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第108号

　　平成30年３月22日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第168号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第５号

　川崎市勤労者福祉共済厚生事業等業務委託の業者選定

に関する公募型企画提案の実施について、次のとおり公

告します。

　　平成31年１月９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

　　　川崎市勤労者福祉共済厚生事業等業務委託

　⑵ 　業務内容

　　ア 　厚生事業の企画・運営に関する業務

　　イ 　厚生事業等の広報に関する業務

　　ウ 　加入促進に関する業務

　　エ 　会員の加入・脱退等に関する受付処理業務

　　オ 　給付事業の受付処理業務

　　カ　掛金に関する業務

　　キ　貸付事業の案内

　　ク　受付窓口業務

　　ケ　共済システム管理業務

　　コ　業務実施計画書及び報告書等作成業務

　⑶ 　履行期間

　　 　平成31年４月１日～平成32年３月31日

　　 　ただし、契約履行に際し特段の問題がなければ、

１年度単位の契約を２回まで更新することとする。

　⑷ 　履行場所

　　 　川崎市経済労働局労働雇用部内他

２ 　提案書の提出者の資格

　 　この企画提案に参加を希望する事業者は、次の条件

をすべて満たしていることを必須とします。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務有資格業者名簿の業種

「99その他業務」、種目「99その他」に登載が予定

されている者

　⑵ 　本業務を実施する体制には、他都市共済事業の受

託及び民間企業の福利厚生業業務等、本業務に関連

する業務実績を有する者を含むこと

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
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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 　事業理解・取組意欲

　⑵ 　厚生事業の提案事項

　⑶ 　加入促進業務の提案事項

　⑷ 　事業実施体制

　⑸ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　 　川崎市経済労働局労働雇用部勤労者福祉共済担当

　　〒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６階

　　電話（直通）044－200－2275

　　ＦＡＸ　044－200－3598

　　メールアドレス：28roudou@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の配布期間、場所

　⑴ 　配付期間　平成31年１月９日（水）～

　　　　　　　　１月21日（月）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）

　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期限、場所及び方法

　⑴ 　提出期限　平成31年１月21日（月）午後３時

　⑵ 　提出場所　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 　企画提案書の提出期限、場所及び方法

　⑴ 　提出期限　平成31年２月６日（水）午後３時

　⑵ 　提出場所　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８部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案審査会の実施日程及び場所

　⑴ 　実施日時　平成31年２月13日（水）を予定

　⑵ 　実施場所　川崎市役所経済労働局会議室を予定

　　　　　　　※ 時刻等、詳細事項については、各参加

事業者へ別途通知いたします。

９ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

10　契約書作成の要否

　　要

11　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

12　評価が同点となった場合の措置

　 　採点の結果、最も高い総合点を獲得した業者が複数

の場合（同点の場合）は、次の順で業者を選定するも

のとします。

　⑴ 　１位の点数をつけた委員が多い提案を採用する。

　⑵ 　⑴で選定されない場合、各提案において１番高い

点数と１番低い点数を除外した合計得点が高い提案

を採用する。

　⑶ 　⑵で選定されない場合、見積もり金額が低い提案

を採用する。

13　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額

　　　平成31年度　57,635,000円

　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　見積書提出の有無

　　　有

　⑶ 　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。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市勤労者福祉共

済厚生事業等業務委託に係る公募型企画提案実施要

領によるものとします。

　⑸ 　本プロポーザルによる業者選定の効果は、平成31

年第１回川崎市議会定例会における本業務委託に係

る予算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第６号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 かわさき南部斎苑自動ドア駆動装置更

新業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区夜光３丁目２番７号

　　　　　　　　かわさき南部斎苑

　⑶ 　履行期間　平成31年２月５日から

　　　　　　　　平成31年５月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　 　かわさき南部斎苑１階に設置された自動ドア10台

について、駆動装置が劣化していることから更新を
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行う。

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「機械・電気設備」

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　044－200－2413（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　e-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間　平成31年１月10日（木）から

　　　平成31年１月18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31年１月22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31年１月10日（木）午前９時から

　　　平成31年１月23日（水）午後５時までとします

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年１月29日（火）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31年２月１日（金）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ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。
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　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。

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 　当該業務委託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。

　⑷ 　当該業務委託の受注者は川崎市契約条例第８条各

号に定める事項を十分理解し、遵守した上で当該業

務委託にあたることとします。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第７号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項　

　⑴ 　業務件名

　　　 恵楽園冷温水発生機及び冷却塔長寿命化整備業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区下作延２丁目389－１

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　恵楽園の屋上に設置されている冷温水発生機２台

及び冷却塔２台の分解整備を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先　

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、点検・工事実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　［住所等］川崎市幸区堀川町580番

　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　［担当課］川崎市健康福祉局総務部施設課

　　　電　話　044－200－0458（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月10日（木）から平成31年１月17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、土日祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　　平成31年１月21日（月）

　　　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
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　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月21日（月）から平成31年１月24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　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年１月29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31年２月８日（金）　午前10時30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階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　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 　本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議

会定例会における議決に基づき工期の変更（平成31

年12月27日限り）を行う予定です。

　　　───────────────────
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川崎市公告第８号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　恵楽園空調設備長寿命化整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区下作延２丁目389－１

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　恵楽園に設置されている厨房、食堂及び集会室系

統（ＡＣ１～６系統）の空調機（室内機25台、室外

機６台）の交換を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。　

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先　

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、点検・工事実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　［住所等］川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　［担当課］川崎市健康福祉局総務部施設課

　　　電　話　044－200－0458（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間　

　　 　平成31年１月10日（木）から平成31年１月17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、土日祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川

崎市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　　平成31年１月21日（月）

　　　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月21日（月）から平成31年１月24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　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年１月29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
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　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する　金額を入札書に

記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封　印して持参し

てください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相　当する額（入

札書に記載した金額の８％）を加算した金額をも

って契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月８日（金）　午前８時30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階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　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 　本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議

会定例会における議決に基づき工期の変更（平成31

年６月28日限り）を行う予定です。

　　　───────────────────

川崎市公告第９号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　れいんぼう川崎鉛蓄電池交換業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区東有馬５丁目８番10号

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　れいんぼう川崎に設置されている直流電源装置用

及び自家用発電機始動用の鉛蓄電池の交換を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、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。
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　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、点検・工事実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　［住所等］川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　［担当課］川崎市健康福祉局総務部施設課

　　　電　話　044－200－0458（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月10日（木）から平成31年１月17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、土日祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川

崎市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年１月21日（月）

　　　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月21日（月）から平成31年１月24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　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年１月29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31年２月８日（金）午前９時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番
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　　　　ソリッドスクエア東館３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

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑷ 　本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議

会定例会における議決に基づき工期の変更（平成31

年612月287日限り）を行う予定です。

　　　───────────────────

川崎市公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　特別養護老人ホーム多摩川の里冷却塔長寿命化

　　　整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区中野島６丁目13－５

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　特別養護老人ホーム多摩川の里の屋上に設置され

ている冷却塔２台の分解整備及び冷却水配管塗装を

行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、点検・工事実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　［住所等］川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　［担当課］川崎市健康福祉局総務部施設課

　　　電　話　044－200－0458（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月10日（木）から平成31年１月17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、土日祝日を除く）

　⑶ 　提出方法
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　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年１月21日（月）

　　　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月21日（月）から平成31年１月24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　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年１月29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31年２月８日（金）午前11時30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
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報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　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 　本調達は、契約締結後、平成31年第１回川崎市議

会定例会における議決に基づき工期の変更（平成31

年12月27日限り）を行う予定です。

　　　───────────────────

川崎市公告第11号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　契約名

　　　就学援助費申請書等作成及び封入封緘業務委託契約

　⑵ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　ア 　就学援助システム保守委託業者との調整等

　　　　川崎市川崎区宮本町６

　　　　明治安田生命ビル３階

　　　　教育委員会事務局総務部学事課

　　イ 　就学援助費申請書（以下「申請書」という。）

及び同封する書類、封筒等の作成並びに封入封緘

受託者の事業所等

　⑷ 　委託業務の概要

　　 　「就学援助費申請書等作成及び封入封緘業務委託

契約仕様書」（以下「仕様書」という。）及び「就学

援助費申請書等作成及び封入封緘業務委託契約入札

説明書」（以下「入札説明書」という。）によります。

２ 　入札参加資格

　 　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市委託有資格業者名簿の業種

「電算関連業務」種目「データ入力」に登載されて

いること。

　⑶ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

３ 　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問

合せ先

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６

　　　明治安田生命ビル３階

　　　川崎市教育委員会事務局総務部学事課

　　　担当：國分

　　　電話　044－200－2215（直通）

　　　電子メール：kokubun-h@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成31年１月10日（木）から

　　　平成31年１月16日（水）まで

　　　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び

　　　13時から17時まで

　⑶ 　提出物

　　　入札参加資格確認申請書

　⑷ 　入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　仕様書等の縦覧

　　 　本件入札に係る仕様書は、３⑴の場所において、

入札参加資格確認申請書の配布・提出期間中、縦覧

に供します。

４ 　入札の手続

　⑴ 　日程の概要

　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布

　　　　平成31年１月18日（金）

　　イ 　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　平成31年１月25日（金）

　　ウ 　仕様等に関する質問への回答

　　　　平成31年１月29日（火）

　　エ 　入札及び開札
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　　　　平成31年２月５日（火）

　⑵ 　日程の詳細

　　　日程の詳細は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布

　　　 　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知

書（様式２）」を送付し、併せて仕様書等を配布

します。

　　　（ア）入札参加資格確認結果通知書について

　　　　　ａ　送付日

　　　　　　　平成31年１月18日（金）

　　　　　ｂ　送付方法

　　　　　　電子メールにより送付します。

　　　（イ）仕様書等について

　　　　　ａ　配布する資料

　　　　　（ａ）入札説明書

　　　　　（ｂ）仕様書

　　　　　ｂ　配布の場所

　　　　　　　３⑴に同じ。

　　　　　ｃ　配布日及び時間

　　　　　　　平成31年１月18日（金）から

　　　　　　　平成31年２月４日（月）まで

　　　　　　　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び

　　　　　　　13時から17時まで

　　　　　ｄ　注意事項

　　　　　　 　仕様書等を受領する際は、必ず入札参加

資格確認結果通知書を持参してください。

　　イ 　仕様等に関する質問

　　　（ア）質問の方法

　　　　　 　入札説明書及び仕様書等の配布書類の内容

に疑義がある場合は、「質問書（様式３）」に

必要事項を記入の上、３⑴の問合せ先のアド

レス宛てに電子メールで送付してください。

　　　　　 　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求し

てください。

　　　（イ）質問の受付期間

　　　　　 　平成31年１月18日（金）９時から平成31年

１月25日（金）17時まで（必着）

　　　（ウ）回答

　　　　　 　平成31年１月29日（火）17時までに、全参

加者宛てに電子メールで送付します。

　　ウ 　入札及び開札

　　　（ア）入札の方法等

　　　　　ａ　入札は総価で行います。

　　　　　ｂ 　入札書に記載する金額には、法令所定の

消費税額及び地方消費税額を含まないもの

とします。消費税額及び地方消費税額は、

契約の際に加算します。

　　　　　ｃ 　入札は所定の入札書をもって行います。

入札書は入札件名を記載した封筒に入れ、

封印して提出してください。

　　　　　ｄ　入札書の提出方法は、持参とします。

　　　（イ）入札及び開札の日時等

　　　　　ａ　日時

　　　　　　　平成31年２月５日（火）　10時

　　　　　ｂ　場所

　　　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎　15階第３会議室

　　　（ウ）入札保証金

　　　　　　入札保証金は、免除とします。

　　　（エ）入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　　　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

　　　　　 　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札

者又はその代理人とします。代理人が入札及

び開札に立ち会う場合は、入札に関する権限

及び開札の立会いに関する権限を委任された

ことを示す委任状を入札前に提出してくださ

い。

　　　（オ）落札者の決定方法

　　　　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者としま

す。ただし、著しく低価格の場合は、調査を

行うことがあります。

　　　（カ）再度入札の実施

　　　　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を

行います。ただし、その入札が川崎市競争入

札参加者心得第７条の規定により無効とされ

た者及び開札に立ち会わない者は除きます。

　　　（キ）入札の無効

　　　　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札

及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定め

る入札は、これを無効とします。

５ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　入札及び契約に関する条例等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://
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www.city.kawasaki.jp/233300/）の契約関係規程に

おいて閲覧することができます。

６ 　その他

　⑴ 　言語及び通貨

　　 　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本入札説明書に定めのない事項

　　 　本入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約

条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得の定めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第12号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月10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　区片平五丁目621番84

 794平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市多摩区宿河原３丁目１番１号

　　他喜不動産販売株式会社

　　代表取締役　奥山　武志

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年９月27日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第97号

　　　───────────────────

川崎市公告第13号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度産業道路駅駅前交通広場整備に係る測量業務委託

履行場所 川崎市川崎区大師河原二丁目地内

履行期限 平成31年３月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　主任技術者は、測量士の資格を有し、常駐で配置すること。また、配置予定の測量士（測量士補）

は、本件参加申込締切日以前において、直接的な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 梶ヶ谷小学校給食室等増築及び職員玄関等改修その他工事家屋事前調査委託

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷４丁目12番地

履行期限 平成31年３月29日限り

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 虹ヶ丘三丁目歩道橋他２橋横断歩道橋補修詳細設計委託

履行場所 川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目21番地先２箇所

履行期限 平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。

　管理技術者として：

　（ア）建設部門技術士（鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者

　（イ ）同種業務（横断歩道橋に係る補修詳細設計業務）又は類似業務（道路橋等に係る補修詳細

設計業務）の実績を有する者

担当技術者として：

　建設部門技術士（鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者（１名以上）

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市公告第14号

　　　初山住宅建設計画に係る条例環境影響評価

　　　準備書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第18条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規定

に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例

施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16条で定め

る事項について次のとおり公告します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価準備書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：川崎市川崎区宮本町１番地
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　　名　称：川崎市

　　代表者：川崎市長　福田　紀彦

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　初山住宅建設計画

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第３種行為）

　　　住宅団地の新設（第３種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市宮前区初山二丁目16番

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　住宅団地の更新（建替え）

　⑵ 　内容

　　　計画地面積：約20,894㎡

　　　（うち開発区域面積：約15,774㎡）

　　　延床面積　：約13,504㎡

５ 　指定開発行為の施行期間

　　着手予定：2020年７月

　　完了予定：2037年３月

６ 　条例準備書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　第２章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

　　第３章　環境影響評価項目の選定等

　　第４章　環境影響評価

　　第５章　環境保全のための措置

　　第６章　環境配慮項目に関する措置

　　第７章　環境影響の総合的な評価

　　第８章　関係地域の範囲

　　第９章　その他

　　資料編

７ 　条例準備書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　平成31年１月11日（金）から平成31年２月25日

（月）まで

　　 　土曜日、日曜日、祝日は除く。ただし、宮前区役

所では第２・第４土曜日の午前８時30分から午後０

時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場所

　　 　宮前区役所、宮前区役所向丘出張所及び環境局環

境評価室（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第15号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 あおぞら定期修理

履行場所 受注者工場

履行期限 平成31年３月27日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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」に登載されていること。かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。

⑷ 　本定期修理について、仕様書の内容を遵守し、確実に実施が可能であること。

⑸ 　船舶の修理等について、平成20年４月１日以降に類似の契約実績があること。

　　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、民間企業との契約実績でも構いません。

⑹ 　本定期修理後、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。

⑺ 　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。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2092

入札日時等 平成31年２月８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
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契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

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

川崎市公告第16号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　事業名

　　「かわさき生活ガイド」掲載業務

２ 　事業内容

　 　市への転入者を主な対象として、日常生活に役立つ

ような身近な行政情報を分かりやすく紹介する「かわ

さき生活ガイド」の地域情報冊子への掲載

３ 　履行期限

　　契約締結日～平成31年９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。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業者委託有資格名簿の業

種・種目「99その他業務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誌（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誌

（紙）の制作実績を過去３年間に１件以上有する

こと。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

５ 　担当部署

　　総務企画局シティプロモーション推進室

６ 　参加意向申出書、仕様書等の配布及び参加申込

　⑴ 　配布期間

　　　平成31年１月11日～平成31年１月22日

　　　午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局シティプロモーション推進室

　　　※川崎市ホームページからダウンロード可能です。

　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

の広報誌（紙）、地域情報誌（紙）等の制作実績

がわかるもの

　⑷ 　提出期限

　　 　平成31年１月22日まで

　　　午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　　持参

７ 　企画提案書

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年２月８日まで（土日を除く）

　　　午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画書提案　11部（Ａ４判縦横どちらでも可。

表紙を除き20ページ以内）

　　イ 　デザインラフイメージ　11部（仕上がりイメー

ジが分かるもの。ページ抜粋で可。ただし、「表

紙」、「かわさき生活ガイド」、「シティプロモーシ

ョン情報」の内容を含むこと）

　　ウ 　見積書（総額、内訳記載のこと）

８ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月15日（時間は後日連絡）

　⑵ 　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 　時間

　　　各社30分（うち約10分は質疑応答時間とする）

　⑷ 　評価項目

　　ア 　コンセプト

　　イ 　構成案

　　ウ 　独自企画・創意工夫

　　エ 　全体デザイン
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　　オ 　「かわさき生活ガイド」のデザイン

　　カ　「シティプロモーション情報」等のデザイン

　　キ　読みやすさ

　　ク　編集体制

　　ケ　会社概要及び関連業務実績

　　コ　実現性

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　 　総務企画局シティプロモーション推進室（住所は６

⑵と同じ）

　　電話番号　044－200－2287

　　メールアドレス　17koho@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

　　　2,438,000円（消費税及び地方消費税を含む）以下

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　「かわさき生活ガイド」の著作権は川崎市に帰属

する。

　⑺ 　当該落札の効果は、平成31年第１回川崎市議会定

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。

　⑻ 　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８⑷の評価項目について事

前評価を行い、上位５社がプロポーザルによる審

査・評価を受けることができるものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第17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31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路事業の名称 一般国道409号

指定区間の地名・地番 中原区小杉町３丁目15－８、15－23

 別図省略

幅員・延長 8.40ｍ～ 9.40ｍ×20.00ｍ～ 21.00ｍ

指定番号及び年月日 川崎市指令ま建指第505号

平成31年１月11日

　　　───────────────────

川崎市公告第18号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　　 平成31年度川崎市立川崎高等学校定

時制生徒自立支援業務委託

　⑵ 　委託期間　　平成31年４月１日～平成32年３月31日

　⑶ 　履行場所　　川崎市立川崎高等学校

　　　　　　　　　川崎市川崎区中島３－３－１

　⑷ 　業務内容　　 様々な課題を持つ生徒の自立に向け

て、学校と生徒に関する情報交換等

を行いながら、「学校内における生

徒の居場所づくりと相談への対応」

「基礎学力の定着を目標とした学習

支援」「卒業後の進路にむけたキャ

リアサポート」等を行う。

　⑸ 　事業概算額　 1,430,000円

　　　　　　　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

２ 　提案書の提出者の資格

　 　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　プレゼンテーション実施日までに、平成31・32年

度川崎市業務委託有資格名簿に業種「その他」種目

「その他」で登録されている者。

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　法人の基本理念と姿勢

　⑵ 　業務実績

　⑶ 　個人情報保護の取組

　⑷ 　居場所づくり

　⑸ 　学力の定着

　⑹ 　キャリアサポート

　⑺ 　連携体制

　⑻ 　職員の体制

　⑼ 　職員の人材育成

　⑽ 　事業費

４ 　担当部課

　⑴ 　所属名：川崎市教育委員会事務局学校教育部指導

課

　⑵ 　所在地：

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　⑶ 　電話（直通）：044－200－3329
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　⑷ 　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑸ 　電子メール：E-mail　88sidou@city.kawasaki.jp

５ 　参加要領（所定様式類を含む。）及び基本仕様書の

公表

　⑴ 　公 表 日　平成31年１月11日（金）

　⑵ 　配布場所　４の担当部課と同じ。

　　　　　　　　また、本市ホームページに掲載します。

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

jp/880/page/0000103101.html

６ 　参加意向申出書の受付

　 　本公募へ参加を希望する場合は、参加要領に添付さ

れた「参加意向申出書」（様式１）に必要事項を記入

の上、次のとおり持参により御提出ください。

　⑴ 　受付期間　 平成31年１月11日（金）～平成31年１

月24日（木）（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　受付場所　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　提出書類　参加意向申出書（様式１）

７ 　企画提案のための必要書類

　⑴ 　提 案 書　 ５部（会社名入り（代表者印を押印）

１部及び、会社名なし４部）

　⑵ 　見 積 書　１部（経費の内訳を明記）

８ 　企画提案書作成に対する質問と回答

　⑴ 　質問方法　 質問は、任意様式（ただし、Ｗｏｒｄ

文書としてください）にて、電子メー

ルで御提出ください。電話、ファック

ス、持参等による受付は行いません。

　⑵ 　受付期間　平成31年１月28日（月）～

　　　　　　　　平成31年２月１日（金）

　⑶ 　送 信 先　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　回　　答　 平成31年２月８日（金）に、参加申込

者全員に電子メールにて回答いたしま

す。電話による個別対応は行いません。

９ 　提案書等の提出

　 　提案書、見積書及び実績を証明する書類は、次によ

り、持参で御提出ください。

　⑴ 　提出期限　 平成31年２月19日（火）午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　提出場所　４の担当部課と同じ。

10　プレゼンテーション及びヒアリングの実施

　⑴ 　開催日程　平成31年３月７日（木）

　⑵ 　そ の 他　 時間、場所及びその他詳細について

は、提案各社へ別途通知します。

11　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

12　契約書の要否

　　要する。

13　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部課と同じ。

14　その他

　⑴ 　提案書等の作成及び提出に係る一切の費用は、参

加者の負担とします。

　⑵ 　応募に当たっては、必ず参加要領を御確認くださ

い。

　⑶ 　審査結果の発表は、平成31年３月下旬に提案各社

全てに郵送で通知します。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第19号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　　 平成31年度川崎市立高津高等学校定

時制生徒自立支援業務委託

　⑵ 　委託期間　　平成31年４月１日～平成32年３月31日

　⑶ 　履行場所　　川崎市立高津高等学校

　　　　　　　　　川崎市高津区久本３－11－１

　⑷ 　業務内容　　 様々な課題を持つ生徒の自立に向け

て、学校と生徒に関する情報交換を

行いながら、卒業後の進路にむけた

キャリアサポート等を行う。

　⑸ 　事業概算額　1,430,000円

　　　　　　　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

２ 　提案書の提出者の資格

　 　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　プレゼンテーション実施日までに、平成31・32年

度川崎市業務委託有資格名簿に業種「その他」種目

「その他」で登録されている者。

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　法人の基本理念と姿勢

　⑵ 　業務実績

　⑶ 　個人情報保護の取組

　⑷ 　キャリアサポート

　⑸ 　個別サポート
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　⑹ 　学力の定着

　⑺ 　連携体制

　⑻ 　職員の体制

　⑼ 　職員の人材育成

　⑽ 　事業費

４ 　担当部課

　⑴ 　所属名：川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　⑵ 　所在地：

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　⑶ 　電話（直通）：044－200－3329

　⑷ 　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑸ 　電子メール：E-mail　88sidou@city.kawasaki.jp

５ 　参加要領（所定様式類を含む。）及び基本仕様書の

公表

　⑴ 　公表日　　平成31年１月11日（金）

　⑵ 　配布場所　４の担当部課と同じ。

　　　　　　　　また、本市ホームページに掲載します。

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

jp/880/page/0000103101.html

６ 　参加意向申出書の受付

　 　本公募へ参加を希望する場合は、参加要領に添付さ

れた「参加意向申出書」（様式１）に必要事項を記入

の上、次のとおり持参により御提出ください。

　⑴ 　受付期間　 平成31年１月11日（金）～平成31年１

月24日（木）（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　受付場所　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　提出書類　参加意向申出書（様式１）

７ 　企画提案のための必要書類

　⑴ 　提 案 書　 ５部（会社名入り（代表者印を押印）

１部及び、会社名なし４部）

　⑵ 　見 積 書　１部（経費の内訳を明記）

８ 　企画提案書作成に対する質問と回答

　⑴ 　質問方法　 質問は、任意様式（ただし、Ｗｏｒｄ

文書としてください）にて、電子メー

ルで御提出ください。電話、ファック

ス、持参等による受付は行いません。

　⑵ 　受付期間　 平成31年１月28日（月）～平成31年２

月１日（金）

　⑶ 　送 信 先　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　回　　答　 平成31年２月８日（金）に、参加申込

者全員に電子メールにて回答いたしま

す。電話による個別対応は行ないませ

ん。

９ 　提案書等の提出

　 　提案書、見積書及び実績を証明する書類は、次によ

り、持参で御提出ください。

　⑴ 　提出期限　 平成31年２月19日（火）午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　提出場所　４の担当部課と同じ。

10　プレゼンテーション及びヒアリングの実施

　⑴ 　開催時期　平成31年３月７日（木）

　⑵ 　そ の 他　 時間、場所及びその他詳細について

は、提案各社へ別途通知します。

11　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

12　契約書の要否

　　要する。

13　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部課と同じ。

14　その他

　⑴ 　提案書等の作成及び提出に係る一切の費用は、参

加者の負担とします。

　⑵ 　応募に当たっては、必ず参加要領を御確認くださ

い。

　⑶ 　審査結果の発表は、平成31年３月下旬に提案各社

全てに郵送で通知します。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第20号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成31年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区堰二丁目287番１

 599平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都武蔵野市境二丁目２番２号

　　株式会社飯田産業

　　代表取締役　兼井　雅史

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：５戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年10月22日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第103号

　　　───────────────────
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川崎市公告第21号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく意見書の

　　　概要について

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条

第２項の規定に基づき、意見書の提出がなされましたの

で、同条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　平成31年１月11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

　　オリンピック川崎鹿島田店

　　川崎市幸区下平間292番地２ 　他８筆

２ 　提出された意見書

　　10通

３ 　提出された意見の概要

　⑴ 　厚生棟改装に伴って設置される大型看板は、事前

の事業計画通知書に反して設置され、既に近隣の日

照権を著しく侵害しているだけでなく、少なくとも

営業時間中、午前６時半から午後10時半まで照明さ

れることにより広範囲に光害をもたらすと予想され

るため、大型看板の撤去を求める。

　⑵ 　厚生棟が隣接する住宅に近すぎるため陽射しが遮

られ、以前と違い窓が暗くなり、また、風通しも悪

くなった。その上、厚生棟に設置される大型看板に

よって状況は更に酷くなることが予想される。日常

生活を脅かすことがないよう、工事中止、若しくは

改善を求める。

　⑶ 　厚生棟の想定顧客となる土木建設関係者が業務車

両で入店することにより早朝からかなりの騒音が予

想される。開店時間の６時半への前倒しは受け入れ

がたい。

　⑷ 　厚生棟の西側道路は小学校への通学路であるが、

早朝からの開店となると通学時間帯にかかってく

る。開店時間の前倒しの変更は受け入れがたい。

　⑸ 　駐車場の誘導看板を設置し、出入口には必ずガー

ドマンを配置することを求める。

　⑹ 　騒音測定装置を常設し環境基準を超えないこと。

超えた場合は原因の排除を行い、または数日の営業

停止を求める。

４ 　提出された意見書の縦覧場所

　　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）及び幸区役所

５ 　提出された意見書の縦覧期間及び時間帯

　 　平成31年１月11日から平成31年２月11日までの午前

８時30分から午後５時00分まで。ただし、土曜日、日

曜日、休日を除く。

　　　───────────────────

川崎市公告第22号

　2019年度Kawasaki-NEDO Innovation Center運営業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　平成31年１月11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　 2019年度　Kawasaki-NEDO Innovation 

Center運営業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　Ｋ－ＮＩＣの利用促進

　　イ 　Ｋ－ＮＩＣのＰＲ

　　ウ 　実施体制

　　エ 　起業家等の相談対応等

　　オ 　イベント等の開催

　　カ　利用者のネットワーキング支援

　　キ　カフェスペースの運営

　⑶ 　委託期間　平成31年４月１日～平成32年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　法人格を有しているもの

　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者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種を「その他」、種目を「その他」で登録申

請している者

　　※ 　ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委

託有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類を

提出し、同等の資格を有すると認められた場合

は、落札後に登録することを前提として登録申請

している者と同等に扱います。

　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

　⑼ 　起業・創業支援や企業の経営支援に関する実績を

有する者

　⑽ 　本業務と並行して公募する「2018年度Kawasaki-

NEDO Innovation Center運営業務委託」についても
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応募し、企画提案を行う者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－2334

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28innova@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成31年１月11日（金）から１月18日

（金）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日、祝日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成31年１月18日（金）

　　　　　　　　午後４時（必着）

　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（様式１）【１部】、公

募型企画提案実施要領「Ⅲ－２参加者

の資格要件⑼」についての説明資料

（様式は任意）【１部】

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 平成31年２月４日（月）から２月６日

（水）午後４時まで（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【16部】、事業者の概要、

業務実施体制、類似業務の実績及び見

積書【各16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　43,395,000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２月18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

領をご参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第23号

　2018年度Kawasaki-NEDO Innovation Center運営業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　平成31年１月11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　 2018年度　Kawasaki-NEDO Innovation 

Center運営業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　Ｋ－ＮＩＣの利用促進

　　イ 　Ｋ－ＮＩＣのＰＲ

　　ウ 　実施体制

　　エ 　起業家等の相談対応等

　　オ 　イベント等の開催

　　カ　利用者のネットワーキング支援

　　キ　カフェスペースの運営

　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 　法人格を有しているもの

　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者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　平成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

れている者

　　※ 　ただし、次の場合は登録されている者と同等に

扱います。

　　ア 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿

の同業種・同種目に登録申請をしている者（登録

に至らなかった場合、本件への応募は無効となり

ます。）

　　イ 　参加意向申出書提出時に川崎市業務委託有資格

業者名簿の登録申請に係る所定の書類を提出し、
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同等の資格を有すると認められた場合

　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

　⑼ 　起業・創業支援や企業の経営支援に関する実績を

有する者

　⑽ 　本業務と並行して公募する「2019年度Kawasaki-

NEDO Innovation Center運営業務委託」についても

応募し、企画提案を行う者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2334

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28innova@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 平成31年１月11日（金）から１月18日

（金）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日、祝日を除く。）

　⑵ 　受付場所　 ４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　 平成31年１月18日（金）

　　　　　　　　午後４時（必着）

　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（様式１）【１部】、公

募型企画提案実施要領「Ⅲ－２　参加

者の資格要件⑼」についての説明資料

（様式は任意）【１部】

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 平成31年２月４日（月）から２月６日

（水）午後４時まで（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【16部】、事業者の概要、

業務実施体制、類似業務の実績及び見

積書【各16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　5,276,264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２月18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

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第24号

　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま

す。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　外国人介護人材雇用支援事業

２ 　事業概要

　 　外国人介護人材の活用については、ＥＰＡや、介護

福祉士の国家資格を有する方を対象とする新たな在留

資格「介護」の創設のほか、外国人技能実習制度の中

に新たに「介護職」を認めるなどの法改正（平成29

（2017）年施行）が行われ、今後「特定技能」として

新たに在留資格が付与されるなど外国人受入れの門戸

が広がったことから、技能実習制度等の趣旨や目的を

踏まえ、本市においても実態調査を行い、福祉・介護

現場への外国人労働者の受入れを進め、ビジネスマナ

ー研修やメンタルケア、日本語のフォローアップ研修

など、必要な支援策を行う。

３ 　履行期間

　　平成31年４月１日から平成33年３月31日まで
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４ 　応募資格

　　以下をすべて満たすこと。

　⑴ 　提案期日までの間、川崎市契約規則（昭和39年川

崎市規則第28号）第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　提案期日まで川崎市競争入札参加資格指名停止等

要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市の「平成31・32年度業務委託有資格業者名

簿」において、「業種　その他」「種目　その他」と

して登載されている（または契約時に登載見込みで

ある）こと。

　⑷ 　職業安定法による職業紹介事業許可を得ているこ

と。

　⑸ 　本事業について確実に履行することができること。

　⑹ 　本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑺ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　評価項目

　⑴ 　事業効果

　　①　適切な事業達成目標の設定

　　②　外国人対象者の確保に向けた効果的な広報・

　　　　アプローチ等の実施

　　③　適正な業務拠点地の設置

　　④　インターンシップ受入れによる体制整備

　　⑤　外国人対象者の適切な選考の実施

　　⑥　具体的な研修の実施

　⑵ 　事業基盤

　　⑦　事業を円滑に実施できる財務状況等の運営基盤

　　⑧　事業の適切な運営体制

　　⑨　類似する事業の実績

　⑶ 　適正実施

　　⑩　個人情報保護の取組

　　⑪　適切な経費の積算

６ 　担当部署

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

７ 　公募参加申込書

　⑴ 　配布期間

　　　平成31年１月15日（火）から

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　 （川崎市インターネットホームページからもダウ

ンロード可能）

　⑶ 　提出書類

　　　公募参加申込書（様式１）　１部

　⑷ 　提出期限

　　　平成31年１月18日（金）　午後５時（必着）

　⑸ 　提出方法

　　　郵送または持参のいずれかとする。

８ 　企画提案書

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年２月１日（金）午後５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　 　事務局（問合せ先）へ事前に予約の上、持参とす

る。（提出期限までの開庁日で午前９時から午後５

時まで。ただし正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　提出書類

　　 　次の書類をファイルに綴じてインデックスを付

し、７部（原本１部＋写し６部）作成して、提出する。

　　①　応募法人の紹介に関する書類

　　　ア 　応募法人が運営する他の事業の実績が分かる

資料

　　　イ 　応募法人の組織、財務状況等が分かる資料

　　　　（ア ）定款又は寄附行為及び登記事項証明書

（３か月以内のもの）

　　　　（イ ）平成29年度の財産目録、貸借対照表及び

損益計算書又は収支計算書

　　　　　　 　平成30年度に設立された法人にあって

は、設立時の財産目録

　　　　（ウ）職業紹介事業許可を証する書類の写し

　　　　（エ ）「コンプライアンス（法令遵守）に関す

る申告書（様式３）」

　　　　（オ ）川崎市の入札契約における暴力団等排除

措置要綱に定める「誓約書（様式４）」

　　②　企画提案書

９ 　提案会の実施（予定）

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月中旬

　　　※　日程変更の可能性あり。

　　　※　時間は後日通知する。

　⑵ 　場所

　　　ソリッドスクエア西館10階

　⑶ 　時間

　　 　各応募法人について説明時間は20分、質疑応答15

分程度とする。

10　事務局（問い合わせ先）

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　場　所　川崎市幸区堀川町580

　　ソリッドスクエア西館10階

　　電　話　044（200）2652

　　ＦＡＸ　044（200）3926

　　電子メール　40kosui@city.kawasaki.jp
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11　その他

　⑴ 　募集要領の承諾と辞退

　　 　公募に関する事項については「平成31年度外国人

介護人材雇用支援事業委託提案書作成要領」によ

る。応募法人は、応募書類の提出をもってこの募集

要領の記載内容を承諾したものとみなす。なお、参

加意向申出書（様式１）提出後、辞退をする場合は

平成31年２月１日までに辞退届（様式５）を提出す

ること。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　費用負担

　　 　応募に関して必要となる費用は、応募法人の負担

とする

　⑷ 　概算金額

　　　概算金額は２か年度分とし、

　　 　33,959,200円（消費税及び地方消費税相当額を含

む）を限度額とする。

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要す

るものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第25号

　　　平成31年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食

業務委託における受託事業者の募集について

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　趣旨

　 　調理事業者が、自社の施設で調理した弁当を学校に

配送し、川崎市立高等学校定時制課程で学ぶ生徒に、

安全で栄養バランスに配慮した給食を提供します。

２ 　申込方法

　 　「平成31年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食

業務委託における公募要領」「会社概要等調査票」等

の書類を配布します。各書類を御覧の上で、必要事項

を記入し、提出期限内にお申込みください。

３ 　対象校

　　川崎高等学校　　　　　　（川崎区中島３－３－１）

　　川崎総合科学高等学校　　（幸区小向仲野町５－１）

　　橘高等学校　　　　　　　（中原区中丸子562）

　　高津高等学校　　　　　　（高津区久本３－11－１）

　※参考　平成30年度見込み　４校合計年間延食数

　　　　　　　　　　　　　　およそ32,780食

　　　　　　　　　　　　　　平均実施回数

　　　　　　　　　　　　　　各校およそ140回

４ 　実施（契約）期間　

　 　平成31年４月１日～平成32年３月31日（１年間）

５ 　公募要領の配付及び参加申出書の提出

　　平成31年１月15日（火）～平成31年１月31日（木）

　　９時00分～ 12時00分及び13時00分～ 17時00分

　　※ただし、本市閉庁日を除く。

６ 　配布場所及び提出（問合せ）先

　　教育委員会事務局健康給食推進室〔学校給食〕

　　住所　川崎市川崎区宮本町６

　　明治安田生命ビル４Ｆ

　　電話　044－200－3894（直通）

７ 　その他

　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議会

定例会における、本調達に係る予算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第26号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条

第１項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証申

請がありましたので、同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第27号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

平成30年12月27日 特定非営利活動法人さくら 鈴木　康夫 川崎市麻生区王禅寺

字五郎谷1105番地

　この法人さくらは、身寄りのない高齢

者等に対して、保証人に関する事業を行

い、必要な医療や介護のサービスの利用

に寄与することを目的とする。

平成30年12月27日 ＮＰＯ法人　すずの会 鈴木　惠子 川崎市宮前区野川

3051番地28

　この法人は、川崎市宮前区野川地区お

よびその周辺住民に対して、地域福祉に

関する事業を行い、保健、医療又は福祉

の増進等に寄与することを目的とする。

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

平成30年12月25日 特定非営利活動法人

住宅生産性研究会

（現在の所轄庁は東京都）

戸谷　英世 川崎市中原区木月４丁目

28番８号

　この法人は、住宅先進諸国の経験に

学んで、周囲の環境に配慮しながら、

住宅の機能、性能等の効用が永続する

資産価値のある住宅を国民の支払い能

力の範囲内で提供し、維持をしていく

ために必要な技術、知識、情報等の提

供に関する事業を行い、広く国民の住

生活の向上に寄与することを目的とす

る。

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

川崎市公告第28号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条

第１項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証申

請がありましたので、同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第29号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道小川町線道路改良（その２）および地下機械式駐輪場整備工事

履行場所 川崎市川崎区小川町８番地先

履行期限 契約の日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている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）川崎市契約規則第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業種「土木」ランク「Ａ」で登録され

ている者。

　　（オ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

になっていないこと。

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12月25日 特定非営利活動法人

インクルーシブ

佐藤　典雅 川崎市宮前区土橋１丁目

13番地１富樫ビル201

　当法人は、障害者（児）およびその

家族や関係する事業者に対し、障害者

（児）が地域社会の一構成員として当

たり前に学び、働き、生き甲斐を感じ

られるサービスを受けられるよう、国

内のみならず海外の障害者関連情報を

収集・発信する他、長期にわたって安

定的な運営を実現するためのアドバイ

ス等を通じて、福祉の維持・発展・向

上に貢献することを目的とする。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　イ 　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、「収容台数200台以上の機械式駐輪場」の完工実績（元請に限る）を平

成15年４月１日以降に有すること。ただし、共同企業体により施工した工事については、

出資割合が20％以上であること。

　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地域区分「市内」で登録されている者。

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

小企業者であること。

　　（ウ）土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　（エ）主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　⑵ 　単体企業の資格条件

　　 　上記⑴ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記⑴イ「共同企業体の代表者に必要な条件」

を全て満たしていること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月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。

詳細は、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 宮前区内市道尻手黒川線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目８番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」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 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

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

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

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

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月８日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

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

31年６月30日限り）を行う予定です。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向河原駅前踏切迂回路整備工事

履行場所 川崎市中原区中丸子378番地

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「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31年１月29日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

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

31年７月31日限り）を行う予定です。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水路改修（宮前）工事

履行場所 川崎市宮前区宮崎３丁目13番地先他１箇所

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「土木」ランク「Ｄ」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 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月29日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 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31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「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 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月29日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道梶ヶ谷菅生線（Ⅱ）舗装改良工事

履行場所 川崎市宮前区土橋４丁目６番地先

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」で登録されている者。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月29日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向ヶ丘遊園駅南口広場道路補修（切削）工事

履行場所 川崎市多摩区登戸2735番地先

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

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

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月29日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内主要地方道川崎府中道路修繕（排水性舗装）工事

履行場所 川崎市高津区久地３丁目16番地先

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」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「舗装」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いて、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

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

申込締切日の前日までに行ってください。

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

加資格が無いものとして入札が無効となります。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月29日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第14号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　３歳児健康診査に係る尿検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　川崎区地域みまもり支援センターほか市内各区

　　　地域みまもり支援センター計７か所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　各区地域みまもり支援センターで行う３歳児健康

診査において実施する尿検査一式（検査キットの調

達、検査実施、結果通知の作成）に関する業務を委
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託します。

２ 　競争入札参加に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加者資格指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格者名簿に業種「医療関連業務」・種目「衛生

検査」で登載されていること。

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、本調達に係る尿検査業務

を確実に履行できること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加申込書及び仕様書に定める精度管理、個人情

報保護に関する認定証等の写しを提出してください。

なお、競争入札参加申込書は、川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）において、本件の公表情報詳細のページ

からダウンロードできます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　川崎市こども未来局こども支援部

　　　こども保健福祉課　担当冨岡

　　　電　話：044－200－2450（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3638

　　　メールアドレス：45kodohu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）とします。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書の様式が

添付されている入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布

します。また、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/）にお

いて、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

５ 　入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者には、次

により入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月１日（金）午後５時まで

　⑵ 　交付方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じです。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月６日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

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

　　 　３⑴への持参、電子メール又はＦＡＸ（ただし、

電子メールまたはＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を電話にて御連絡ください）

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月７日（木）午後５時までに当該競争

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。入札参加資格を満たしてい

ない者からの質問については回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

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要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　ウ 　入札金額は、仕様書に定める検査１件当たりの

金額（税抜）を記載してください。

　　エ 　落札者がない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札

参加者心得」第７条の規定により無効とされた者

及び開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所



（第1,763号）平成31年(2019年)１月25日 川 崎 市 公 報

－160－

　　ア 　日　時　平成31年２月13日（水）午前10時30分

　　イ 　場　所　 川崎市役所第３庁舎13階こども未来局

会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格がない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の契約関係規定で閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴と同じで

す。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

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15号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 ＦＡＸ機能付きデジタル複合機の賃貸

借及び保守業務

　⑵ 　履行場所　本市指定場所

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成36年３月31日まで

　⑷ 　調達概要　ＦＡＸ機能付きデジタル複合機の

　　　　　　　　賃貸借及び保守

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に業種「リース」、

種目「事務用機器」で搭載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　川崎市財政局税務部税制課　担当：小野寺・大澤

　　　電　話：044－200－2190（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約内容を確認できる契約書等の写し（履行中

の契約でも可）

　　ウ 　導入予定設備・機器等について、その仕様を掲

載したカタログ等

　　　 　上記イ、ウの書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他
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　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業

者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを登録し

ている場合は、電子メールで配信します。

　　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月７日（木）

　　　午前８時30分から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書と併せて入札説明書及び仕様

書を上記３⑴の場所において無償で交付します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所におい

て、３⑵の期間で縦覧に供します。また、川崎市

のホームページからダウンロードできます。（「入

札情報かわさき」－「入札情報」の「物品」－

「入札公表・財政局」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html））

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月14日

（木）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、平成31年２月18日（月）午後５時15

分までに、競争入札参加資格があると認めた者全者

宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　機器等の調達及び導入設置作業に係る費用を含む

５年間のリース費用の総額（消費税額及び地方消費

税額を含まない。）で行います。

　　 　なお、リース総額は、１円未満の端数を切り捨て

たリース月額に60を乗じた額とします。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 　機器の保守費用

　　イ 　機器の保険料

　　ウ 　機器の輸送、設置、撤去等に係る費用

　　エ 　その他調達物件の賃借に係る費用

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成31年２月22日（金）午後２時

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　第３庁舎12階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

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

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　この契約は、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

契約を川崎市は変更又は解除できるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は川崎市と落札者が協議して定め

るものとします。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第16号

　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま

す。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件名

　　川崎市役所新本庁舎等移転業務支援委託

２ 　委託期間

　　契約締結日から平成35年３月31日まで

３ 　履行場所

　 　 新本庁舎、第２庁舎、第３庁舎、第４庁舎及び民間

ビル８か所

４ 　委託業務の内容等

　 　現在、第２庁舎、第３庁舎、第４庁舎及び８か所の

民間ビルに入居している本庁機能及び市議会につい

て、新本庁舎、第３庁舎及び川崎御幸ビルに集約する

ために必要な移転業務支援を川崎市役所新本庁舎等移

転業務支援委託として委託により実施します。詳細は

企画提案説明書及び仕様書によります。

５ 　参加資格

　　次の事項を全て満たしている必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　企画提案書等の提出締切日において、平成31・32

年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種99「その

他業務」で登録されているもの

　⑶ 　提案期日までの間、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 　国の機関又は他の自治体若しくは民間企業の事務

所において、過去５箇年（平成25年４月１日から平

成30年３月31日まで）の間に同種又は類似業務（レ

イアウト計画、什器整備計画、移転計画等。契約本

数は複数に渡っていても可）で移転後の専用部面積

が概ね5,000㎡以上である案件に関し、元請として

受託し、完了した実績を有すること。

６ 　公募手続

　⑴ 　参加意向申出書の配布及び公募参加申込み

　　 　本公募に参加する場合には、次の提出物を次の場

所へ持参し提出してください。

　　 　なお、参加意向申出書を提出いただいた際に、仕

様書等を配布します。

　　ア 　提出物

　　（ア ）参加意向申出書（様式２）及び参加資格チェ

ックシート（必要事項を記載したもの）

　　（イ）上記５⑷を証明する書類

　　　※ 　提示不可能な箇所については、マスキングし

ていただいても構いません。

　　イ 　参加意向申出書等の配布・提出期間及び仕様書

等閲覧期間

　　　　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

　　ウ 　参加意向申出書等提出締切日時

　　　　平成31年２月１日（金）17時まで

　　エ 　参加意向申出書等の配布・提出時間及び仕様書

等閲覧時間

　　　 　土曜、日曜及び休日を除く９時～ 12時及び13

時～ 17時

　　オ 　参加意向申出書等の配布・提出場所及び仕様書

等閲覧場所

　　　 　川崎市総務企画局総務部庁舎管理課（川崎市役

所第３庁舎４階）

　⑵ 　参加資格確認結果の通知

　　 　上記６⑴アの提出物に基づき応募資格を確認後、

参加資格確認結果通知書を平成31年２月６日（水）

に電子メールにて送付します。

　⑶ 　質問と回答

　　 　仕様書の内容についての質問は、「質問書」（様式

３）により、電子メールにて受け付けます。

　　 　なお、電話及びファックスでの質疑応答は行いま

せんので御注意ください。

　　ア 　受付期間

　　　 　平成31年２月７日（木）９時～平成31年２月15

日（金）17時

　　イ 　回答

　　　 　平成31年２月22日（金）17時までに参加資格が

ある全ての業者に電子メールにて回答します。

７ 　企画提案のための必要書類

　⑴ 　企画提案書
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　　ア 　書式等

　　　　発注者の定める様式により提出してください。

　　　　詳細は企画提案説明書によります。

　　イ 　提出部数

　　　 　12部提出してください。詳細は企画提案説明書

によります。

　⑵ 　見積書

　　ア 　見積書の記載方法（様式は自由です。）

　　（ア ）見積書に記載する金額は、準備期間を含む委

託業務契約期間中の一切の費用の総額を記載す

るものとし、内訳も添付してください。

　　（イ ）見積書に記載する金額は、消費税及び地方消

費税を抜いた金額です。

　　（ウ ）見積書に記載する金額に消費税及び地方消費

税額（10％）を加算した金額が「13　事業概算

額」を超えないようにしてください。

　　イ 　提出部数

　　　　１部提出してください。

８ 　企画提案書記載項目

　⑴ 　記載項目

　　 　記載項目については、企画提案選定評価シート

（様式１）を参照の上、記載してください。詳細は

企画提案説明書によります。

　⑵ 　注意事項

　　ア 　作成に当たっては、極力社名が分からないよう

な記載でお願いします。

　　イ 　専門用語には注釈を付けるなど、なるべく分か

りやすい表現で記載してください。

　　ウ 　提出書類作成に関する費用は、提案者の負担と

します。

　　エ 　提出していただいた企画提案書等の書類につい

ては、返却しません。

９ 　企画提案書等の提出

　 　企画提案書及び見積書は、次のとおり持参により提

出してください。

　⑴ 　企画提案書等の提出締切日時

　　　平成31年３月１日（金）17時まで

　⑵ 　受付時間

　　 　土曜、日曜及び休日を除く９時～ 12時及び13時

～ 17時

　⑶ 　提出場所

　　　川崎市総務企画局総務部庁舎管理課

　　　（川崎市役所第３庁舎４階）

10　審査（プレゼンテーション）

　 　上記９で提出していただいた企画提案書に基づき、

次のとおり審査（プレゼンテーション）を実施いたし

ます。

　⑴ 　日時

　　　発注者の指定する日時に実施します。

　⑵ 　実施方法等

　　ア 　プレゼンテーションについては、原則として本

業務を受託する際に業務担当責任者として従事す

る方が行ってください。

　　イ 　プレゼンテーションの出席者は、４名以内とし

ます。

　　ウ 　使用する説明資料は、提出された企画提案書の

みとし、新たな説明資料を追加することはできま

せん。

　　エ 　企画提案書をモニターに映す場合は、モニター

及びパソコンを事務局で用意しますので、企画提

案書のデータをＣＤ－ＲＯＭ等の外部記録媒体に

格納して持参してください。ファイル形式はＰＤ

Ｆのみとし、パワーポイント等は使用できません。

　⑶ 　評価者

　　 　本市が設置するプロポーザル評価委員会における

評価委員が評価者となります。

　⑷ 　企画提案の評価

　　 　企画提案の評価は、企画提案書及びプレゼンテー

ションの内容について行います。詳細は企画提案説

明書によります。

　⑸ 　注意事項

　　 　提案者が多数あり、受注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事前評価（書類審査）を行い、

原則として上位５社がヒアリングによる審査・評価

を受けるものとします。詳細は企画提案書によりま

す。

11　審査結果通知

　 　平成31年３月25日（月）以降に提案各社全てに郵送

で通知します。

　 　なお、審査結果等について電話及び電子メール等で

の問合せには応じられません。

12　契約手続等

　 　審査結果の通知後、速やかに特定された業者と契約

の締結に向けて手続をします。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免除

とします。

　⑵ 　前払金　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　要

13　事業概算額

　 　99,979,000円（２の委託期間の総額。消費税及び地

方消費税（10％）を含む。）

14　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。
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　⑵ 　参加意向申出書を提出した後に辞退する場合に

は、辞退届（様式５）を提出してください。

　⑶ 　契約締結までの手続期間中に指名停止となった場

合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失う

ものとします。

　　 　なお、特定された提案者が、参加資格を失った場

合には、次順位の者と手続を行います。

　⑷ 　本契約の締結については、平成31年第１回川崎市

議会定例会における本調達に係る予算の議決を条件

とします。

15　事務局（問合せ先及び提出先）

　 　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４（川崎市

役所第３庁舎４階）

　 　川崎市総務企画局総務部庁舎管理課

　　平野、戸井田、長嶺

　　ＴＥＬ：044－200－2081

　　E-mail：17tyosya@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第17号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　 オンライン学習サービス（不登校児童生徒等対

象）利用許諾契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総合教育センター他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　本市における不登校児童生徒等に対し、多様な教

育機会の一つとして、ＩＣＴを活用した学習支援を

行う。本入札は、不登校児童生徒等が使用する学習

支援オンラインサービスの利用に関する調達です。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「電算関連業務」種目「その

他の電算関連業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの下記の時間

　　　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等は、

インターネットからダウンロードすることができま

す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入札情

報（入札公表・落札結果」の委託欄の「入札公表」

の中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、上記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配布します。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月６日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成31年２月６日（水）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月14日

（木）までの下記の時間

　　　午前９時～正午及び午後１時～５時

　　（土・日・祝日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月21日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。
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　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、月額利用料に期間（12 ヶ月）を

乗じた額で見積もりをし、金額（税抜き）を入札

書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年３月５日（火）午前10時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第４研修室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第18号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市総合教育センター適応指導教室バス

　　　運行管理委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総合教育センター他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市がゆうゆう広場運営のために賃貸借してい

るマイクロバスの運行管理委託に関する調達です。

なお、マイクロバスはゆうゆう広場の児童、生徒の

ために開催される社会科見学等行事で児童・生徒を

目的地まで送迎を行う際に使用します。

　　 　また、本委託契約は運行１回あたりの単価による

ものとします。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３
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　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの下記の時間

　　　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等は、

インターネットからダウンロードすることができま

す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入札

情報（入札公表・落札結果」の委託欄の「入札公表」

の中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、上記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配布しま

す。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月６日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成31年２月６日（水）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月14日

（木）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月21日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、運行１回あたりの単価（税抜き）

を入札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年３月５日（火）午後２時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第４研修室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
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ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第19号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市総合教育センターゆうゆう広場号賃貸借

　　　及び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総合教育センター他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市総合教育センターが所管する、適応指導教

室（ゆうゆう広場）の教育活動に伴う児童生徒の輸

送に使用するマイクロバス１台の賃貸借及び当該車

両の保守点検に係る調達です。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度「製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿」に業種「リース」

種目「車両」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等は、

インターネットからダウンロードすることができま

す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入札

情報（入札公表・落札結果」の物品欄の「入札公表」

の中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、上記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配布しま

す。

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

jp/233300/index.html）

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月６日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成31年２月６日（水）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月14日

（木）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月21日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ
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ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、月額の賃貸借料に賃貸借期間（12

ヶ月）を乗じた額で見積もりした金額（税抜き）

を入札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年３月５日（火）午前11時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第４研修室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第20号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度川崎市教育会館運営管理業務委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市教育会館

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市教育会館における貸館、受付等の運営管理

業務の委託に関する調達です。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの下記の時間

　　　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等は、

インターネットからダウンロードすることができま

す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入札

情報（入札公表・落札結果」の委託欄の「入札公表」

の中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、上記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配布しま

す。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）
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４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月６日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成31年２月６日（水）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月14日

（木）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月21日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、年間委託料の金額（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年３月５日（火）午後３時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第４研修室

　⑶ 　　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第21号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　教育機関向けライセンス（川崎市教育委員会版）

　　　１式

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。
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　⑶ 　納入場所

　　　総合教育センター情報・視聴覚センター

　⑷ 　納入期限

　　　平成31年４月23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 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「コンピュ

ータ」、種目「ソフトウェア・消耗品」に登載され

ており、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31

年２月12日までに行ってください。

　⑷ 　平成20年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　担当　萩原

　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　 　　明治安田生命ビル13階

　　　　電　　話　044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　平成31年１月25日～平成31年２月12日

　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　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」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成31年１月25日～平成31年２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31年１月25日～平成31年２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も

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 　仕様書作成担当部署及び担当者

　 　教育委員会事務局総合教育センター情報・視聴覚セ

ンター　担当　野村

　　電話　044－844－3712

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。
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　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　平成31年１月25日～

　　　　　　　　　　　　平成31年２月12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31年１月25日～

　　　　　　　　　　　　平成31年２月12日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　　　 　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）」からもダウンロードでき

ます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　平成31年２月27日

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに平成31年２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31年２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。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限

　　　　平成31年３月13日午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　平成31年３月13日午前11時00分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　川崎市役所入札室

　　　　　川崎市川崎区砂子１－７－４

　　　　　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　平成31年３月11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

　　ア 　日時　平成31年３月13日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市役所入札室

　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、落札したにもかか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か

か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
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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31年第１回川崎市議会定例会におけ

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、落札したにもかか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か

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しな

いこととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased: 

　　　Microsoft 365 Education A3:AAA-73004 1set

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,13 March 

2019

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第22号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び納入予定数量

　　ア 　重曹（微粉重曹）　　　　　約480トン

　　イ 　アンモニア水　　　　　　　約538トン

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式により行います（電子入札

はできません）。

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条の規定に該当する資格停止

期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の買入れ等有資格業者名簿の業種「薬品」

種目「化学工業薬品」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・種目に登載のない者も含む。）は、財政局資

産管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請

を平成31年２月８日までに行ってください。

　⑷ 　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。
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　⑸ 　この購入物品の納入後、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 　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　尾鷲

　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　電話044－200－2092

　　イ 　閲覧期間

　　　　平成31年１月25日～平成31年２月８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」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成31年１月25日～平成31年２月８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、次により上記１

⑴の購入物品ごとにそれぞれ一般競争入札参加申込

書等を提出しなければなりません。ただし、一般競

争入札参加申込書等の郵送による提出は認めません。

　　 　また、提出された書類等に関し説明を求められた

ときは、これに応じなければなりません。提出され

た書類等を審査した結果、当該物品を納入すること

ができると認められた者に限り、入札に参加するこ

とができます。

　⑴ 　配布、提出及び問い合わせ先　

　　 　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も

一般競争入札参加申込書をダウンロードすることが

できます。

　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 　上記１⑴の購入物品を安定して供給できること

を証明する書類（代理店証明書等）

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、入札説明書は上記３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者　

　　環境局施設部処理計画課　担当　島田

　　電話　044－200－2589

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 　質問書の取得方法

　　　　質問書の配布は、上記３⑴の場所で行います。

　　　 　また、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）」からもダウンロードでき

ます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を提出して

ください。

　　　　配布・提出期間　平成31年１月25日～

　　　　　　　　　　　　平成31年２月８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

　　　 　また、質問書を提出する場合には、紙の質問書

と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式

のまま保存した質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　平成31年２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

イルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日

までに８の入札参加資格確認通知書等に添付して

交付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物

品」の委任先メールアドレスに平成31年２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31年２月27日の午前９時～正午に上記

３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知
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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

　　 　上記１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付し、

薬品１トンあたりの単価で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月８日午前11時00分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期限　平成31年３月６日　必着

　　イ 　あて先　上記３⑴アに同じ

　⑷ 　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、落札したにもかか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か

か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、入札案件ご

とにそれぞれ入札単価に予定数量を乗じて得た額の

２パーセント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。

　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。

11　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、平成31年第１

回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　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、落札したにもかか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か

か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、契約単価に

予定数量を乗じて得た額の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、３⑴の場所において閲覧でき

ます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　①　 Bicarbonate of soda(Fine powder 

bicarbonate of soda), approximately 480t

　　②　Ammonia water , approximately 538t

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,8 March 

2019 

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　Property Administration Department 

　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku   

　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　　　　　　TEL : 044-200-2092

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第23号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　動物愛護センター施設維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市動物愛護センター　川崎市中原区上平間

1700番地８

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　動物愛護センターの設備機器の保守点検及び管

理、衛生設備の管理及び点検、並びに施設内の植栽

について、良好な管理を目的とする。業務の概要は

次のア～オによる。

　　ア 　エレベーター保守点検

　　イ 　衛生設備点検・清掃

　　ウ 　空調換気設備等保守点検等

　　エ 　消防設備保守点検

　　オ 　植栽管理

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑵ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑶ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　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 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の以下の業務・種目に全て搭載さ

れていること。

　　ア 　業種「施設維持管理」種目「エレベーター」

　　イ 　業種「施設維持管理」種目「空調・衛生設備」

　　ウ 　業種「施設維持管理」種目「消火設備保守」

　　エ 　業種「施設維持管理」種目「その他維持管理」

　　オ 　業種「その他業務」　種目「樹木管理」

　⑹ 　平成26年度以降で官公庁又は民間において、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の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0025

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　髙橋

　　　電　話　044－766－2237

　　　ＦＡＸ　044－798－2743

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）午後５時までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）午後５時まで縦覧に供します。ただし、土曜日、

日曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成31年２月６日（水）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日

（金）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法
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　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴まで持参、ＦＡＸ番号又は電子

メールアドレスあて送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴

の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月18日（月）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成31年２月26日（火）午後２時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　　川崎市動物愛護センター　３階研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第24号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　有害鳥獣捕獲等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内全域

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市民に生活被害を与えている、又は与える恐れの

あるアライグマ（カニクイアライグマを含む。）、市

民家屋敷地内で被害を与えるハクビシン、親鳥から

威嚇等の被害が認められるカラスの巣立ちビナ等の

捕獲等により、被害の低減を図り安全な市民生活を

確保することを目的とするもの。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」種目「ねず

みこん虫」に登載されていること。

　⑷ 　捕獲檻、処分機等器具、及び車両を所有し、速や

かに被害現場で対応することが可能であること。

　⑸ 　平成26年度以降で官公庁又は民間において、有害

鳥獣捕獲等業務委託で同規模の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。
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　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0025

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　髙橋

　　　電　話　044－766－2237

　　　ＦＡＸ　044－798－2743

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）午後５時までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）午後５時まで縦覧に供します。ただし、土曜日、

日曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成31年２月６日（水）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日

（金）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴まで持参、ＦＡＸ番号又は電子

メールアドレスあて送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴

の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月18日（月）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成31年２月26日（火）午後２時30分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　　川崎市動物愛護センター　３階研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ
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ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第25号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　保護収容動物運搬等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市が保護収容した動物（犬、猫、いえうさぎ、

いえばと、あひる、にわとり等）の運搬業務、収容

動物に関連する運搬業務及び犬の捕獲の補助業務、

並びに飼養管理の補助業務を行うもの。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」に登載されていること。

　⑷ 　平成26年度以降で官公庁又は民間において、動物

収容運搬業務委託又は動物由来感染症に対応した運

搬業務委託で同規模の契約実績があること。　

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0025

　　　川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　髙橋

　　　電　話　044－766－2237

　　　ＦＡＸ　044－798－2743

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）午後５時までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）午後５時まで縦覧に供します。ただし、土曜日、

日曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成31年２月６日（水）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日

（金）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴まで持参、ＦＡＸ番号又は電子

メールアドレスあて送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴
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の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月18日（月）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　平成31年２月26日（火）午後３時30分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　　川崎市動物愛護センター　３階研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第26号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 国民健康保険システムに係る機器及びソフトウェ

ア等の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成32年１月１日から平成36年12月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　調達物品

　　　　別紙仕様書によります。

　　イ 　数量

　　　　別紙仕様書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成30・31年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」種目「事務用機器」であり、かつ、Ａ、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・種目に登載のない者も含む）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

平成31年１月31日（木）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の
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求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び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・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8570

　　　川崎市川崎区東田町８　パレール三井ビル12階

　　　健康福祉局医療保険部保険年金課

　　　担当：冨田、櫻井、大島

　　　電話：044－200－3486

　　　ＦＡＸ：044－200－3930

　　　E-mail：40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　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の交付

　 　競争参加申込書を提出し入札参加資格があると認め

られた者には、次により一般競争入札参加資格確認通

知書を交付します。ただし、川崎市製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿へ登載した際に電子メールの

アドレスを登載している場合は、そのアドレスあてに

平成31年２月12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 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月12日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時まで

　⑶ 　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

て入札説明書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、３⑴の場所において４⑵の日時に

交付します。

　　　 　なお、交付した入札説明書は、入札の際に回収

しますので、入札・開札に立ち会う場合は入札書

とともに８⑵記載の場所及び日時に持参し、郵送

で入札する場合は８⑶ア記載のあて先に８⑶イの

受領期限に間に合うように郵送してください。い

ずれの場合も、入札書とは別封してください。

　　イ 　入札説明書は、３⑴の場所において平成31年２

月12日（火）から平成31年２月18日（月）まで縦

覧に供します（土・日及び祝日を除く午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月12日（火）から平成31年２月18日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、３⑴のＦＡ

Ｘ又は電子メールアドレスあてに送付してくださ

い。電子メールで送付する場合は、開封確認付きで

送信してください。また、ＦＡＸ又は電子メール送

付後に、その旨を３⑴の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格

があると認められた全ての者に対し、平成31年２月

25日（月）までにＦＡＸ又は電子メールにて送付し

ます。

６ 　カタログの提出について

　 　入札参加資格があると認められた者は、導入予定機

種、導入予定ソフト等のカタログを３⑴の場所に平成

31年２月28日（木）午後４時までに提出してください。

また、開札日の前日までの間において、提出したカタ

ログに関し本市から説明を求められたときには、これ

に応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、契約金額総額で行います。

　　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10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

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。
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　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場所　パレール三井ビル12階　会議室

　　イ 　日時　平成31年３月７日（木）午後２時00分

　⑶ 　　郵送による場合の入札書のあて先及び受領期限

　　ア 　あて先　３⑴に同じ

　　イ 　受領期限　平成31年３月６日（水）午後５時必着

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者

を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　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、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規程」において閲覧することが

できます。

10　入札に関する苦情等

　 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

11　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 　委員会に苦情申し立てが行われた場合、申し立て

の検討期間中、契約締結等の手続きを一時停止する

ことがあります。

　⑶ 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑷ 　この入札への参加者が、２者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。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑹ 　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。

　⑺ 　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　⑻ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

12　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased : 

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of the National Health Insurance Information 

System

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　2:00 P.M.,March,7,2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail : 

　　　5:00 P.M.,March,6,2019

　⑷ 　Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　National Health Insurance and Pension Section

　　　Medical Insurance Department

　　　Health and Welfare Bureau

　　　8,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8570,Japan

　　　TEL : 044-200-3486

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第27号

　調達に関わる一般競争入札について次のとおり公告し

ます。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 国保だより等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市健康福祉局医療保険部保険年金

課及び各区役所保険年金課・支所区民

センター

　⑶ 　履行期限　平成31年５月17日限り

　⑷ 　調達概要　 印刷物等（台紙、同封物及び専用封筒）

を作成し、本市が提供する印字用デー

タにより印字を行い、専用封筒に封入

封緘して納品する。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。
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　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31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること。

　　ア 　ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部保険年金課

　　　担当　佐藤

　　　電話　044－200－2111（代表）

　　　044－200－2642（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて

記載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場

所」の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配

布します。また、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電

子メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月８日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月19日（火）午後４時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　パレール三井ビル12階

　　　　川崎市健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要
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　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────　　　

川崎市公告（調達）第28号

　　　入　札　公　告

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ファクシミリ賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所食品安全課ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年（2019年）４月１日から

　　　平成36年（2024年）３月31日

　⑷ 　概要

　　　ファクシミリ賃貸借契約

　　 　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、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「リース」種目「事務機器」

で登録されている者に限る。

　⑷ 　過去10年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約実績があること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所食品安全課

　　　電話番号　044－200－2445

　　　ＦＡＸ　　044－200－3927

　　　E-mail　40syoku@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）までの（土曜日、日曜日、祝日は除きます。）

午前９時から午後５時までとします。（正午から午

後１時の間は除きます。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成31年１月25

日（金）から平成31年１月31日（木）まで縦覧に供し

ます（土・日及び休日を除く毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成31年２月５日（火）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　　　 　ただし、入札期日において平成31・32年度川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メ

ールのアドレスを登録している場合は、平成31年

２月５日（火）までに入札参加資格確認通知書及

び入札説明書を電子メールにより送付します。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先等
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　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　平成31年２月６日（水）午前９時から

　　　平成31年２月８日（金）午後３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　40syoku@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3927

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月27日（水）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の決議を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第29号

　　　入　札　公　告

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　特定調達に関する一般競争入札について次のとおり公

告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局に

　　　おける測定機器の保守管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　大師一般環境大気測定局ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　　 　なお、有資格者名簿に登載のない者（入札参加業

種に登載のない者を含む。）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を平成31年

２月19日までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に保守技術員の拠点を

有し、各履行場所に概ね１時間以内に到着できるこ

と。また、市の求めに応じて閉庁日及び夜間におけ

る緊急保守が可能であること。

　⑸ 　川崎市内（積替保管許可を有する場合は積替保管

場所を管轄する自治体も含む）において、履行期間

満了までの間、有効な産業廃棄物（廃酸、汚泥、廃

プラスチック類及びガラスくず）の収集運搬業の許

可を有すること。

　⑹ 　公益社団法人日本環境技術協会実施の環境大気常

時監視技術者試験（専門技術者以上）に合格した者

を主任技術員として、本業務に主として従事させる

ことが可能であること。また、前記の主任技術員を

配置した上で、本業務の従事者は全員、本業務に類

似の測定機の保守管理を１年以上従事した者のみで

構成できること。

　⑺ 　過去２か年以内に、本市又は他官公庁において、

大気汚染防止法第22条に基づく大気環境測定機器保

守管理業務の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　安西（技術仕様関係）

　　　事業推進課　仙石（契約事務関係）

　　　電　話　044－276－9001

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで（土、日曜日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　　午前９時から正午まで及び午後１時から

　　　　午後５時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸～⑺の内容を確認できる許可書、合格

証及び契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書は、インターネットからダウ

ンロードすることができます。（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ

ります。）

　　 　ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期

間に、３⑴の場所で配布します。（「入札情報かわさ

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

html）

　⑸ 　入札説明書及び仕様書の入手方法

　　 　入札説明書及び仕様書は、インターネットからダ

ウンロードすることができます。（「入札情報かわさ

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

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）ダウンロードができない場合には、

上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、競争入札参加資格確認通知

書を平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに平成31年２月８日（金）

までに送付します。委任先メールアドレスを登録して

いない場合は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日　

　　　平成31年２月８日（金）

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成31年２月８日（金）から

　　　平成31年２月14日（木）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月18日

（月）に、参加全者あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。
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　　ア 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　　平成31年３月８日（金）午前10時00分

　　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　　平成31年３月７日（木）必着

　　　（イ）入札書の提出先

　　　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）に同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑶ 　当該落札決定の効果は平成31年第１回川崎市議会

定例会における、本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

10　Summary

　⑴ 　Tendering title

　　　 Entrustment of maintenance and management 

of observation equipment of air pollution 

monitoring stations and road side monitoring 

stations

　⑵ 　 Submission deadline at tender venue

　　　10 AM 8th,March 2019

　⑶ 　Submission deadline by postmail

　　　7th,March 2019

　⑷ 　Contact details

　　　Kawasaki Environment Research Institute 

　　　 3-25-13, Tonomachi, Kawasaki-ku, 

　　　Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0821, JAPAN

　　　 Kawasaki Life Science & Environment Research 

Center 3F

　　　TEL: +81-44-276-9001

　　　FAX: +81-44-288-3156

　　　E-mail: 30sojig@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第30号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度市税事務所収納現金等の

　　　　　　　　払込手続等に係る警備輸送業務

　⑵ 　履行場所　川崎市指定場所

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 市税事務所収納現金等の払込手続等に

係る警備輸送業務（警備業法（昭和47

年法律第117号）第２条第１項第３号

に規定されている「貴重品運搬警備業
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務」に該当します）

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「警備」、種目「人的警備」

で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市又は他官公庁で過去５年以内に現金輸送の警

備業務を履行した契約実績があること。

　⑸ 　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に

よる運送業務の資格及び警備業法による警備業務の

資格を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　川崎市財政局税務部税制課　　担当：大澤　

　　　電　話：044－200－2190（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸のうち貨物自動車運送事業法で定める

一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運

送事業の許可を受けていることを証明できる書類

（原本の写し）

　　エ 　上記２⑸のうち本市での業務を実施するのに必

要な警備業法で定める都道府県の公安委員会の認

定を受けていることを証明できる書類（原本の写

し）

　　　 　上記イ～エの書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　仕様書

　　 　仕様書は上記３⑴の場所において、上記３⑵の期

間で縦覧に供します。なお、防犯上の理由により上

記３⑵の期間での配布は行いません。

　⑹ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月７日（木）　午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書と併せて入札説明書及び仕様

書を上記３⑴の場所において無償で交付します。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メ

ールで配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月14日

（木）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、平成31年２月18日（月）午後５時15

分までに、競争入札参加資格があると認めた者全者

宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

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
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とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　警備輸送業務に係る費用の総額（消費税額及び地

方消費税額を含まない。）で行います。

　　 　なお、金額の算定にあたっては、物品・設備や保

険加入経費等を含む業務履行にかかる費用すべてを

考慮して算出してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成31年２月22日（金）　午後３時00分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４　第３庁舎12階

　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、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

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第31号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 マイクロフィルム等の保管及び照会

　　　　　　　　対応業務等

　⑵ 　履行場所　本市指定場所

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成36年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 マイクロフィルム等の保管と本市から

の照会への対応

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「電算関連業務」、種目「そ

の他電算関連業務」で搭載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本業務について、本市又は他官公庁に過去５年以

内に業務を履行した類似の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　川崎市財政局税務部税制課　　担当：大澤

　　　電　話：044－200－2190（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約内容を確認できる契約書等の写し（履行中

の契約でも可）

　　　 　上記の書類については提出者において作成し、

係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電

子メールで配信します。

　 　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月７日（木）　午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書と併せて入札説明書及び仕様

書を上記３⑴の場所において無償で交付します。

　　 　なお、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所におい

て、３⑵の期間で縦覧に供します。また、川崎市

のホームページからダウンロードできます。（「入

札情報かわさき」－「入札情報」の「委託」－

「入札公表・財政局」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html））

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月14日

（木）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、平成31年２月18日（月）午後５時15

分までに、競争入札参加資格があると認めた者全者

宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　マイクロフィルム等の保管、本市からの照会への

対応作業及び搬送作業に係る費用を含む５年間の費

用の総額（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

で行います。

　　 　なお、金額の算定にあたっては、保管に係る諸経

費、照会対応作業費用、年度ごとの廃棄対象マイク

ロフィルムの搬入及び前受託者からの引継ぎ搬送費

等を含め、業務履行にかかる費用すべてを考慮して

算出してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　平成31年２月22日（金）　午後２時30分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４　第３庁舎12階

　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等
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　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第32号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ウイルス対策ソフトウェアライセンス

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日

　⑷ 　調達概要

　　ア 　調達物品

　　　　「入札説明書」によります。

　　イ 　数量

　　　　「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市「製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「コン

ピュータ」種目「ソフトウェア・消耗品」に登載さ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品及び数量を確実かつ速やかに納入す

ることができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　森田・坂本

　　　電　話　044－200－3076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月４日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　時　平成31年２月６日（水）

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年

１月25日（金）から平成31年２月４日（月）まで、

縦覧に供します（土曜日、日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日　時　平成31年２月６日（水）

　　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場　所　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先
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　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　仕様に関する質問は、平成31年２月６日（水）か

ら平成31年２月12日（火）まで、入札説明書に添付

の質問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで

質問する場合は、質問書を送信した旨を担当まで御

連絡ください。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

　　 　なお、回答については平成31年２月14日（木）、

全社にＦＡＸ又はメールにて送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月18日（月）　午後４時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴に同じと

なります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第33号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 庁内情報環境整備に係るパーソナルコ

ンピュータ等の賃貸借及び保守契約

（平成31年３月31日追加導入）

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区東田町５－４ほか

　⑶ 　履行期間　平成31年３月31日から

　　　　　　　　平成36年３月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

おり、かつ、Ａの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

31年２月５日（火）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）
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　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　坂本・森田

　　　電　話　044－200－3076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場　　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　　時　平成31年２月13日（水）

　　　　　　　　 午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年

１月25日（金）から平成31年２月５日（火）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日　　時　平成31年２月13日（水）

　　　　　　　　午前８時30分から正午まで及び

　　　　　　　　午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場　　所　川崎市役所　第３庁舎９階

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、平成31年２月13日（水）から

平成31年２月20日（水）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については平成31年２月27日（水）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　導入予定機種（パソコン、スイッチングハブ等）の

カタログを平成31年３月４日（月）午後５時15分まで

に３⑴に提出してください。

８ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書

に記載してください。なお、詳細は入札説明書によ

ります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月８日（金）午後３時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期限　平成31年３月７日（木）必着

　　イ 　宛先　３⑴に同じ

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、　こ

の契約を変更又は解除することができるものとしま

す。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

12　Summary



川 崎 市 公 報 （第1,763号）平成31年(2019年)１月25日

－193－

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased :

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of personal computers and other necessary 

equipment for the Kawasaki City Office intra 

information system.

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　3:00 P.M.March 8,2019

　⑶ 　 Time-limit for tender by mail :

　　　March 7,2019

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　System Management Section

　　　Information Management Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　5-4,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　Tel:044-200-3076

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第34号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　高速複写印刷機賃貸借契約

　⑵ 　履行期限

　　　平成31年６月１日から平成36年５月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　（川崎市役所第３庁舎内）

　⑷ 　賃貸借概要

　　　入札説明書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

に登載されており、かつ、Ａ又はＢ等級に格付けさ

れていること。

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、確実、かつ、迅速に納入

できること。

　⑸ 　納入する物品は、過去10年以内に本市又はその他

国内の官公庁で、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、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。ただし、競争

入札参加申込書の郵送による提出は認めません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　総務企画局情報管理部行政情報課

　　　（第３庁舎３階）柿崎、相庭担当

　　　電話（直通）044－200－2051

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで（土曜日及び日曜日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績調書

　　ウ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出書類に関する説明及び審査

　　ア 　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。

　　イ 　提出された書類等を審査した結果、この高速複

写印刷機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。

　⑸ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出し、入札参加資

格があると認められた者には、次により競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、製造の請負・

物件の供給等有資格業者名簿へ登載した際に、電子メ

ールのアドレスを登載している場合は、確認通知は自

動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月５日（火）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　確認通知書の交付に併せて、無償で入札説明書を

交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年１月25日（金）から平成31年２月１日（金）まで

（土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供しま

す。

５ 　仕様及び入札説明書に関する問合せ

　⑴ 　質問

　　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次に
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より受け付けます。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配布・提出期間

　　　 　平成31年２月５日（火）から平成31年２月８日

（金）まで（土曜日及び日曜日を除く、午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事

項を記入し、持参又は指定する電子メールアドレ

ス宛て送付してください。

　⑵ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を、平成31年２月14日（木）までに、確

認通知書を交付した全社宛てに、電子メールで送付

します。

　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

６ 　商品説明書等の提出

　 　この入札の参加者は、納入する高速複写印刷機の商

品説明書等（カタログ及び保守の資料）を平成31年２

月19日（火）午後５時までに３⑴の場所に提出してく

ださい。また、競争入札参加者は、開札日の前日まで

の間において、本市から該当書類に関し説明を求めら

れたときには、これに応じなければなりません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争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

　　 　リース料の総額（60か月分。消費税及び地方消費

税を除く。）での紙入札方式

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成31年２月22日（金）午前10時30分

　　イ 　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

　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第７条各号に該当する

場合、当該入札を無効とします。

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－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

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札の効果は、平成31年第１回川崎市議会定

例会における、本件に係る予算の議決を要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の「契約

関係規程」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　⑷ 　10⑶の解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑹ 　この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。

　⑺ 　情報を入手するための問合せ窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第35号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度文書集配等業務委託
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　⑵ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　 　総務企画局情報管理部行政情報課、本市が指定す

る集配所等

　⑷ 　委託概要

　　 　集配車両をもって本市が指定する集配所を巡回

し、信書等を集配する。また、集配所で回収した集

配物等を文書集配棚へ仕分ける。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の「業種「倉庫・運送業務」種目「運

送業務」」に登録されていること。

　⑷ 　民間事業者による信書の送達に関する法律（平成

14年法律第99号）第29条に規定する特定信書便事業

の許可を受けており、川崎市内において、同法第２

条第７項第１号及び第３号の役務の提供ができるこ

と。

　⑸ 　川崎市又は川崎市近郊に集配に使用する車両の保

管場所があり、当該業務の遂行に支障がないと判断

されること。

　⑹ 　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

　　　〒210－0005　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

　　　姥貝、相庭担当

　　　電話　044－200－2051（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　民間事業者による信書の送達に関する法律第29

条の規定に基づく特定信書便事業の許可証の写し

　　ウ 　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31年２月４日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無

償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年１月25日（金）から平成31年１月31日（木）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に

供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年２月４日（月）から平成31年２月８日

（金）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31年２月12日（火）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
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　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月14日（木）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

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額から消費税及び地

方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記

載してください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本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36号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　平成31年度川崎市立小学校自然教室運営委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内実施校～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　ＪＲ南武線谷保駅～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　川崎市立田島支援学校桜校～横浜あゆみ荘

　⑶ 　契約期間

　　　平成31年４月１日～平成32年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　　川崎市立小学校自然教室運営業務

　　　（人員輸送、連絡調整等）

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「旅行業」種目「旅行

業」に登載されていること。なお、「川崎市業務委

託有資格業者名簿」に登載のないもの（入札参加業

種に登載のないものも含む）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を平成31年

２月８日（金）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

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

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　教育委員会事務局学校教育部指導課

　　　担当　西島

　　　電　話　044－200－3286（直通） 

　　　※ 　競争入札参加申込書は、メールによる配布も

可能です。希望の場合は担当まで御連絡くださ

い。

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日
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（金）までとします。

　　 　（土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分から正

午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者に無償で

入札説明書を交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年１

月25日（金）から平成31年２月８日（金）（土曜日及

び日曜日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時まで）まで縦覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により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、競争入札参加資格確認

通知書を平成31年２月19日（火）までにＦＡＸ又は電

子メールで送付します。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、競争入札参加資格確認通知書は自

動的に電子メールで配信されます。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問い合わせ

　 　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 　問い合わせ先

　　　３⑴と同じ

　　　※ 　問い合わせはＦＡＸ等の書面のみとし、確認

のためＦＡＸ送付後に必ず担当者あてに電話連

絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月19日

（火）まで（土曜日、日曜日及び休日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年２月26日（火）午後５時までに、ＦＡＸ

または電子メールにて回答します。

　⑷ 　その他

　　ア 　受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしま

せん。

　　イ 　出されたすべての質問について、当該競争入札

参加資格を有するすべての会社に回答いたします。

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 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札価格は、バス予定台数及び参加者予定人員に

応じた総価で行います。

　　 　（契約は、バス往復１台当たりの単価・１人当た

りの保険加入料の単価にそれぞれバス実台数・保険

加入者実数を乗じて、総価契約により契約締結しま

す。）

　　 　入札者は、見積った契約希望金額から消費税及び

地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記

載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年３月８日（金）　午後３時

　　イ 　場　所　　川崎市役所第３庁舎　12階会議室

　　　　住　所　　川崎市川崎区東田町５－４ 

　　　　　　　　　第３庁舎12階

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　　平成31年３月７日（木）午後５時まで

　　イ 　あて先　　３⑴の場所と同じ。

　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。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者の行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　契約金額の10パーセントを納付しなければなり

ません。

　　イ 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議



（第1,763号）平成31年(2019年)１月25日 川 崎 市 公 報

－198－

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

11　Summary

　⑴ 　Nature and quantity

　　　 2019 Providing transport for nature classes 

conducted by Kawasaki municipal elementary 

schools.

　⑵ 　Time-limit for tender (direct delivery)

　　　3:00 pm, March 8, 2019

　⑶ 　Time-limit for tender (by mail)

　　　5:00 pm, March 7, 2019

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　School Curriculum and Guidance Section 

　　　School Education Department

　　　Board of Education 

　　　 6, Miyamoto-Cho, Kawasaki-Ku Kawasaki, 

Kanagawa 210-0004, Japan

　　　phone : 044-200-3286

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第37号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度川崎市立中学校自然教室運営委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内実施校～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　ＪＲ南武線谷保駅～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　川崎市立田島支援学校桜校～横浜あゆみ荘

　⑶ 　契約期間

　　　平成31年４月１日～平成32年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　　川崎市立中学校自然教室運営業務

　　　（人員輸送、連絡調整等）

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「旅行業」種目「旅行

業」に登載されていること。なお、「川崎市業務委

託有資格業者名簿」に登載のないもの（入札参加業

種に登載のないものも含む）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を平成31年

２月８日（金）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

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

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　教育委員会事務局学校教育部指導課　担当　宗田

　　　電　話　044－200－3329（直通）

　　　※ 　競争入札参加申込書は、メールによる配布も

可能です。希望の場合は担当まで御連絡くださ

い。

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日

（金）までとします。

　　 （土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者に無償で

入札説明書を交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において平成31年１

月25日（金）から平成31年２月８日（金）（土曜日及

び日曜日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時まで）まで縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出し、入札参加資

格があると認められた者には、競争参加資格確認通知

書を平成31年２月19日（火）までにＦＡＸまたは電子

メールで送付します。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、競争参加資格確認通知書は自動的に

電子メールで配信されます。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問い合わせ

　 　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 　問い合わせ先

　　　３⑴と同じ

　　　 ※ 　問い合わせはＦＡＸ等の書面のみとし、確認

のためＦＡＸ送付後に必ず担当者あてに電話連

絡をしてください。

　⑵ 　受付期間
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　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月19日（火）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年２月26日（火）午後５時までに、ＦＡＸ

または電子メールにて回答します。

　⑷ 　その他

　　ア 　受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしま

せん。

　　イ 　出されたすべての質問について、当該競争入札

参加資格を有するすべての会社に回答いたします。

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 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札価格は、バス予定台数及び参加者予定人員に

応じた総価で行います。

　　 　（契約は、バス往復１台当たりの単価・１人当た

りの保険加入料の単価にそれぞれバス実台数・保険

加入者実数を乗じて、総価契約により契約締結しま

す。）

　　 　入札者は、見積もった契約希望金額から消費税及

び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に

記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年３月８日（金）　午後３時

　　イ 　場　所　川崎市役所第３庁舎　12階会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　平成31年３月７日（木）午後５時まで

　　イ 　あて先　３⑴の場所と同じ。

　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。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者の行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　契約金額の10パーセントを納付しなければなり

ません。

　　イ 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「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。

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 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

11　Summary

　⑴ 　Nature and quantity

　　　 2019 Providing transport for nature classes 

conducted by Kawasaki municipal junior high 

schools. 

　⑵ 　Time-limit for tender (direct delivery)

　　　3:00 pm, March 8, 2019

　⑶ 　Time-limit for tender (by mail)

　　　5:00 pm, March 7, 2019

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　School Curriculum and Guidance Section 

　　　School Education Department

　　　Board of Education 

　　　 6, Miyamoto-Cho, Kawasaki-Ku Kawasaki, 

Kanagawa 210-0004, Japan

　　　phone::044-200-3329

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第38号

　調達に関わる一般競争入札について次のとおり公告し

ます。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 国民健康保険料還付金支給決定通知書

作成及び圧着業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市健康福祉局医療保険部

　　　　　　　　保険年金課

　⑶ 　履行期間　契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要　 帳票（国民健康保険料還付金支給決定

通知書等）を作成し、印字及び封入封
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緘業務を行う。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること。

　　ア．ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ．ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ．川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ．川崎市拡張用外字フォント

　　　　（川崎市独自フォント）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部保険年金課

　　　担当　細野

　　　電話　044－200－2111（代表）

　　　　　　044－200－2636（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて

記載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場

所」の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配

布します。また、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、電子メールで配信されま

す。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月８日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月19日（火）午後３時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　パレール三井ビル12階

　　　　川崎市健康福祉局医療保険部　会議室（Ａ）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　　 　落札金額に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方
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消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第39号

　調達に関わる一般競争入札について次のとおり公告し

ます。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 国民健康保険料還付金通知書・請求書

等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市健康福祉局医療保険部保険年金

課

　⑶ 　履行期間　契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要　 帳票（国民健康保険料還付金通知書・

請求書等）を作成し、印字及び封入封

緘業務を行う。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること。

　　ア．ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ．ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ．川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ．川崎市拡張用外字フォント

　　　　（川崎市独自フォント）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部保険年金課

　　　担当　細野

　　　電話　044－200－2111（代表）

　　　　　　044－200－2636（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて

記載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場

所」の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配

布します。また、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド
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レスを登録している場合は、電子メールで配信されま

す。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月８日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月19日（火）午後４時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　パレール三井ビル12階

　　　　川崎市健康福祉局医療保険部　会議室（Ａ）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　　 　落札金額に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第40号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度川崎市国民健康保険高額療養費帳票

　　　作成等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市健康福祉局保険年金課、各区役所・支所

　　　保険年金課（係）及び受注者社屋等

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 「平成31年度川崎市国民健康保険高額療養費帳票

作成等業務委託仕様書」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

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること。

　　ア 　ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）
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　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

　⑸ 　平成29年４月１日以降に、本市または同規模程度

の官公庁（政令指定都市等）において、類似の業務

（一度に扱うデータ件数が5,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があり、

問題なく履行したこと。

　⑹ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001（Ｊ

ＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部保険年金課

　　　（担当　ツツミ）

　　　電　話　044－200－2634（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001

（ＪＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること

を証する登録証の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、平成31年２月５日（火）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していない者

には、平成31年２月５日（火）の午前９時から正

午までに上記３⑴の場所において一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月５日（火）から平成31年２月８日

（金）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当宛て電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、平成31年２月14日（木）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽
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の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月19日（火）午後１時30分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低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。

　　 　落札金額に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第41号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 平成31年度　川崎市学校給食用食材衛生検査業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　 給食調理施設のある市立小・中・特別支援学校

（122校）、定時制高校（４校）、学校給食センタ

ー（３施設）、教育委員会事務局健康給食推進室

のうち６か所程度
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　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　学校給食用食材の衛生検査

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」・種目「そ

の他の調査・測定」で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　食品衛生法上の登録検査機関であること

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布します。また、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

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

「入札公表情報詳細」のページからダウンロードする

ことができます。ただし、競争参加申込書の提出は持

参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔中学校給食〕：二ノ宮担当

　　　電　話：044－200－2538（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。

４ 　入札説明書等の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書等の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成31年

２月５日（火）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札書、

入札説明書及び仕様書も併せて交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月６日（水）～平成31年２月８日（金）

　　 　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年２月14日（木）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　競争参加資格確認通知書の交付後にこの公告に定

める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約の推定総金額（税抜き）及び

各単価額を記載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。
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　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月21日（木）　10時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　明治安田生命川崎ビル　10階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

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

係規程」において閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第42号

　　　入　札　公　告

　　　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名（賃貸借物品）

　　　平成31年度普通乗用自動車Ａの賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所公用車車庫

　⑶ 　賃貸借期間及び台数

　　　平成31年８月１日から平成36年７月31日まで

　　　１台

　⑷ 　賃貸借物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」種目「車両」に登載されており、かつ、Ａ又

はＢの等級に格付けされていること。

　⑷ 　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、郵送による提出は認

めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区宮本町３－３

　　　川崎市役所第４庁舎１階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　工藤担当

　　　電話　044－200－2104

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月30日

（水）まで（土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）とします。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似業務の履行実績資料

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書のメー

ルアドレスに、平成31年２月１日（金）までに一般競

争入札参加資格確認通知書及び仕様書を送付します。

　 　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、平成31年２月１日（金）の午前９時から正午に上

記３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知

書及び仕様書を交付します。

５ 　仕様書の交付
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　 　上記４により無償で仕様書を交付します。また、仕

様書は、上記３⑴の場所において上記３⑵の期間ま

で、縦覧に供します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月１日（金）午前９時から平成31年２

月７日（木）正午までとします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸ又はメールアドレス宛てに送付して

ください。

　　　メールアドレス　17tyosya@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－2692

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成31年２月８日（金）まで

に参加全社宛て、文書（ＦＡＸまたは電子メール）

にて回答します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に賃貸借期間の月数及び台数を乗じた額で見積

もりをしてください。なお、入札は所定の入札書を

もって行い、入札書は入札件名を記載した封筒にて

提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　 　平成31年２月18日（月）　午前10時

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区宮本町２－31

　　　　ＪＡセレサみなみビル３階会議室

　⑶ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

10　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条各号に該当する場合は、免

除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できま

す。

11　契約内容の変更等

　 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができるものとします。

　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損

失の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

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 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　支払いについては、毎月払いとします。

　⑷ 　詳細は、仕様書によります。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　⑹ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

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43号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市卸売市場管理システム機器等賃貸借及び
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　　　保守契約

　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　管理棟３階事務室）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「リース」、種目「事務用

機器」に登録されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において、類似の契約実績が

あること。

３ 　一般競争入札参加申込書・仕様書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒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

　　　担当　照井

　　　電話　044－975－2211

　　　ＦＡＸ　044－975－2242

　　　メール　28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時30分まで、31日は午後４時まで）としま

す。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参または郵送とします。参加申込書及び仕様書

は、川崎市公式ウェブサイトの「入札情報かわさき」

に掲載します。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）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷の契約実績等について証明する書面（契約

書写し等）

４ 　一般競争入札参加資格の確認通知

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められたものには、平成31年２月１日（金）

までに、一般競争入札参加資格確認通知書をメールに

て交付します。

５ 　仕様書に関する問合せ先

　 　本契約内容について、質問がある場合は、平成31年

１月25日（金）から平成31年２月１日（金）午後４時

（必着）までに、入札説明書に添付の質問書にて、３

⑴のメールアドレス宛てにメールで質問を送信してく

ださい。

　 　期間中に受け付けた全ての質問に対する回答は、競

争入札参加資格確認通知書の参加資格が「有」であっ

た全ての者に平成31年２月６日（水）までにメールに

て送付します。（質問書への口頭での回答は行いませ

ん。）

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 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　賃貸借期間の総額（税抜き）を入札金額としま

す。入札者は見積もった契約希望金額から消費税

及び地方消費税に相当する金額を控除した金額

（消費税等を含まない契約希望金額）を入札書に

記載してください。

　　　 　また、入札金額には契約期間内の業務履行に必

要となる一切の費用を含めて見積もるものとし、

月額の賃貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り

捨てた額）を月数（60 ヵ月）で乗じる方法で見

積もりしてください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。なお、郵送による入札を行う場合は、さらに、

「入札書在中」と明記した封筒に入れて、必ず書

留郵便にて送付してください。また、この場合は、

郵送した日に３⑴の場所に必ず電話をしてくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成31年２月12日（火）午前10時

　　イ 　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第１会議室
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　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　持参または郵送とします。

　⑷ 　郵送による場合の入札書の提出期限及び提出先

　　ア 　期限

　　　　平成31年２月８日（金）必着

　　イ 　提出先

　　　　３　⑴ 　に同じ

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　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。

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 　契約書作成要否

　　　入札後速やかに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、川崎市公式ウェブサイトの「入札情報かわさ

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続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 　その他問い合わせ窓口は上記３　⑴ 　に同じです。

　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入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、発注

者はこの契約を変更又は解除することができるもの

とします。また、上記解除に伴い受注者に損失が生

じた場合は、その損失の補償を発注者に対して請求

することができるものとし、補償額は双方で協議し

て定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第44号

　　　入　札　公　告

　麻生市民館総合管理運営業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　麻生市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　　　　　　麻生市民館

　⑶ 　履行期限　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録される予定

である者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

る予定であること。

　　ア 　業種　17「建物清掃等」　　種目　08「総合管理」

　　イ 　業種　19「施設維持管理」 種目　03「空調・衛

生設備」

　　　　　　　　　　　　　　　　 種目　99「その他維

持管理」

　　ウ 　業種　99「その他業務」　　種目　07「一般事務」

　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。なお、本委託業

務は、川崎市公共施設利用予約システム（ふれあい

ネット）の登録・予約管理業務を含みます。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、本委託業務の内容及び規模をほぼ同じくする契

約実績を有すること。ただし、発注者と直接契約を

締結した、元請としての契約実績に限ります。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、２⑹に示す実績が確認

できる契約書の写し又は契約履行証明書（任意の様

式）及び仕様書の写しを提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒215－0004　川崎市麻生区万福寺１－５－２
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　　　麻生区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（麻生市民館）

　　　電　話　044－951－1300

　　　ＦＡＸ　044－951－1650

　　　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの午前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

は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望

者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」

において、本件の公表情報詳細のページからダウン

ロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31年２月７日（木）までに、平成31・32年度

川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出の

あった電子メールアドレスあて、一般競争入札参加資

格確認通知書を送付します。また、電子メールアドレ

スの登録を行っていない場合はＦＡＸにて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）から２月13日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－1650

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者あて電

子メールで送付します。なお、電子メールの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２ 一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税に相当する額は代金支払

いの際に加算しますので、入札書に記載する総額

には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月28日（木）　午後２時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　　多摩市民館　第１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

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。
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　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　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」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）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 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第45号

　　　入　札　公　告　

　麻生市民館舞台運営管理業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　麻生市民館舞台運営管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　　　　　　麻生市民館

　⑶ 　履行期限　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 本業務は麻生市民館大ホール及び大会

議室の舞台運営管理を行うものです。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目にすべて登載さ

れる予定であること。

　　　業種　99「その他業務」　種目　01「イベント」

　　　業種　99「その他業務」　種目　99「その他」

　⑷ 　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。

　⑸ 　過去５年以内に本市又は他官公庁の公共ホール

（800名以上を定員とするものに限る。）において、

１年以上継続してホール運営業務を履行した実績を

有すること。ただし、発注者（本市、他官公庁又は

公益財団法人に限る。）と直接契約を締結し履行し

た、元請としての契約実績に限ります。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、２⑹に示す実績が確認

できる契約書の写し又は契約履行証明書（任意の様

式）及び仕様書の写しを提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒215－0004　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　麻生区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（麻生市民館）

　　　電話　　044－951－1300

　　　ＦＡＸ　044－951－1650

　　　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの午前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

は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

　⑵　　配布・提出期間で縦覧に供するとともに、

希望者には印刷物を配布します。また、川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情

報」において、本件の公表情報詳細のページからダ

ウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に



（第1,763号）平成31年(2019年)１月25日 川 崎 市 公 報

－212－

は、平成31年２月７日（木）までに、平31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあ

った電子メールアドレスあて、一般競争入札参加資格

確認通知書を送付します。また、電子メールアドレス

の登録を行っていない場合はＦＡＸにて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）から２月13日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－1650

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者あて電

子メールで送付します。なお、電子メールの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税に相当する額は代金支払

いの際に加算しますので、入札書に記載する総額

には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年３月１日（金）　午後３時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市高津区溝口１－４－１

　　　　高津市民館　第６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

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第46号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　 川崎市立図書館利用者用インターネット端末機

器・複合プリンタ及びソフトウェア等に関する賃
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貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館　他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成35年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」に登載されており、かつＡ又はＢの等級に格付

けされていること。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　この調達物品を、所定の数量、指定期日までに確

実に納入できること。

　⑸ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　本件一般競争入札に参加を希望する者は、次により

一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければな

りません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館資料調査係

　　　担当　黒瀬・鶴田

　　　電　話　044－722－4951

　　　e-mail：88nakato@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　 　（毎日９時30分から12時まで及び13時から17時ま

で）

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書等は、イ

ンターネットからダウンロードすることも可能で

す。（「入札情報かわさき」－「入札情報」－「物品」

－「入札公表」－「財政局」から当該入札情報を

検索してください。）（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参してください。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿へ登載し

た際に電子メールのアドレスを登載している場合は、

一般競争入札参加資格確認通知書は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月４日（月）９時30分から17時15分まで

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書交付の際に、必

要に応じて無償で入札説明書等を交付します。ま

た、入札説明書等は上記３⑴の場所において平成31

年１月25日（金）から平成31年２月１日（金）まで

縦覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　川崎市立中原図書館資料調査係　担当　黒瀬・鶴田

　　　e-mail：88nakato@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－733－7524

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月４日（月）から平成31年２月８日

（金）17時00分まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、ｅ－ｍａｉｌ（上記問い合せ先のアドレ

ス）またはＦＡＸにて送付してください。なお、ｅ

－ｍａｉｌで送付する場合は必ず開封確認メッセー

ジを要求してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月15日（金）ま

でに、全社宛てにｅ－ｍａｉｌまたはＦＡＸ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 　納入する機器等の説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、納入する物品およびソフトウ

ェア等の商品説明書（カタログ等）を平成31年２月21

日（木）17時00分までに上記３⑴に持参あるいは郵送

（必着）してください。また、参加者は、開札日の前

日までの間において、本市から当該書類について説明

を求められたときには、これに応じなければなりませ

ん。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失
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　 　参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、一

般競争入札参加資格を喪失します。

　⑴ 　落札者の決定前に上記２の各号のいずれかの条件

を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算しま

す。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名を記載した封筒に入れ、封印して提出

してください。

　　エ 　入札書の提出方法は、持参に限ります。入札・

開札日当日に必ず持参してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成31年２月22日（金）10時00分

　　イ 　場所

　　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　　川崎市立中原図書館　６階　多目的室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加

資格確認通知書を必ず持参してください。

　　 　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者また

はその代理人とします。代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会い

に関する権限を委任されたことを示す委任状を入札

前に提出してください。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条に規定する各号のいずれかに

該当する場合は、全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を必要とします。

　⑶ 　契約書の提出

　　 　落札者は契約書２通を作成し、平成31年３月１日

（金）17時00分までに上記３⑴の場所に持参してく

ださい。

　⑷ 　費用内訳明細表

　　 　契約締結までに、本契約にかかる落札額の内訳を

提示してください。提示する内訳の様式は特に指定

しません。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

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

関係規程において閲覧することができます。

10　入札に関する苦情等

　 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

11　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 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

　⑶ 　本件入札にかかる契約手続において使用する言語

及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　本件入札に関する落札決定の効果は、平成31年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の

議決を要します。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第47号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度農業技術支援センター農場

作業等管理業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　　　　　　川崎市農業技術支援センター

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　 　農場内のかん水、除草、清掃、草花の植付け及び

鉢替え、樹木・果樹の剪定等の所内業務全般に関す

る補助的業務並びに土壌分析に係る検体土壌の仕分

け、重量測定及び試験管等器具洗浄等の土壌分析に

係る補助的業務。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければならない。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他」（種目「除草、

せんてい等樹木管理」）で登録される予定の者。

　⑷ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に地域区分「市内」（又は「準市

内」）で登録される予定の者。

　⑸ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申

し込みをしなければならない。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市農業技術支援センター

　　　〒214－0006　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　電話044－945－0153（担当　谷川）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）まで

　　　午前９時30分から午後４時まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出後、２の入札参加資

格について審査し、一般競争入札参加資格審査結果通

知書により結果を通知します。

　 　川崎市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、２月１日

（金）に電子メールで送付します。なお、電子メール

アドレスを登録していない場合は、ＦＡＸで送付しま

す。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月１日（金）から平成31年２月５日

（火）まで

　　　午前９時30分から午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問書の提出方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　28nougic@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－945－6655

　⑸ 　回答方法

　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、全

ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、平

成31年２月６日（水）に全社あてに文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）で送付します。回答後の再質問は

受け付けません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　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31年２月８日（金）

　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制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

８ 　契約手続等
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　⑴ 　契約保証金　　　　 契約金額の10％とします。た

だし、川崎市契約規則第33条

各号に該当する場合は、免除

します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は川崎市

ホームページの「入札情報か

わさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この一般競争入札において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第48号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　幸市民館印刷機賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２ 　川崎市幸市民館

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　別紙仕様書のとおり

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

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」

種目「事務用機器」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年以内（平成26年度以降）に本市又は他官

公庁（国及び地方自治体）において類似の契約を締

結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有しか

つ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。

　⑸ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　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、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0023　川崎市幸区戸手本町１－11－２

　　　幸区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（幸市民館）

　　　電　話　044－541－3910

　　　ＦＡＸ　044－555－8224

　　　E-mail　88saisi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示す契約実績が確認できる契約書の写し

及び仕様書の写し

４ 　入札説明会及び入札説明書　

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　調達の詳細、競争入札参加申込書及び質問書の様

式などが添付されている入札説明書は、上記「３⑴

配布・提出場所及び問合せ先」の場所において、「３

⑵配布・提出期間」に縦覧に供するとともに、希望

者には印刷物を配布します。また、川崎市のホーム

ページの「入札情報かわさき」において、本案件の

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

　 　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、平成31年２月６日（水）までに、

平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「物品」の委任先メールアドレスに、確認通知書を送

付します。なお、当該委任先メールアドレスを登録し

ていない者にはＦＡＸにて送付します。

６ 　仕様書等に関する問合せ

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
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　 　また、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ので御注意ください。

　⑴ 　問合せ先

　　　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月12日

（火）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　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　88saisi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－555－8224

　　 　なお、電子メール又はＦＡＸにて質問書を送付し

た場合は、送付した旨を044－541－3910あてに電話

連絡してください。

　⑸ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を全入札参加者に、平成31年２月18日

（月）午後５時までに、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「物品」の委任先メール

アドレスに送付します。なお、当該委任先メールア

ドレスを登録していない者にはＦＡＸにて送付しま

す。

　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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 　競争入札参加申込書、提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　賃貸借期間の総額（税抜き）を入札金額としま

す。入札者は見積った契約希望金額から消費税及

び地方消費税に相当する金額を控除した金額（消

費税等を含まない契約希望金額）を入札書に記載

してください。また、入札金額には契約期間内の

業務履行に必要となる一切の費用を含めて見積も

るものとし、月額の賃貸借料（税抜きで１円未満

の端数を切り捨てた額）を月数（60 ヵ月）で乗

じる方法で見積もりしてください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する金額を加

算した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時

　　　平成31年２月21日（木）　午後３時

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２

　　　　幸市民館２階 第１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

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。また開札には

一般競争入札参加資格確認通知書を必ず持参してくだ

さい。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　無

　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
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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。

　　 　また、上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」

の場所において閲覧することができます。

11　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、発注

者はこの契約を変更又は解除することができるもの

とします。また、上記解除に伴い受注者に損失が生

じた場合は、その損失の補償を発注者に対して請求

することができるものとし、補償額は双方で協議し

て定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第49号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　幸市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２

　　　川崎市幸市民館・幸図書館

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　別紙仕様書のとおり

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

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている

者

　⑵ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑶ 　川崎市契約規則（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。

　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 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に以下の業種・種目に全て登録され

ていること。

　　ア 　業種17「建物清掃等」

　　　　種目08「建築物環境衛生総合管理」

　　イ 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目03「空調・衛生設備保守点検」

　　　　種目99「その他の施設維持管理」

　　ウ 　業種99「その他業務」

　　　　種目07「 受付案内、電話交換等の一般事務サー

ビス」

　⑹ 　本委託業務の遂行にあたり、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　　 　なお、本委託業務は、川崎市公共施設利用予約シ

ステム「ふれあいネット」の登録・予約管理業務を

含む。

　⑺ 　過去２年以内（平成29年度以降）に本市又は他官

公庁（国及び地方自治体）において、本委託業務の

内容及び規模をほぼ同じくする契約実績を有するこ

と。ただし、発注者と直接契約を締結し履行した元

請としての実績に限る。

３ 　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、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0023　川崎市幸区戸手本町１－11－２

　　　幸区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（幸市民館）

　　　電　話　044－541－3910

　　　ＦＡＸ　044－555－8224

　　　E-mail　88saisi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　 平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　２⑺に示す契約実績が確認できる契約書の写し

及び仕様書の写し
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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、競争入札参加申込書及び質問書の様

式などが添付されている入札説明書は、上記「３⑴

配布・提出場所及び問合せ先」の場所において、「３

⑵配布・提出期間」に縦覧に供するとともに、希望

者には印刷物を配布します。また、川崎市のホーム

ページの「入札情報かわさき」において、本案件の

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

　 　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、平成31年２月６日（水）までに、

平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書を送

付します。なお、当該委任先メールアドレスを登録し

ていない者にはＦＡＸにて送付します。

６ 　仕様書等に関する問合せ

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　 　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　 　また、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ので御注意ください。

　⑴ 　問合せ先

　　 　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月12日

（火）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　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　88saisi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－555－8224

　　 　なお、電子メール又はＦＡＸにて質問書を送付し

た場合は、送付した旨を044－541－3910あてに電話

連絡してください。

　⑸ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を全入札参加者に、平成31年２月18日

（月）午後５時までに、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。なお、当該委任先メールア

ドレスを登録していない者にはＦＡＸにて送付しま

す。

　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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 　競争入札参加申込書、提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を控除した金額（消費税等を含まない契約希

望金額）を入札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する金額を加

算した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時

　　　　平成31年２月21日（木）　午後２時

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２

　　　　幸市民館２階　第１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

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する
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権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。また開札には

一般競争入札参加資格確認通知書を必ず持参してくだ

さい。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　無

　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、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

　　 　また、上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」

の場所において閲覧することができます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。特定業務委託契約につい

ては、川崎市のホームページの「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」を御確認ください。

11　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本契約に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第50号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　高津市民館舞台運営業務委託

　⑵ 　履行場所　高津市民館

　　　　　　　　（川崎市高津区溝口１－４－１）

　⑶ 　履行期限　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成34年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　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 　川崎市登録業者で市内、準市内及び市外業者であ

ること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

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　99「その他業務」　　種目01「イベント」

　　　種目　07「一般事務」

　⑸ 　過去５年以内に本市又は他官公庁の公共ホール

（600名以上）を継続して３年以上かつ３箇所以上

の管理実績があること。ただし、発注者と直接契約

を締結し、履行した元請としての実績に限る。また、

ホール責任者は自社社員であること

　⑹ 　ＩＳＯ9001及びＩＳＯ27001を取得していること。

　⑺ 　企画制作を自社で起こし、公演実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口１－４－１

　　　高津市民館

　　　電話　044－814－7603

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの下記の時間

　　　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、土曜日及び日曜日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、無償で入

札説明書を交付します。また、入札説明書は３⑴の場

所において、平成31年１月25日（金）から平成31年２

月１日（金）まで縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月８
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日（金）午後５時までに平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月８日（金）

　　　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

　 　仕様書の内容に関する質問は、持参、電子メール又

はＦＡＸにより受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出方法

　　ア 　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　電子メールの場合の提出先

　　　　88takasi@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044－833－8175

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月12日（火）から２月14日（木）まで

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　⑶ 　質問回答縦覧

　　 　質問に対する回答は３⑴の場所において、平成31

年２月20日（水）の午前９時から正午までと、午後

１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、平成

31年２月20日（水）の午後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（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。）へ電子メールで送付します。なお、電子メー

ルの登録を行っていない場合は、ＦＡＸで送付しま

す。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　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 　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。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年３月１日（金）　午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市高津区溝口１－４－１

　　　　高津市民館第６会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　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

　　　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　平成31年第１回川崎市議会定例会における、本契

約に係る予算の議決を要します。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第51号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　件名

　　　 福祉総合情報システム機器更新に伴うセンタ機器の

賃貸借及び保守（一次・二次システム基盤）契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成32年１月１日から平成36年12月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　調達物品

　　　　入札説明書によります。

　　イ 　数量

　　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市有資格

業者名簿に業種「リース」種目「事務用機器」に登

載されており、かつ、Ａ等級に格付されていること。

なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加業

種・種目に登載のない者も含む）は、財政局資産管

理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平

成31年２月６日（水）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は中核市以上の規

模の他官公庁において、福祉事業に関するシステム

のサーバ機器賃貸借契約の実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒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８階

　　　健康福祉局総務部企画課

　　　福祉総合情報システム担当

　　　電話：044－200－3655

　　　E-mail：40kikaku@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

う場合は、メールの着信の確認を電話にて行って

ください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月６日

（水）まで（土、日及び祝日を除く

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　　　３⑴の場所で３⑵の期間に配布します。

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出し入札参加資格があると認め

られた者には、次により競争入札参加資格確認通知書

を交付します。ただし、川崎市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、そのアドレス宛に平成31年２月14日（木）に競争

入札参加資格確認通知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月14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

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認められた者には、入

札説明書を無償交付します。また入札説明書は上記

３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧に供します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月14日（木）から平成31年２月20日

（水）まで（土・日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、３⑴のメー

ルアドレス宛に開封確認付きの電子メールにて送信

してください。また、メール送信後にメールで送信

した旨を３⑴の担当宛連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　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31年２月26日

（火）までに電子メールにて送付します。

６ 　カタログの提出について

　 　入札参加資格があると認められた者は、導入予定機

種、導入予定ソフト等が本調達の仕様を満たしている

ことを証明するためのカタログを３⑴の場所に平成31

年２月20日（水）午後４時までに提出してください。
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なお、本市からの質問回答を踏まえ差替えが必要とな

った場合は、平成31年２月28日（木）までに差替え分

を提出してください。また、開札日の前日までの間に

おいて、提出したカタログに関し本市から説明を求め

られたときには、これに応じなければなりません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、上記１⑴の総額で行います。

　　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10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、消費税に関する課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積った契約希望金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場　　所　３⑴に同じ

　　イ 　日　　時　平成31年３月７日（木）午前10時

　⑶ 　郵送による場合の入札書の宛先及び受領期限

　　ア 　宛　　先　３⑴に同じ

　　イ 　受領期限　平成31年３月６日（水）午後５時必着

　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。また、当該送付を行ったら速や

かに、３⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。

10　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、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の契約関係規程において閲覧することができ

ます。

11　入札に関する苦情等

　 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申立てる

ことができます。

12　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 　委員会に苦情申立てが行われた場合、申立ての検

討期間中、契約締結等の手続きを一時停止すること

があります。

　⑶ 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑷ 　この入札への参加者が、２者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。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑹ 　本件の落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要

します。

　⑺ 　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。

　⑻ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of servers and other necessary equipment 

for Renovation of the Kawasaki City welfare 

synthesis information system (first-order and 

second-order system infrastructure).

　⑵ 　Time-limit for tender:
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　　　10:00 a.m. March 7 2019 (Thursday)

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　5:00 p.m. March 6, 2019 (Wednesday)

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Welfare synthesis information system charge

　　　Planning Section

　　　General Administration Department

　　　Health and Welfare Bureau

　　　12-1, Ekimaehon-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki City, Kanagawa 210-0007 Japan

　　　TEL: 044-200-3655

　　　E-mail: 40kikaku@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第52号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　福祉総合情報システム機器更新に伴うセンタ機器

の賃貸借及び保守（三次システム基盤）契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成32年１月１日から平成36年12月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　調達物品

　　　　入札説明書によります。

　　イ 　数量

　　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市有資格

業者名簿に業種「リース」種目「事務用機器」に登

載されており、かつ、Ａ等級に格付されていること。

なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加業

種・種目に登載のない者も含む）は、財政局資産管

理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平

成31年２月６日（水）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は中核市以上の規

模の他官公庁において、福祉事業に関するシステム

のサーバ機器賃貸借契約の実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒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８階

　　　健康福祉局総務部企画課

　　　福祉総合情報システム担当

　　　電話　：044－200－3655

　　　E-mail：40kikaku@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

う場合は、メールの着信の確認を電話にて行って

ください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月６日

（水）まで（土、日及び祝日を除く

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　　　３⑴の場所で３⑵の期間に配布します。

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出し入札参加資格があると認め

られた者には、次により競争入札参加資格確認通知書

を交付します。ただし、川崎市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、そのアドレス宛に平成31年２月14日（木）に競争

入札参加資格確認通知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成31年２月14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

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認められた者には、入

札説明書を無償交付します。また入札説明書は上記

３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧に供します。

５ 　仕様に関する問合せ
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　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月14日（木）から平成31年２月20日

（水）まで（土・日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、３⑴のメー

ルアドレス宛に開封確認付きの電子メールにて送信

してください。また、メール送信後にメールで送信

した旨を３？の担当宛連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　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31年２月26日

（火）までに電子メールにて送付します。

６ 　カタログの提出について

　 　入札参加資格があると認められた者は、導入予定機

種、導入予定ソフト等が本調達の仕様を満たしている

ことを証明するためのカタログを３⑴の場所に平成31

年２月20日（水）午後４時までに提出してください。

なお、本市からの質問回答を踏まえ差替えが必要とな

った場合は、平成31年２月28日（木）までに差替え分

を提出してください。また、開札日の前日までの間に

おいて、提出したカタログに関し本市から説明を求め

られたときには、これに応じなければなりません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、上記１⑴の総額で行います。

　　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10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、消費税に関する課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積った契約希望金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場　　所　３⑴に同じ

　　イ 　日　　時　平成31年３月７日（木）午前11時

　⑶ 　郵送による場合の入札書の宛先及び受領期限

　　ア 　宛　　先　３⑴に同じ

　　イ 　受領期限　平成31年３月６日（水）午後５時必着

　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入札

書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び「入

札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送付して

ください。また、当該送付を行ったら速やかに、３

⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。

10　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、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の契約関係規程において閲覧することができ

ます。

11　入札に関する苦情等

　 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申立てる

ことができます。

12　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 　委員会に苦情申立てが行われた場合、申立ての検

討期間中、契約締結等の手続きを一時停止すること

があります。

　⑶ 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑷ 　この入札への参加者が、２者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。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
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該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑹ 　本件の落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要

します。

　⑺ 　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。

　⑻ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of servers and other necessary equipment 

for Renovation of the Kawasaki City welfare 

synthesis information system (third-order 

system infrastructure). 

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　 11:00 a.m. March 7 2019 (Thursday)

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　 5:00 p.m. March 6, 2019 (Wednesday)

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Welfare synthesis information system charge

　　　Planning Section

　　　General Administration Department

　　　Health and Welfare Bureau

　　　12-1, Ekimaehon-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki City, Kanagawa 210-0007 Japan

　　　TEL: 044-200-3655

　　　E-mail: 40kikaku@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第53号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　平成31年度自動体外式除細動器

　　　　　　　　（ＡＥＤ）賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市内75箇所

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から

　　　　　　　　平成36年３月31日まで

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「リース」種目「その他」

で登録されていること。

　⑷ 　高度管理医療機器等賃貸業の許可を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエアビル西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健医療政策室　担当：澤田

　　　電話：044－200－3740　ＦＡＸ：044－200－3934

　　　MAIL：40iryose@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで（土曜日、日曜日除く）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　高度管理医療機器等貸与業許可証（入札日にお

いて有効期間内のもの）の写し

　　ウ 　納入予定機器のカタログ

　⑷ 　　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 」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html→「入札情報」→

「入札情報（入札公表・落札結果）」→物品欄の「入

札公表」の中にあります。）

　　 　ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期

間に、３⑴の場所で配布します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに、平成31年２月５日（火）までに送付し

ます。なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様書・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ場所

　　　上記３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　　平成31年１月25日（金）午前８時30分から
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　　　平成31年２月７日（木）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴の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、その旨を担当まで電話で御連絡ください。

　⑷ 　回答

　　 　入札参加者から質問があった場合は、全ての質問

及び回答を一覧表にした質問回答書を、平成31年２

月12日（火）午後５時15分までに、参加者全員あて

に入札参加申込書記載の電子メールアドレスに送付

します。なお、回答後の再質問は受け付けません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書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

　　 　入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの総額で

行います。月額の賃貸借料（消費税及び地方消費税

に相当する金額を除き、１円未満の端数を切り捨て

た額）を、履行期間の月数（60 ヶ月）で乗じる方

法で見積もりしてください。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　　平成31年２月15日（金）午前10時

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエアビル西館12階　12Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参によります。

　⑷ 　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。

　⑸ 　開札の日時・場所

　　　上記７⑵に同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

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 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市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31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第54号

　　　入　札　公　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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、仕様書及び質問書等は、所管課

にて配布いたします。

　⑵ 　競争参加資格があると認められた者には、平成31

年２月21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

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 川崎市役所他79か所

契 約 期 間 平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

競争参加資格

１ 　 入札期日において、平成31・32年度製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」に登載されていること。

　 　 なお、入札参加業種に登載のない者は、財政局資産管理部契約課に所定の様式により、資格

審査申請を平成31年２月１日（金）までに行ってください。

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 　 エムシーアクセス・サポート株式会社との取引基本契約を締結していること。

５ 　 国または地方公共団体において、ＭＣＡ無線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実績が過去２年間にあること。

６ 　総務大臣の登録を受けた登録点検事業者であること。

７ 　 本業務を履行するにあたり、本仕様書に記載された内容を実施するために必要となる無線に

関する技術及び知識を有する者、各種機器に関する技術及び知識を有する者など必要人数を

確保できること。

競 争 参 加

の 申 込

受 付 期 間 平成31年１月25日から平成31年２月８日まで

受 付 場 所 上記の所管課で持参により受付けます。

申 請 期 間
平成31年１月25日から平成31年２月８日まで受付けます。（同等品の申請については、平成31

年１月25日から平成31年２月８日までに、上記の所管課に申請し、審査を受けてください。）

申請に対する

回 答
平成31年２月21日までに適宜通知します。

入札及び開札

日 時 平成31年３月８日　午前10時

場 所
川崎市健康福祉局　10Ｅ会議室

（川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階）
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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 　郵便による入札について

　　 　郵便で入札書を提出する場合は、平成31年３月７

日（木）（必着）までに、所管課に郵送してください。

　⑶ 　入札保証金は免除します。

　⑷ 　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。

　⑸ 　入札金額は、月額の賃貸借料に賃貸借期間（60か

月）を乗じた額で見積もりした金額（税抜き）を入

札書に記載してください。

　⑹ 　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

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「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31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

７ 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 Lease wireless equipment for disaster 

countermeasure 

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　10:00 A.M  8 March  2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　7 March 2019

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　 KAWASAKI CITY OFFICE Health and medical 

policy department

　　　 580 ,Horikawacyo, Saiwai-ku Kawasaki, 

Kanagawa 212-0013, Japan

　　　TEL:044-200-0562

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第55号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び納入予定数量

　　ア 　児童生徒用机（固定式）　　約6,500台

　　イ 　児童生徒用椅子（固定式）　約6,500脚

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市内各学校指定場所

　⑷ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式により行います（電子入札

はできません）。

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条の規定に該当する資格停止

期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事

務機器」種目「事務用器具」に登載されており、か

つ、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者も含む）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

平成31年２月８日までに行ってください。

　⑷ 　この購入物品について、平成20年４月１日以降に

類似の契約実績があること、または、この物品に係

るメーカー、販売代理店等からの引受証明を受けて

いること。
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　　 　なお、契約実績については契約につき1,000,000

円以上（単価契約については、契約期間における総

金額）とします。

　⑸ 　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　佐々木

　　　　　　　　　〒230－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　（明治安田生命ビル13階）

　　　　　　　　　電話　044－200－2092

　　イ 　閲覧期間　平成31年１月25日～平成31年２月８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」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成31年１月25日～平成31年２月８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

　 　この入札に参加を希望する者は、次により上記１⑴

の購入物品ごとにそれぞれ一般競争入札参加申込書等

を提出しなければなりません。ただし、一般競争入札

参加申込書等の郵送による提出は認めません。

　　 　また、提出された書類等に関し説明を求められた

ときは、これに応じなければなりません。提出され

た書類等を審査した結果、当該物品を納入すること

ができると認められた者に限り、入札に参加するこ

とができます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

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）、またはメーカー、販売代理店等の

引受証明書等

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、入札説明書は上記３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者

　　教育委員会事務局教育環境整備推進室　担当　丹下

　　電話　044－200－3270（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 　質問書の取得方法

　　　　質問書の配布は、上記３⑴の場所で行います。

　　　 　また、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）」からもダウンロードでき

ます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を提出して

ください。

　　　 　配布・提出期間　 平成31年１月25日～平成31年

２月８日土曜日、日曜日を除

く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　 　また、質問書を提出する場合には、紙の質問書

と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式

のまま保存した質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　平成31年２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

イルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日

までに８の入札参加資格確認通知書等に添付して

交付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物

品」の委任先メールアドレスに平成31年２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31年２月27日の午前９時～正午に上記
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３　⑴ 　ア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、日時及び場所

　　 　上記１⑴の購入物品ごとそれぞれ入札に付し、１

台または１脚あたりの単価で行います。

　　 　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 　入札書の提出日時　平成31年３月14日　午前11時

　　イ 　入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札室

（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　　上記10　⑴ 　ア及びイに同じ。

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　平成31年３月12日必着

　　イ 　あて先　上記３⑴アに同じ

　⑷ 　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、落札したにもかか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か

か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パーセントを入札書提出前に納付しなければなり

ません。

　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。

11　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

12　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、平成31年第１

回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　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、落札したにもかか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か

か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、契約単価に

予定数量を乗じて得た額の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、３⑴の場所において閲覧でき

ます。

13　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　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 　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。

14　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased: 

　　①　 Desk for children approximately 6,500 

desks

　　②　 Chair for children approximately 6500 

chairs

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,14 March 

2019

　⑶ 　 Contact point for the notice : 

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 
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　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku 

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2092

　⑷ 　Language:Japanese is the only language used 

in all the contact procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第56号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

平成31年１月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び納入予定数量

　　ア 　再生紙・Ａ３ 約　 2,200箱　　

　　イ 　再生紙・Ａ４ 約　20,200箱　　

　　ウ 　再生紙・Ｂ４ 約　11,000箱　　

　　エ 　再生紙・Ｂ５ 約　 7,350箱　　

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市内各学校指定場所

　⑷ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式により行います（電子入札

はできません）。

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条の規定に該当する資格停止

期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事

務機器」種目「用紙類」に登載されており、かつ、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者も含む。）は、財政局資

産管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請

を平成31年２月８日までに行ってください。

　⑷ 　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　佐々木

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　（明治安田生命ビル13階）

　　　　　　　　　電話　044－200－2092

　　イ 　閲覧期間　平成31年１月25日～平成31年２月８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」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成31年１月25日～平成31年２月８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

　 　この入札に参加を希望する者は、次により上記１⑴

の購入物品ごとにそれぞれ一般競争入札参加申込書等

を提出しなければなりません。ただし、一般競争入札

参加申込書等の郵送による提出は認めません。

　 　また、提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。提出された書

類等を審査した結果、当該物品を納入することができ

ると認められた者に限り、入札に参加することができ

ます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

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 　用紙品質証明書

　　ウ 　用紙供給及び配送証明書

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、入札説明書は上記３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者

　　教育委員会事務局総務部学事課　担当　齋藤

　　電話　044－200－3659（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
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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 　質問書の取得方法

　　　　質問書の配布は、上記３⑴の場所で行います。

　　　 　また、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）」からもダウンロードでき

ます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を提出して

ください。

　　　　配布・提出期間

　　　　平成31年１月25日～平成31年２月８日

　　　　（土曜日、日曜日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　 　また、質問書を提出する場合には、紙の質問書

と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式

のまま保存した質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　平成31年２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

イルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日

までに８の入札参加資格確認通知書等に添付して

交付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物

品」の委任先メールアドレスに平成31年２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31年２月27日の午前９時～正午に上記

３⑴ア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

　　 　上記１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付し、

用紙１箱あたりの単価で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　平成31年３月14日

　　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　場　所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期限　　平成31年３月12日　必着

　　イ 　あて先　上記３⑴アに同じ

　⑷ 　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、落札したにもかか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か

か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、入札案件ご

とにそれぞれ入札単価に予定数量を乗じて得た額の

２パーセント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。

　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。

11　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、平成31年第１

回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　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、落札したにもかか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か

か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、契約単価に
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予定数量を乗じて得た額の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、３⑴の場所において閲覧でき

ます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　①Regenerated Paper (A3)approximately  2,200Packs

　　②Regenerated Paper (A4)approximately 20,200Packs

　　③Regenerated Paper (B4)approximately 11,000Packs

　　④Regenerated Paper (B5)approximately  7,350Packs

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,14 March 

2019

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku 

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2092

　⑷ 　Language:Japanese is the only language used 

in all the contact procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第57号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 災害対策本部整備に関するパソコンの賃貸借及び

保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月10日から平成36年４月９日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿の業種「リース」ランク「Ｂ」以上にそれ

ぞれ登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、ＰＣ・サーバ・ネットワーク機器等に関す

る類似の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行

していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　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31年１月25日（金）から２月１日（金）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から

午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
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（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月６日（水）　午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月25日（金）から２月８日（金）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から

午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月14日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額から消費税（平成31年４月10日から９月30

日までは税率８％、平成31年10月１日から平成36

年４月９日までは税率10％として計算のこと）を

除いた金額を入札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

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（平成

31年４月10日から９月30日までは税率８％、平成

31年10月１日から平成36年４月９日までは税率10

％として計算のこと）を加算した金額をもって契

約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年２月20日（水）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.
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jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第58号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告（調達）第59号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学Ｂ型肝炎予防接種業務委託

履行場所 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉４丁目30番１号）及び受託者の開設場所

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録さ

れている者。

⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「医療関連業務」種目

「その他医療関連」で登録されている者。

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学学生健康診断業務委託

履行場所 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉４丁目30番１号）及び受託者の開設場所

履行期限 平成31年４月１日から平成31年８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 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録さ

れている者。

⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「医療関連業務」種目

「その他医療関連」で登録されている者。

⑸ 　平成29年４月１日以降に本市または他の官公庁と類似の契約実績があること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課学生係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４丁目30番１号）

電話番号　044－587－3502

入札日時等 平成31年２月15日（金）10時30分（川崎市立看護短期大学　会議室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

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

します。

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



川 崎 市 公 報 （第1,763号）平成31年(2019年)１月25日

－237－

参 加 資 格 ⑸ 　平成29年４月１日以降に本市または他の官公庁と類似の契約実績があること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課学生係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４丁目30番１号）

電話番号　044－587－3502

入札日時等 平成31年２月15日（金）10時30分（川崎市立看護短期大学　会議室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

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

・ 当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議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60号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市立学校児童生徒結核検診委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立高等学校他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　概要

　　 　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）及び学校保健安

全法（昭和33年法律第56号）に基づき、市立学校に

在籍する児童生徒に対し、結核検診を実施する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」、種目

「その他の医療関連業務」で登載されていること。

　⑷ 　過去５年以内（平成26年度以降）に本市又は他の

官公庁において、類似の契約実績があり、かつ誠実

に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　担当　金内

　　　電話　044－200－3321

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により競争参加申込書を提出した者には、次

により競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　平成31年２月８日（金）午後５時まで

　⑵ 　交付方法

　　 　川崎市の業務委託有資格業者名簿に電子メールア

ドレスを登録している場合は、電子メールにて送付

します。

　　 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにて送付します。

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は上記３⑴の場所において、平

成31年１月25日（金）から平成31年２月５日（火）
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まで縦覧に供します。（土曜日、日曜日を除く。毎

日午前９時から正午、午後１時から午後５時）

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月８日（金）から平成31年２月15日

（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、直接担当部署に提出す

るか、指定するＦＡＸあてに送信してください。

　　 　また、ＦＡＸにて質問する場合は、質問書を送信

した旨を担当まで連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月21日

（木）までに、競争参加者全てに電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

　⑸ 　その他

　　 　問い合わせ期間後に提出された質問には回答しま

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、次のいずれ

かに該当するときは、競争参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　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 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は、「川崎市立学校児童生徒結核検診委

託契約仕様書」１　実施内容に定める検査項目の１

名あたりの単価の合計金額を記載してください。な

お、消費税額及び地方消費税額は、代金支払いの際

に加算しますので、入札書に記載する金額には含ま

れないものとします。

　　 　なお、契約金額は記載された合計金額を健康教育

課の設定する検査項目毎の予定金額で按分した価格

となります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　（ア）日時

　　　　　　平成31年２月28日（木）　午前11時

　　　（イ）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

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　　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 　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、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

できます。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑶ 　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61号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

　「川崎市立小杉小学校通学路交通安全警備業務委託」

における一般競争入札については、川崎市公告（調達）

第61号及び関係法令等に定めるもののほか、この入札説

明書によるものとします。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市立小杉小学校通学路交通安全警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立小杉小学校

　⑶ 　履行期間
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　　　平成31年４月１日から平成31年７月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　別紙仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種（警備業務）・種目（人

的警備業務）で登録されている者で、都道府県公安

委員会の認定を受けた者であること。

　⑷ 　過去５年間（平成26年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札

公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす

ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は

持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：小竹・飯島

　　　電　話：044－200－3152（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）まで（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５時まで）

とします。

４ 　入札説明書等の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財

政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び

ダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じ。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成31年

２月８日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月８日（金）～平成31年２月15日（金）

　　　 （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５時まで）

　⑶ 　回答方法

　　 　平成31年２月21日（木）までに、競争参加者全て

にＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

　⑷ 　その他

　　　受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、平成31年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に

100分の８に相当する額を加算した金額とする。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
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に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月28日（木）　午後２時

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎15階第１会議室（川

崎市川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３の⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情報」内の「契約関係規定」で閲覧することができ

ます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第62号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　 　2019年度かわさき健幸福寿プロジェクト推進事業業

務委託

２ 　委託内容

　 　表彰式イベントの企画運営、利用者インセンティブ

の作成　等

３ 　履行期限

　　契約締結日～ 2020年３月31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。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業者委

託有資格業者名簿の業種・種目「99その他業務　01

イベント」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。

　　① 　川崎市または他自治体の広報紙（年複数回、定

期的に刊行しているものに限る。）の制作実績を

過去３年間に１件以上有すること。

　　② 　川崎市または他自治体における同種イベントの

運営実績を過去３年間に１件以上有すること。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務

能力を有すること。

５ 　担当部署

　　健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　平成31年１月25日（金）～平成31年２月４日（月）

　　　土日祝日を除く

　　　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　　所在地：川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　⑶ 　提出書類

　　①　参加意向申出書（様式１）

　　② 　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　③　誓約書（様式４）

　　④ 　「４　提案書の提出者の資格⑷」の要件を満た

していることが確認できる書類

　⑷ 　提出期限

　　　平成31年２月４日（月）17：00　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31年２月12日（火）17：00　まで

　⑵ 　提出場所
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　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　13部（Ａ４判縦横どちらでも可）

　　イ 　リニューアル後の事例集（案）　13部

　　ウ 　見積書（総額、作業内訳記載のこと。）

８ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月18日（月）午前中（時間及び開催場

所は後日連絡。）

　⑵ 　時間

　　 　各社プレゼンテーション30分（その他質疑15分）

とする。

　⑶ 　評価項目

　　①表彰式イベントの運営について

　　　ア 　市民の介護サービスへの関心を高めるための

提案

　　　イ 　事業所のモチベーション向上につなげるため

の提案

　　　ウ 　講演テーマ及び講師の人選

　　　エ 　効果的なＰＲ方法の提案

　　② 　参加者及び参加事業所へのインセンティブの企

画・デザイン及び作成

　　　ア 　市民の本事業への関心を高めるための提案

　　　イ 　事業所の参加意欲向上のための提案

　　　ウ 　効果的なＰＲ方法の提案

　　③ 　第３期プロジェクト参加事業所事例集の作成に

ついて

　　　ア 　事例集全体の構成案

　　　イ 　市民の参加意欲向上のための提案

　　　ウ 　事業所の事例紹介

　　　エ 　事業所の参加意欲向上のための提案

　　　オ 　効果的なＰＲ方法の提案

　　④　会社概要及び関連業務実績

　　　ア 　制作実績（自治体広報紙及びイベント）

　　　イ 　組織体制

　　⑤　その他評価

　　　ア 　取組姿勢

　　　イ 　提案の表現力・説得力

　　　ウ 　提案の独自性

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　所在地：川崎市幸区堀川町580番地

　　ソリッドスクエア西館10階

　　電話番号　044－200－2454

　　メールアドレス　40kosui@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

　　　8,665,800円以下（消費税及び地方消費税を含む）

　⑷ 　提出された書類は返却しない。

　⑸ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　⑹ 　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、選定審査委員会におい

てあらかじめ事前評価を行い、企画提案説明書「４

　提案書の提出者の資格⑷」の要件を全て満たして

いる提案者のみ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します

　⑺ 　当該落札の効果は、平成31年第１回川崎市議会定

例会における、本調達に係る予算の議決を要するも

のとする。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第63号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校自家用電気工作物保安業務

委託（川崎区）

２ 　履行場所　川崎市川崎区殿町１－17－19ほか

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※　詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること（６⑴を必ずお読み

ください。）。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産
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業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること（６⑴を必ずお読みください。）。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分ご注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　ウ 　５⑸に示した資格を満たしていることを確認で

きる関東東北産業保安監督部発行の通知「保安監

理業務外部委託承認について」の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午後

５時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　丹下

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件の設計書について質問がある場合は、質問書

を提出できます。なお、質問書の郵送による提出は

認めません。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　 　平成31年２月４日（月）～平成31年２月14日

（木）まで

　　　 　午前８時30分～正午まで、午後１時～午後５時

まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を入

札参加申込時に指定する日時・方法により回答しま

す。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31年２月

８日（金）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。
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12　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　 　入札予定日時に下記⑵の場所へ入札書（代理人によ

る入札の場合は委任状も含む。）及び積算内訳書を同

封し持参してください。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出・開札日時

　　　平成31年２月27日（水）午前９時30分

　⑵ 　入札書及び積算内訳書の提出場所

　　　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

13　札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　　 　なお、入札書と積算内訳書の合計金額に相違があ

った場合、入札書の金額を入札金額とします。

　⑵ 　入札の無効

　　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行っ

た入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定

める入札並びに積算内訳書の未提出又は不備が

ある場合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、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変えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　否

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

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

約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることが

できます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第64号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校自家用電気工作物保安業務

委託（幸区）

２ 　履行場所　川崎市幸区中幸町２－17ほか

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること（６⑴を必ずお読み

ください。）。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること（６⑴を必ずお読みください。）。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分ご注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければな

りません。

　⑴ 　提出物
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　　ア 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　ウ 　５⑸に示した資格を満たしていることを確認で

きる関東東北産業保安監督部発行の通知「保安監

理業務外部委託承認について」の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午後

５時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　丹下

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件の設計書について質問がある場合は、質問書

を提出できます。なお、質問書の郵送による提出は

認めません。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　　平成31年２月４日（月）～

　　　　平成31年２月14日（木）まで

　　　　午前８時30分～正午まで、

　　　　午後１時～午後５時まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を入

札参加申込時に指定する日時・方法により回答しま

す。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31年２月

８日（金）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　 　入札予定日時に下記⑵の場所へ入札書（代理人によ

る入札の場合は委任状も含む。）及び積算内訳書を同

封し持参してください。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出・開札日時　平成31

年２月27日（水）午前９時30分

　⑵ 　入札書及び積算内訳書の提出場所　川崎市川崎区

東田町５番４号

　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その



川 崎 市 公 報 （第1,763号）平成31年(2019年)１月25日

－245－

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。

　　 　なお、入札書と積算内訳書の合計金額に相違があ

った場合、入札書の金額を入札金額とします。

　⑵ 　入札の無効

　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った

入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札並びに積算内訳書の未提出又は不備がある場

合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、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変えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　否

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

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

約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることが

できます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第65号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校自家用電気工作物保安業務

委託（中原区）

２ 　履行場所　川崎市中原区上平間585ほか

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること（６⑴を必ずお読み

ください。）。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること（６⑴を必ずお読みください。）。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分ご注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　ウ 　５⑸に示した資格を満たしていることを確認で

きる関東東北産業保安監督部発行の通知「保安監

理業務外部委託承認について」の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く
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ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

まで

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

　　 　平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午後

５時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　丹下

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件の設計書について質問がある場合は、質問書

を提出できます。なお、質問書の郵送による提出は

認めません。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　 　平成31年２月４日（月）～平成31年２月14日

（木）まで

　　　 　午前８時30分～正午まで、午後１時～午後５時

まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を入

札参加申込時に指定する日時・方法により回答しま

す。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31年２月

８日（金）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　 　入札予定日時に下記⑵の場所へ入札書（代理人によ

る入札の場合は委任状も含む。）及び積算内訳書を同

封し持参してください。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出・開札日時　平成31

年２月27日（水）午前９時30分

　⑵ 　入札書及び積算内訳書の提出場所

　　　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　　 　なお、入札書と積算内訳書の合計金額に相違があ

った場合、入札書の金額を入札金額とします。

　⑵ 　入札の無効

　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った

入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札並びに積算内訳書の未提出又は不備がある場

合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を
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もって契約保証金の納付に変えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　否

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

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

約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることが

できます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第66号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校自家用電気工作物保安業務

委託（高津区）

２ 　履行場所　川崎市高津区千年1024ほか

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること（６⑴を必ずお読み

ください。）。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること（６⑴を必ずお読みください。）。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分ご注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　ウ 　５⑸に示した資格を満たしていることを確認で

きる関東東北産業保安監督部発行の通知「保安監

理業務外部委託承認について」の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午後

５時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　丹下
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　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件の設計書について質問がある場合は、質問書

を提出できます。なお、質問書の郵送による提出は

認めません。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　　平成31年２月４日（月）～

　　　　平成31年２月14日（木）まで

　　　　午前８時30分～正午まで、

　　　　午後１時～午後５時まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を入

札参加申込時に指定する日時・方法により回答しま

す。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31年２月

８日（金）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　 　入札予定日時に下記⑵の場所へ入札書（代理人によ

る入札の場合は委任状も含む。）及び積算内訳書を同

封し持参してください。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出・開札日時　平成31

年２月27日（水）午前９時30分

　⑵ 　入札書及び積算内訳書の提出場所　川崎市川崎区

東田町５番４号

　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　　 　なお、入札書と積算内訳書の合計金額に相違があ

った場合、入札書の金額を入札金額とします。

　⑵ 　入札の無効

　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った

入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札並びに積算内訳書の未提出又は不備がある場

合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、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変えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　否

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

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

約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることが

できます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
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ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第67号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校自家用電気工作物保安業務

委託（宮前区）

２ 　履行場所　川崎市宮前区野川1269ほか

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること（６⑴を必ずお読み

ください。）。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること（６⑴を必ずお読みください。）。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分ご注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　ウ 　５⑸に示した資格を満たしていることを確認で

きる関東東北産業保安監督部発行の通知「保安監

理業務外部委託承認について」の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

まで

　　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く。平日は午前８時30分～正午まで、午後１時

～午後５時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　丹下

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件の設計書について質問がある場合は、質問書
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を提出できます。なお、質問書の郵送による提出は

認めません。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　 　平成31年２月４日（月）～平成31年２月14日

（木）まで

　　　 　午前８時30分～正午まで、午後１時～午後５時

まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を入

札参加申込時に指定する日時・方法により回答しま

す。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31年２月

８日（金）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　 　入札予定日時に下記⑵の場所へ入札書（代理人によ

る入札の場合は委任状も含む。）及び積算内訳書を同

封し持参してください。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出・開札日時

　　　平成31年２月27日（水）午前９時30分

　⑵ 　入札書及び積算内訳書の提出場所

　　　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　　 　なお、入札書と積算内訳書の合計金額に相違があ

った場合、入札書の金額を入札金額とします。

　⑵ 　入札の無効

　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った

入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札並びに積算内訳書の未提出又は不備がある場

合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、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変えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　否

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

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

約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることが

できます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第68号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校自家用電気工作物保安業務

委託（多摩区）

２ 　履行場所　川崎市多摩区宿河原３－18－１ほか

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工
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作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること（６⑴を必ずお読み

ください。）。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること（６⑴を必ずお読みください。）。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分ご注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　ウ 　５⑸に示した資格を満たしていることを確認で

きる関東東北産業保安監督部発行の通知「保安監

理業務外部委託承認について」の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午後

５時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　丹下

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件の設計書について質問がある場合は、質問書

を提出できます。なお、質問書の郵送による提出は

認めません。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　 　平成31年２月４日（月）～平成31年２月14日

（木）まで

　　　 　午前８時30分～正午まで、午後１時～午後５時

まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ
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った場合、提出したすべての者の質問及び回答を入

札参加申込時に指定する日時・方法により回答しま

す。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31年２月

８日（金）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　 　入札予定日時に下記⑵の場所へ入札書（代理人によ

る入札の場合は委任状も含む。）及び積算内訳書を同

封し持参してください。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出・開札日時　平成31

年２月27日（水）午前９時30分

　⑵ 　入札書及び積算内訳書の提出場所

　　　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　　 　なお、入札書と積算内訳書の合計金額に相違があ

った場合、入札書の金額を入札金額とします。

　⑵ 　入札の無効

　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った

入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札並びに積算内訳書の未提出又は不備がある場

合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、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変えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　否

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

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

約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることが

できます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第69号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校自家用電気工作物保安業務

委託（麻生区）

２ 　履行場所　川崎市麻生区細山２－２－１ほか

３ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31日

まで

４ 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備」に登載されていること。

　⑷ 　平成25年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること（６⑴を必ずお読み

ください。）。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77
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号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること（６⑴を必ずお読みください。）。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分ご注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格申請書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　ウ 　５⑸に示した資格を満たしていることを確認で

きる関東東北産業保安監督部発行の通知「保安監

理業務外部委託承認について」の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）～平成31年２月１日（金）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は午前８時30分～正午まで、午後１時～午後

５時までとします。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　丹下

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　本件の設計書について質問がある場合は、質問書

を提出できます。なお、質問書の郵送による提出は

認めません。

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。質問書に質問事項を入力した後、紙によ

る質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥｘｃ

ｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問受付けをいたし

ません。）

　　ア 　提出期間

　　　 　平成31年２月４日（月）～平成31年２月14日

（木）まで

　　　 　午前８時30分～正午まで、午後１時～午後５時

まで（開庁日のみ）

　　イ 　提出場所　６⑷と同じ

　⑵ 　回答

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、質問があ

った場合、提出したすべての者の質問及び回答を入

札参加申込時に指定する日時・方法により回答しま

す。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を平成31年２月

８日（金）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記
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載をしたとき。

12　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　 　入札予定日時に下記⑵の場所へ入札書（代理人によ

る入札の場合は委任状も含む。）及び積算内訳書を同

封し持参してください。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出・開札日時　平成31

年２月27日（水）午前９時30分

　⑵ 　入札書及び積算内訳書の提出場所

　　　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　　 　なお、入札書と積算内訳書の合計金額に相違があ

った場合、入札書の金額を入札金額とします。

　⑵ 　入札の無効

　　ア 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った

入札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札並びに積算内訳書の未提出又は不備がある場

合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、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変えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　否

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

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

約関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることが

できます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第70号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市北部児童相談所電気需給契約

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市北部児童相談所

　　　（川崎市多摩区生田７－16－２）

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　ア 　従量電灯Ｃ調達見込数量　20,777キロワット時

　　イ 　低圧電力調達見込数量　　15,478キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として

許可を得ている者、又は同法第16条の２第１項の規

定に基づき特定規模電気事業者として届出を行って

いる者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他物品販売」、種目「電

気供給」に登載されていること。　

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。　

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入するとともに、アフター

サービスを本市の求めに応じて、速やかに提供でき

ること。　

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。　

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
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競争入札参加申込書を持参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒214－0038　川崎市多摩区生田７－16－２

　　　川崎市北部児童相談所　管理担当

　　　電　話　044－931－4300

　　　ＦＡＸ　044－931－4505

　　　E-mail　45hokuzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（火）までの午前８時30分から午後５時00分までと

します。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）

及び開庁日の正午から午後１時00分までを除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　電気事業法に基づき一般電気事業者又は特定規

模電気事業者であることを確認できる許可証等の

写し

　　ウ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱に基づく通知

書（電気事業者用）の写し

　　　 　上記イ、ウの書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。なお、

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出

された書類は返却しません。

　⑷ 　その他

　　 　一般競争入札参加申込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

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り一般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月６日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時00分から午後５時00分まで。ただ

し、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日までに電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）午前８時30分から平成31

年２月８日（金）正午までとします。ただし、持参

の場合は、閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00

分までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式・方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式によりＦＡ

Ｘまたはメールアドレス宛に送付してください。

　　 　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　上記３⑴に同じ

　　イ 　ＦＡＸ　　　上記３⑴に同じ

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）午後５時15分までに、入

札参加資格を有する全社へ電子メール又は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 　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、

指定のある場合を除き、その力率は100パーセン

トとします。

　　ウ 　燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないものとします。

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　　ア 　提出日時　平成31年２月20日（水）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　提出場所　川崎市幸区鹿島田１丁目21番９号

　　　　川崎市こども家庭センター（４階研修室）

　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
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　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この調達の契約手続において使用する言語及び通

貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　入札説明会は開催しません。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第71号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市立図書館自動車文庫運行管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　宮前図書館ほか

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　図書館が所有する自動車文庫車両の管理・運転

等を行う運行管理業務。宮前図書館と市内21 ヶ所

の自動車文庫開設場所及び学校図書館等に設けた配

本・回収場所との間を運行表に基づき運行する。詳

細は仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「その

他」で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 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒216－0006　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　宮前図書館　担当　舟田・河野

　　電話　：044－888－3918

　　ＦＡＸ：044－888－5740

　　E-Mail：88miyato@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで（土曜日・日曜日及び１月28日（月）を

除く）。受付時間は午前９時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時まで。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

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

html）において、本件の「入札公表情報詳細」のペ

ージからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月４日（月）

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電
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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。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、入札説明書を交付します。

　　 　なお、入札説明書は上記３の場所において平成31

年１月25日（金）から平成31年２月１日（金）まで

（土曜日・日曜日及び１月28日（月）を除く。受付

時間は午前９時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。）縦覧に供します。

　　 　また、入札説明書は川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）において、本件の「入札公

表情報詳細」のページからダウンロードすることが

できます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月４日（月）午前９時30分から平成31

年２月７日（木）

　　 　（毎日午前９時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。なお、ＦＡＸ及び電子メー

ル後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月13日（水）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答します。電話等による結果の

問い合わせには一切応じません。

　⑸ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

　　ウ 　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が

なかった場合は電話にてご連絡ください。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札は、年額の総価で行います。入札者は、法

令所定の消費税額及び地方消費税額を含まない金

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を加算

した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月22日（金）　午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　　宮前区役所４階　大会議室

　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

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において、閲覧すること

ができます。

10　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎

市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参
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加者心得の定めるところによります。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第72号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　多摩市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所　 多摩市民館（川崎市多摩区登戸1775－

１）

　⑶ 　履行期限　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録される予定

である者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

る予定であること。

　　ア 　業種　17「建物清掃等」

　　　　種目　08「総合管理」

　　イ 　業種　19「施設維持管理」

　　　　種目　99「その他維持管理」

　　ウ 　業種　99「その他業務」

　　　　種目　07「一般事務」　

　⑸ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　　 　なお、本委託業務は、川崎市公共施設利用予約シ

ステム「ふれあいネット」の登録・予約管理業務を

含みます。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、本委託業務の内容及び規模をほぼ同じくする契

約実績を有すること。ただし、発注者と直接契約を

締結した、元請としての契約実績に限ります。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒214－8570　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（多摩市民館）

　　　電話：044－935－3333

　　　E-Mail：（88tamasi@city.kawasaki.jp）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで（土曜日、日曜日を除く）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑹に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書について

　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 　入札説明書の交付

　　 　３により競争参加申込書を提出した者に、入札説

明書を交付します。また、３⑴の場所において、平

成31年１月25日（金）から平成31年２月１日（金）

まで縦覧に供します。ただし、土曜日及び日曜日を

除きます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月７

日（木）までに平成29・30年度川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メールアド

レスあて競争参加資格確認通知書を送付します。な

お、電子メールアドレスの登録を行っていない場合

は、次により競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月７日（木）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、持参、電子メール又

はＦＡＸにより受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出方法

　　ア 　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ
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　　イ 　電子メールの場合の提出先

　　　　88tamasi＠city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044－935－3398

　⑵ 　受付期間

　　　平成31年２月６日（水）から２月13日（水）まで

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　⑶ 　質問回答縦覧

　　 　質問に対する回答は３⑴の場所において、平成31

年２月18日（月）の午前９時から正午までと、午後

１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、平成

31年２月18日（月）までに競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかった者を除く。）へ電子メールで

送付します。なお、電子メールの登録を行っていな

い場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当したときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類について虚偽の記載

をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年２月28日（木）午後１時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　　　多摩市民館第１会議室

　　イ 　入札金額

　　　 　入札金額は総価を記載してください。入札に際

しては、契約希望金額から消費税及び地方消費税

に相当する金額を除いた金額を入札書に記載して

ください。消費税額及び地方消費税額は代金支払

の際に加算しますので、入札書に記載する総額に

は含まないものとします。

　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の「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧する

こ と が で き ま す。（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　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

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約は、下請けも含め、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。下請けも含めて契約

に違反した場合は受注者の責任となり、場合によっ

ては契約解除となる可能性もありますので、入札に

臨まれる際には十分に御注意ください。

　　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

川崎市のホームページ「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」を御確認ください。

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 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本契約に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第73号

　　　入　札　公　告

　多摩区役所庁舎案内・守衛・駐輪場等整理誘導業務委

託に係る一般競争入札について次のとおり公告いたしま

す。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 多摩区役所庁舎案内・守衛・駐輪場等

整理誘導業務委託

　⑵ 　履行場所　 多摩区総合庁舎及び多摩区役所駐輪場

（屋外公用駐車場）

　　　　　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要　 庁舎案内等業務（10階市政資料コーナ

ー案内業務を含む）庁中取締り（守衛）

業務駐輪場（屋外駐車場）整理誘導業

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

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「警備」種目「人的警備」に

登録されていること。

　⑷ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　⑸ 　過去２年間に本市又は他官公庁において、庁舎案

内・守衛・駐輪場等整理誘導業務の契約実績を有す

ること。

３ 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑸を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、閲覧場所及び問い合わせ先

　　　多摩区総合庁舎10階　多摩区役所総務課

　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　　　電話044－935－3123

　　 　 （「 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。）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）９時から17時まで（土曜日、日曜日及び12時

から13時は除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします。）

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等の交

付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争

参加資格があると認めた者には、入札説明書及び仕様

書等を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　平成31年２月１日（金）

　　　　　　　　９時から16時まで

　　　　　　　　（12時から13時は除く）

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間　平成31年２月４日（月）17時まで

　⑶ 　質問書の様式　 入札説明書に添付の「質問書」の

様式を使用

　⑷ 　質問受付方法　電子メール又はＦＡＸに限る。

　　　　　　　　　　電子メール

　　　　　　　　　　71soumu@city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　ＦＡＸ　044－935－3391

　⑸ 　回答方法　　　 平成31年２月６日（水）、全社に

文書（電子メール又はＦＡＸ）で

送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成31年２月８日（金）14時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　多摩区総合庁舎６階　601会議室

　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　⑷ 　入札書の提出方法　

　　　持参（持参以外は無効とします。）
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　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 　入札書の記載金額　 見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当

する金額を除いた金額を入札

書に記載するものとする。

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得は１⑴の場

所で閲覧できるほかインター

ネットにおいて川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」

のページで閲覧できます。

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

語及び日本通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基

準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、川崎市財政局資産管理部契約課ホーム

ページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び「特定工事請負契約及び特定業

務委託契約の手引き」を御確認ください。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

川崎市公告（調達）第74号

　　　入　札　公　告

　多摩区総合庁舎施設管理運転等業務委託に係る一般競

争入札について次のとおり公告いたします。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 多摩区総合庁舎施設管理運転等業務委

託

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区登戸1775番地１

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成34年３月31

日

　⑷ 　業務概要　 設備の運転監視・日常点検保守業務施

設の定期点検保守業務

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

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、下記の

５つの種目すべてに登録されていること。

　　　①電気・機械設備保守点検

　　　②エレベーター保守点検

　　　③空調・衛生設備保守点検

　　　④消火設備保守点検

　　　⑤ボイラー維持管理

　⑷ 　ＩＳＯ9001認証取得をしていること。

　⑸ 　川崎市内に本社又は支店を有すること。

　⑹ 　本市又は他官公庁等において、施設維持管理に係

る契約実績を同一案件にて、過去10年間に２年間以

上、かつ、１契約（単年度）で50,000,000円以上、

かつ、24時間の有人管理体制の契約実績を有するこ

と。

　⑺ 　建築物環境衛生総合管理業の登録を「神奈川県知

事」「川崎市長」「横浜市長」のいずれかで行ってい

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２⑷⑹⑺を確認できる書類を提出

してください。

　⑴ 　配布・提出、閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　多摩区総合庁舎10階　多摩区役所まちづくり推進

部総務課

　　　川崎市多摩区登戸1775番地１
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　　　電話044－935－3123

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年１月31日

（木）

　　 　９時から17時まで（土曜日及び日曜日並びに平日

の12時から13時は除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします。）

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等の交

付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　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、受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成31年２月１日（金）９時から17時

まで（12時から13時は除く）

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間　平成31年２月８日（金）17時まで

　⑶ 　質問書の様式　 入札説明書に添付の「質問書」の

様式を使用

　⑷ 　質問受付方法　 持参、メール又はＦＡＸにより受

け付け。なお、メール、ＦＡＸに

よる質問の場合、電話連絡をくだ

さい。

　⑸ 　回答方法　　　 平成31年２月13日（水）、全社に

メール又はＦＡＸで送信します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　平成31年２月20日（水）

　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　多摩区総合庁舎６階

　　　　　　　　　　　　防災センター事務局室

　　　　　　　　　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　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。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

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成　　　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

は１⑴の場所で閲覧できるほかインターネットに

おいて川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

のページで閲覧できます。（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）

９ 　その他

　⑴ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」をご覧ください。

　⑵ 　本案件は３年間の長期継続契約のため、予算の減

額又は削除に伴う契約変更等を行う場合があります。

　⑶ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本通貨に限ります。

　⑷ 　詳細は入札説明書によります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第75号

　　　入　札　公　告　

　中原市民館総合管理運営業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　件　　名　中原市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区新丸子東３丁目1100番地

12　中原市民館

　⑶ 　履行期限　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている

者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　ア 　業種　17「建物清掃等」

　　　　種目　08「総合管理」

　　イ 　業種　19「施設維持管理」

　　　　種目　03「空調・衛生設備」

　　　　種目　99「その他維持管理」

　　ウ 　業種　99「その他業務」

　　　　種目　07「一般事務」

　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。なお、本委託業

務は、川崎市公共施設利用予約システム（ふれあい

ネット）の登録・予約管理業務を含みます。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、本委託業務の内容及び規模をほぼ同じくする契

約実績を有すること。ただし、発注者と直接契約を

締結した、元請としての契約実績に限ります。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、２⑹に示す実績が確認

できる契約書の写し又は契約履行証明書（任意の様

式）及び仕様書の写しを提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0004

　　　川崎市中原区新丸子東３丁目1100番地12

　　　中原区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（中原市民館）

　　　電　話　　　044－433－7773

　　　ＦＡＸ　　　044－430－0132

　　　電子メール　88nakasi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの午前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

は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格申請書及び質

問書の様式が添付されている入札説明書は、３⑴配

布・提出場所及び問合せ先の場所において、３⑵配

布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者には

印刷物を配布します。また、川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「入札情報」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、平成31年２月７日（木）までに、平成31・32年度

川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出の

あった電子メールアドレスあて、一般競争入札参加資

格確認通知書を送付します。また、電子メールアドレ

スの登録を行っていない場合はＦＡＸにて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）から２月13日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88nakasi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－430－0132

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者あて電

子メールで送付します。なお、電子メールの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　競争入札参加資格に関する事
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項」の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税額に相当する額は代金支

払いの際に加算しますので、入札書に記載する総

額には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月28日（木）午後３時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　　　　多摩市民館　第１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

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

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

契約関係」を御確認ください。

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 　関連情報を入手するための照会窓口は、「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第76号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市立中原図書館人的警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立中原図書館

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市立中原図書館における立哨警備、巡回警備

及び雑踏警備等の人的警備業務委託。詳細は「仕様

書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「警備」、種目「人的警備」

で登録されていること。

　⑷ 　平成27年度以降に２件以上、川崎市または他の官

公庁において、類似する人的警備業務の委託契約を

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提出及び問い合わ

せ先
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　 　この入札に参加する者は、次により競争入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　　小林

　　　電　　話：044－722－4932

　　　ＦＡＸ：044－733－7524

　　　E-Mail：88nakato@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）午後５時まで（土曜日・日曜日を除く）。受

付時間は午前９時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び類似の契約実績を証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　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及び仕様書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　平成31年２月５日（火）午前９時30分から正午ま

で

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールのアドレスを登載している業者につきまし

ては、メール配信をもって交付といたします。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより入札説明書等を交付します。電

子メールアドレスの登録がない者には申し出により

３⑴の場所で直接交付します。また、入札説明書、

仕様書等は上記３⑴の場所において３⑵の期間で縦

覧に供します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月５日（火）午後１時から平成31年２

月13日（水）午後５時まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に記入し、

３⑴の電子メール又はＦＡＸあて送付してくださ

い。また、電子メールで送付する場合は必ず開封確

認メッセージを要求してください。電子メール又は

ＦＡＸ以外の方法による問い合わせには応じません。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月15日（金）午

後５時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸに

て送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　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 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月22日（金）午前11時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加

資格確認通知書を必ず持参してください。また、入

札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人

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

する権限の委任したことを示す委任状を入札前に提

出してください。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、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。
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　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立

ち会わないものは除きます。

　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条の各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の契約関係規定において閲

覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告及び入札説明書に定めるもののほかは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入

札参加者心得の定めるところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑹ 　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、契約課ホームページ「入札情報かわさ

き」の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を

御確認ください。

川崎市公告（調達）第77号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川　崎　市　長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　こども家庭センター電気需給契約

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市幸区鹿島田１丁目21番９号

　　　（川崎市こども家庭センター）

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約242,151キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として

許可を得ている者、又は同法第16条の２第１項の規

定に基づき特定規模電気事業者として届出を行って

いる者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他物

品販売」、種目「電気供給」に登載されていること。

　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

競争入札参加申込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

　　　〒212－0058　川崎市幸区鹿島田１丁目21番９号

　　　川崎市こども家庭センター　担当　渡邉

　　　電　話　　　044－542－1234

　　　ＦＡＸ　　　044―542―1728
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　　　電子メール　45katei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの午前８時30分から午後５時00分までと

します。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）

及び開庁日の正午から午後１時00分までを除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　電気事業法に基づき一般電気事業者又は特定規

模電気事業者であることを確認できる許可証等の

写し

　　ウ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱に基づく通知

書（電気事業者用）の写し

　　　 　上記イ、ウの書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。なお、

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出

された書類は返却しません。

　⑷ 　その他

　　 　一般競争入札参加申込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

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り一般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月６日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時00分から午後５時00分まで。ただ

し、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日までに電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）午前８時30分から平成31

年２月８日（金）正午までとします。ただし、持参

の場合は、閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00

分までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式・方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式によりＦＡ

Ｘまたはメールアドレス宛に送付してください。

　　 　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　　上記３⑴に同じ

　　イ 　ＦＡＸ　　　　上記３⑴に同じ

　　ウ 　持参　　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）午後５時15分までに、入

札参加資格を有する全社へ電子メール又は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 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は予定使用電力量に対する総価（消費税

及び地方消費税を含まない。）で行います。また、

金額の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で

算出してください。

　　ア 　契約電力の基本料金単価及び電力量料金単価を

基に総価を算出してください。なお、基にした単

価により契約を締結するものとします。

　　イ 　入札金額の積算に力率の要素を加味する場合、

その力率は100パーセントとします。

　　ウ 　燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないものとします。

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　　ア 　提出日時　平成31年２月20日（水）

　　　　　　　　　午前10時40分

　　イ 　提出場所　川崎市幸区鹿島田１丁目21番９号

　　　　　　　　　川崎市こども家庭センター

　　　　　　　　　（４階研修室）

　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
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「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とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この調達の契約手続において使用する言語及び通

貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　入札説明会は開催しません。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第78号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　 携帯電話の位置情報データによる人口分布統計調

査分析業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所内、その

他本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月29日（金）まで

　⑷ 　委託概要

　　 　本業務は、民間事業者が保有する携帯電話の位置

情報を活用し、市内の主要な駅周辺等の人の分布を

詳細に把握することで、防災分野における帰宅困難

者対策やかわさきハロウィンの効果測定等に活用す

ることを目的としています。詳細は、３⑴の場所で

縦覧に供する「委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」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２年間で官公庁において、携帯電話の位置情

報を活用した本件と同様の調査業務の実施経験が１

回以上あり、誠実に履行した実績を有し、かつ、本

業務について確実に履行することができること。

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のほか、上記２の⑷を証する

書類（写し可）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎９階

　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課情報政策担当

　　　佐藤

　　　電　話　　　044－200－2079（直通）

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3752

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から１月31日（木）まで

とします（９時00分から正午まで及び13時00分から

17時00分まで（土日を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、平成31年１月31

日（木）17時00分までに、必要な書類全てが川崎市

役所総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確実に到

着する必要があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等

の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月１日（金）13時00分から17時00分まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所にお
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いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、入札参加資格が有ると認められる者に

対し、入札説明書、仕様書等を送付します。また、

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　平成31年２月１日（金）及び２月４日（月）の９

時00分から正午まで及び13時00分から17時00分ま

で、並びに２月５日（火）の９時00分から正午まで

とします。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」

に必要事項を記載の上ＦＡＸ、電子メール又は持参

にて提出してください。また、質問書をＦＡＸ又は

電子メールで提出した場合は、送信した旨を３⑴の

担当まで御連絡ください。ただし、入札参加資格の

無い者からの質問は、受け付けません。

　⑷ 　回答

　　 　平成31年２月６日（水）までに、入札参加資格が

有ると認められる者に対し、ＦＡＸ又は電子メール

で送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の８に相当する額（消費税

額及び地方消費額税）を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は見積った契約金額の

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 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年２月８日（金）16時00分

　　イ 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁

舎９階開発室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　　　───────────────────



（第1,763号）平成31年(2019年)１月25日 川 崎 市 公 報

－270－

川崎市公告（調達）第79号

　　　入　札　公　告

　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託に関

する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　川崎市こども家庭センター

　⑶ 　履行期限

　　　平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書及び仕様書による

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑶ 　ＩＳＯ9001認証取得をしていること。

　⑷ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

ること。

　⑸ 　建築物環境衛生総合管理業の登録を有すること。

　⑹ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持　管理」種目

「空調・衛生設備保守点検」で登録されていること。

　⑺ 　過去５年間（平成26年度以降）で本市又はその他

の官公庁と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に

履行した実績を有すること。ただし１契約で200万

円以上の契約実績に限る。

３ 　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、次により競争入札

参加申込書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　川崎市こども家庭センター

　　　電話　044－542－1234（代表）

　　　※ 　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 　提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　２　一般競争入札参加資格に関する事項の⑶を

証明する書類

　　イ 　２　一般競争入札参加資格に関する事項⑹を確

認できる書類

　　ウ 　２　一般競争入札参加資格に関する事項⑻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、質問書入札説明書及

び仕様書の交付

 　 　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等を平

成31年２月６日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　 ３　競争入札参加申込書の配布、提出

及び問い合わせ先⑴と同じ

　⑵ 　交付日時　 平成31年２月６日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月８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　45katei@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－542－1728

　　ウ 　持参　　　　 ３　競争入札参加申込書の配布、

提出及び問い合わせ先

　　　　　　　　　　⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　平成31年２月15日（金）

　　 　全社へ文書（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

　 　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２一般競争入札参加資格に関する事項の

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。
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　⑵ 　入札・開札の日時　 平成31年２月20日（水）

　　　　　　　　　　　　13時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　　　　　　　　　　 川崎市こども家庭センター４

階　研修室

　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　　　　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。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、平成31年度第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）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31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　消防訓練等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内の各消防訓練等実施場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　地震体験車の派遣を伴う消防法（昭和23年法律第

186号）第８条等に基づく訓練指導。地震体験車の

派遣を伴うその他の訓練指導。地震体験車の日常点

検、清掃等の維持管理。地震体験車の点検、修理等

に係る回送業務。機関運用日誌の記録。その他必要

と認められる業務。

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条に該当しないこと。

　⑵ 　入札日までに、川崎市競争入札参加資格者指名停

止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　「平成31・32年度業務委託有資格業者名簿（川崎

市）」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」に登緑されていること。

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

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　川崎市消防局予防部予防課予防係

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　電話　044－223－2705（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までの、土日祝日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで。

　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仕様書の交付

並びに入札説明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月６日（水）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで。

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書及び仕様書の交付

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３

⑵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「入札公表中」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

際に電子メールアドレスを登録している場合は、一
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般競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的に

電子メールで配信されます。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様書等に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月８日

（金）の午前９時から午後５時まで。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　84yobo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－223－2795

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年２月14日（木）に、一般競争入札参加資

格確認通知書を交付した全ての者に電子メール又は

ＦＡＸで送付します。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

札資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２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

　　　本市指定の入札書による入札方式とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時：平成31年２月19日（火）10時00分

　　イ 　場所：川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　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条に基づき作成した予定価格

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 　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内「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/2300/index.html）の契約関

係規定で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本件業務の詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

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81号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　 国民健康保険料督促状兼納付書等作成及び封入封

緘業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　 川崎市健康福祉局収納管理課、各区役所保険年金

課・支所区民センター及び本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 「国民健康保険料督促状兼納付書等作成及び封入

封緘業務委託仕様書」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

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。
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　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること。

　　ア 　ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

　⑸ 　平成29年４月１日以降に、本市または同規模程度

の官公庁（政令指定都市等）において、類似の業務

（一度に扱うデータ件数が30,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があり、

問題なく履行したこと。

　⑹ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001（Ｊ

ＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部収納管理課

　　　（担当　小嶋）

　　　電　話　044－200－3589（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001

（ＪＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること

を証する登録証の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、平成31年２月６日（水）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していないも

のには、平成31年２月６日（水）の午前９時から

午後５時までに上記３⑴の場所において一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月12日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、平成31年２月14日（木）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等
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に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月19日（火）午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）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31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　保険料催告用納付書等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局収納管理課、各区役所保険年金

課・支所区民センター及び本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　「平成31年度保険料催告用納付書等作成及び封入
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封緘業務委託仕様書」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

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること。

　　ア 　ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

　⑸ 　平成29年４月１日以降に、本市または同規模程度

の官公庁（政令指定都市等）において、類似の業務

（一度に扱うデータ件数が5,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があり、

問題なく履行したこと。

　⑹ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001（Ｊ

ＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部収納管理課

　　　担当　佐藤

　　　電　話　044－200－3588（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001

（ＪＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること

を証する登録証の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、平成31年２月６日（水）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していないも

のには、平成31年２月６日（水）の午前９時から

午後５時までに上記３⑴の場所において一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月12日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法
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　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、平成31年２月14日（木）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月19日（火）午後２時30分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第83号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　件名

　　　 国民健康保険料延滞金納付書等作成及び封入封緘

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局収納管理課、各区役所保険年金

課・支所区民センター及び本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　「国民健康保険料延滞金納付書等作成及び封入封

緘業務委託仕様書」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

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製「ＣＯＫ

ＡＳ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正

しく印字できる環境を有していること。

　　ア 　ＭＳ明朝（ＪＩＳ90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.ＴＴＦ／ .ＴＴＥ）

で配布することが可能です。

　⑸ 　平成29年４月１日以降に、本市または同規模程度

の官公庁（政令指定都市等）において、類似の業務

（一度に扱うデータ件数が2,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があり、

問題なく履行したこと。

　⑹ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001（Ｊ

ＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部収納管理課

　　　（担当　島村・小嶋）

　　　電　話　044－200－3589（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001

（ＪＩＳ　Ｑ　27001）認証を取得していること

を証する登録証の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、平成31年２月６日（水）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していないも

のには、平成31年２月６日（水）の午前９時から

午後５時までに上記３⑴の場所において一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間
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　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月12日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、平成31年２月14日（木）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年２月19日（火）午後３時

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

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

す。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第84号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市中部児童相談所電気需給契約

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市中部児童相談所

　　　（川崎市高津区末長１丁目３番９号）

　⑶ 　納入期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約109,820キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として

許可を得ている者、又は同法第16条の２第１項の規

定に基づき特定規模電気事業者として届出を行って

いる者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他物品販売」、種目「電

気供給」に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入するとともに、アフター

サービスを本市の求めに応じて、速やかに提供でき

ること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加申込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

　　　〒213－0013　川崎市高津区末長１丁目３番９号

　　　川崎市中部児童相談所　管理担当

　　　電　話　044－877－8111

　　　ＦＡＸ　044―877―8733

　　　電子メール　45tyubzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（火）までの午前８時30分から午後５時00分までと

します。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）

及び開庁日の正午から午後１時00分までを除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　電気事業法に基づき一般電気事業者又は特定規

模電気事業者であることを確認できる許可証等の

写し

　　ウ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱に基づく通知

書（電気事業者用）の写し

　　　 　上記イ、ウの書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。なお、

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出

された書類は返却しません。

　⑷ 　その他

　　 　一般競争入札参加申込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

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り一般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月６日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時00分から午後５時00分まで。ただ

し、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日までに電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年２月６日（水）午前８時30分から平成31

年２月８日（金）正午までとします。ただし、持参

の場合は、閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00

分までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式・方法



（第1,763号）平成31年(2019年)１月25日 川 崎 市 公 報

－280－

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式によりＦＡ

Ｘまたはメールアドレス宛に送付してください。

　　 　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　上記３⑴に同じ

　　イ 　ＦＡＸ　　　上記３⑴に同じ

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成31年２月15日（金）午後５時15分までに、入

札参加資格を有する全社へ電子メール又は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 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は予定使用電力量に対する総価（消費税

及び地方消費税を含まない。）で行います。また、

金額の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で

算出してください。

　　ア 　契約電力の基本料金単価及び電力量料金単価を

基に総価を算出してください。なお、基にした単

価により契約を締結するものとします。　

　　イ 　入札金額の積算に力率の要素を加味する場合、

その力率は100パーセントとします。

　　ウ 　燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないものとします。

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参とします。

　　ア 　提出日時　 平成31年２月20日（水）午前10時20

分

　　イ 　提出場所　川崎市幸区鹿島田１丁目21番９号

　　　　　　　　　川崎市こども家庭センター

　　　　　　　　　（４階研修室）

　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とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この調達の契約手続において使用する言語及び通

貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　入札説明会は開催しません。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第85号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　港湾情報システムに係るサーバ等機器類の賃貸借

　　　及び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　川崎市港湾振興会館内ほか川崎市港湾局

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年10月１日から平成36年９月30日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格者

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

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付け

されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載がない者を含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

31年２月８日（金）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品及び数量を契約締結後、納入期限日

までに確実に納入することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　川崎駅前タワー・リバーク20階

　　　港湾局港湾振興部誘致振興課

　　　担当　小林・平野

　　　電　話　044－200－3069（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3981

　　　電子メールアドレス　58yuuti@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日

（金）までとします。（土曜日、日曜日を除く平日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　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、次により一般競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年２月18日（月）

　　 　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

　　 　審査の上、一般競争入札参加資格があると認めら

れた者には、併せて入札説明書（添付資料含む。）

を無償交付します。また、入札説明書（添付資料

含む。）は、３⑴の場所において平成31年１月25日

（金）から平成31年２月８日（金）まで縦覧に供し

ます。（土曜日、日曜日を除く平日午前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、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付し、併せて無償で入札説明書（添付資料

含む。）を配布しますので、上記４で指定した場所及

び日時に御来庁の上、お受け取りください。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間は、平成31年２月18日（月）から平

成31年２月22日（金）までとします（土曜日、日曜

日を除く平日午前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」に必要事項を記載の

上、御提出ください。提出方法は、ＦＡＸ、電子メ

ール及び持参とします。さらに、ＦＡＸ又は電子メ

ールで質問する場合には、「質問書」を送信した旨

を、３⑴の場所まで電話してください。

　　 　なお、質問に対する回答は、平成31年２月28日

（木）に、競争参加者全てに書面（ＦＡＸ又は電子

メール）にて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品が仕様書に合致

することを示すため、納入予定の物品の商品説明書

（カタログ等）を、平成31年２月28日（木）から平成

31年３月６日（水）午後５時15分までに、３⑴の場所

に提出してください。また、提出者は、開札日の前日

までの間において、本市から該当書類に関し説明を求

められたときには、これに応じなければなりません。

８ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当したときは、競争参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたことが判明し

たとき。

９ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　　総額（税抜き）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31年３月14日（木）午前10時

　　イ 　場所　川崎駅前タワー・リバーク20階　港湾局

　　　　　　　会議室

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛先
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　　ア 　期限　平成31年３月13日（水）必着

　　イ 　宛先　３⑴に同じ

　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入札

書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び「入

札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送付して

ください。また、当該送付を行った場合は、速やか

に、３⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　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

は、３⑴の場所において閲覧できます。また、川崎

市ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

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

係規定」で閲覧することができます。

11　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　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こととします。

　　 　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できるものとし、

補償額は双方で協議して定めることとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　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。

12　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 The contract for the lease and maintenance 

of server and other necessary equipment for 

port and harbor information systems.

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　10:00 A.M. March 14, 2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　March13, 2019

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Development and Promotion Section

　　　Port Promotion Department

　　　Port and Harbor Bureau

　　　 Tower RiverK 20F, 12-1, Ekimaehon-cho, 

Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0007, Japan

　　　TEL: 044-200-3069

　　　FAX: 044-200-3981

　　　E-mail: 58yuuti@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第86号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度書類発送業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　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31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の「業種「倉庫・運送業務」種目「運

送業務」」に登録されていること。
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　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

　　　髙橋、姥貝担当

　　　電話　044－200－2051（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで（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31年２月５日（火）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無

償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、平成31

年１月25日（金）から平成31年２月１日（金）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31年２月５日（火）から平成31年２月８日

（金）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31年２月12日（火）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月18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

　　　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、平成31年４月分から

平成31年９月分の役務の対価は、消費税率を８％と

して消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額、平

成31年10月分から平成32年３月分の役務の対価は、

消費税率を10％として消費税及び地方消費税相当額

を含んだ金額を記載をしてください。
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８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本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87号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　道水路台帳平面図等管理・閲覧システム開発委託

２ 　履行期間

　　契約締結日から平成32年３月31日まで

３ 　履行場所

　　建設緑政局道路管理部管理課

４ 　業務概要

　⑴ 　業務目的

　　 　道水路台帳平面図のデジタルデータを効率的に管

理・運用していく必要があることから、業務に特化

した管理システムを構築するとともに、閲覧窓口に

おける市民向けの閲覧システムを構築することで、

事務負担の軽減による業務の効率化や市民サービス

の向上を図る。

　　 　また、将来的には、建設緑政局の基幹システムと

して、「道路管理業務における関連データの高度利

用・情報共有化」を目指し、道路関連情報のデータ

整備とそれらを更新・利用するためのシステムを構

築する。

　⑵ 　業務内容

　　ア 　計画準備・資料収集整理

　　イ 　システム環境構築

　　ウ 　データ搭載

　　エ 　操作研修及び操作マニュアルの作成

　⑶ 　提案上限額（参考）

　　 　提案額は、29,975,000円を上限とする。なお、本

件の予算金額及び契約金額の決定の効果は、平成31

年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る

予算の議決を要する。

５ 　参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中又は川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中の者でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「電算関連業務」種目「システム開発」で登載

されていること。

　⑶ 　法人であること。

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規

定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない

こと又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21

条に基づく再生手続開始の申立てがなされていない

こと。

　⑸ 　一般財団法人日本情報経済社会推進協会

（JIPDEC）によるプライバシーマーク及びＩＳＭＳ

（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証

を取得していること。

　⑹ 　政令指定都市又は特別区において、道路台帳管理

システムの導入実績を有すること。

６ 　担当部局

　　〒210－0007

　　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　川崎駅前タワー・リバークビル14階

　　川崎市建設緑政局道路管理部管理課

　　電話：044－200－2811（直通）

　　メールアドレス：53kanri@city.kawasaki.jp

７ 　プロポーザル実施要領及び仕様書等の配布

　⑴ 　配布期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月６日

（水）まで

　　 　ただし閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く

　⑵ 　配布場所

　　　「６　担当部局」と同じ

　　　（本市ウェブサイトからもダウンロード可能）

８ 　参加意向申出書の提出期限、場所及び方法等

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年２月６日（水）午後５時（必着）

　　　ただし閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く

　⑵ 　提出先

　　　「６　担当部局」と同じ
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　⑶ 　提出方法

　　　提出先に持参、又は郵送すること

　⑷ 　提出書類

　　ア 　プロポーザル参加意向申出書　　　　１部

　　イ 　「５　参加資格⑸」を確認できる書類

　　　　（証明書等）　　　　　　　　　　　１部

　　ウ 　「５　参加資格⑹」を確認できる書類

　　　　（契約書の写し等）　　　　　　　　１部

　⑸ 　提案資格の確認結果の通知

　　 　参加意向申出書を提出した者に対し、平成31年２

月７日（木）に提案資格の確認結果を電子メールに

より通知する。

９ 　質問

　⑴ 　方法

　　 　仕様書等に関する質問については、質問書を電子

メールに添付し、行うこと。

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年２月７日（木）から平成31年２月13日

（水）まで

　⑶ 　宛先

　　 　「６ 　担当部局」と同じ

　⑷ 　回答

　　 　平成31年２月22日（金）までに電子メールにより

回答する。なお、回答は参加申出者全てに対して質

問者を明らかにしない形で送付する。

10　提案書等の提出期限、場所及び方法等

　⑴ 　提出期限

　　　平成31年３月１日（金）午後５時（必着）

　　　ただし閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く

　⑵ 　提出先

　　　「６ 　担当部局」と同じ

　⑶ 　提出方法

　　　提出先に持参、又は郵送すること

　⑷ 　提出書類

　　ア 　会社概要　　　　　　　　　　　　　１部

　　イ 　同種業務実績調書　　　　　　　　　１部

　　ウ 　 政令指定都市又は特別区におけ

　　　　る同種業務実績調書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

　　エ 　業務実施体制　　　　　　　　　　　１部

　　オ 　配置予定技術者経歴書　　　　　　　１部

　　カ　企画提案書　　　　　正本１部　副本10部

　　キ　機能確認書　　　　　　　　　　　　１部

　　ク　見積書　　　　　　　　　　　　　　１部

　　ケ　参考見積書　　　　　　　　　　　　１部

　　コ　上記アからケまでの電子データ

　　　　電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）　　　　　　１部

11　審査

　⑴ 　一次審査（書類審査）

　　 　提出書類等による評価点及び価格点の合計得点に

より一次審査を行い、得点の高い３者程度を二次審

査の対象とする。なお、提案者が３者以下の場合は、

全者を二次審査の対象とし、一次審査を行わず、一

次審査で審査すべき内容は二次審査で併せて審査す

る。

　⑵ 　二次審査（ヒアリング審査）

　　ア 　概要

　　　 　一次審査通過者に対し、プレゼンテーション等

による二次審査を行い、一次審査を含む総合得点

が、満点の60％を満たした提案者のうち、最も高

い者を受託候補者として選定する。

　　イ 　実施日

　　　 　平成31年３月22日（金）又は平成31年３月25日

（月）

　　　※　日時は調整の上、個別に連絡する。

　　ウ 　会場（予定）

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所　第３庁舎　12階会議室

　　エ 　タイムスケジュール

　　　　準備　15分

　　　　プレゼンテーション・デモンストレーション

　　　　40分

　　　　質疑応答　　20分

　　　　片付け　　15分

　　オ 　出席者

　　　 　会場に入室できる人数は５人までとする。な

お、プレゼンテーションは、本業務に配置する管

理技術者が行うこと。

　⑶ 　主な審査基準

　　ア 　指定様式評価

　　　 　指定様式の記載内容による会社規模・実績・技

術者の能力等の評価を行う。

　　イ 　企画提案書評価

　　　 　業務内容を充分把握したうえで有効な提案を行

っているか、以下の特定テーマごとに評価する。

　　　①　実施方針

　　　②　工程計画

　　　③　システム構成

　　　④　システムの特長

　　　⑤　データ搭載

　　　⑥　情報セキュリティ対策

　　　⑦　保守・サポート

　　　⑧　その他提案

　　ウ 　見積書評価

　　　　業務コストの妥当性を評価する。

　　エ 　プレゼンテーション等評価
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　　　 　企画提案書をふまえたプレゼンテーションの内

容等を評価する。

　⑷ 　審査結果の通知

　　ア 　一次審査

　　　 　平成31年３月14日（木）に電子メールで通知す

る。

　　イ 　二次審査

　　　 　平成31年３月27日（水）に電子メールで通知す

る。

　⑸ 　審査結果が同点であった場合の措置

　　 　二次審査において、複数の者が同点の場合は、企

画提案書による評価点の高い者を上位とする。

12　その他

　⑴ 　企画提案に使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　市指定の契約書により、作成を要する。

　⑶ 　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号各号に該当する場合は免除する。

　⑷ 　前払金の要否

　　　不要とする。

　⑸ 　本プロポーザルに要した費用の負担

　　　提案者の負担とする。

　⑹ 　留意事項

　　 　提出書類は返却しない。また、提出書類に関して

説明を求められた場合は、応じること。

　⑺ 　その他詳細について

　　 　詳細については、「道水路台帳平面図等管理・閲

覧システム開発委託プロポーザル実施要領」を参照

すること。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第88号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　川崎市新本庁舎超高層棟新築工事

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

　⑶ 　履行期限　　平成34年４月15日

　⑷ 　工事概要

　　 　本工事は、川崎市役所新本庁舎超高層棟の新築工

事を行うものである。

　　ア 　建物概要

　　　　【敷地面積】6,002.11㎡

　　　　【建築面積】4,357.79㎡（建蔽率　72.61％）

　　　　【延べ面積】 62,802.71㎡（ 容 積 対 象 面 積

53,372.68㎡、容積率889.24％）

　　　　【階　　数】地上25階＋免震層、地下２階

　　　　【建築物の最高高さ】116.97ｍ

　　　　【構　　造】 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造、一部鉄筋コンクリート造、

免震構造、場所打ち鋼管コンクリ

ート杭、既成コンクリート杭

　　イ 　工事概要

　　　　地下連絡通路工事　　　一式

　　　　オイルタンク工事　　　一式

　　　　外構工事　　　　　　　一式

　　　　解体工事　　　　　　　一式

　　　　昇降機設備工事　　　　一式

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、施工計画、信頼性・社会性等と入

札価格を一体として評価することが妥当と認められ

ることから、総合評価一般競争入札（簡易型）を採

用します。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

る２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」と

いう。）、３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」

及び「構成員３」という。）又は４者（以下それぞれ

「代表者」、「構成員２」、「構成員３」及び「構成員４」

という。）により結成されている共同企業体でなけれ

ばなりません。

　 　ただし、共同企業体の出資割合は、２者による共同

企業体の場合には全ての構成員を20％以上、３者によ

る共同企業体の場合には全ての構成員を15％以上、４

者による共同企業体の場合には全ての構成員を10％以

上とし、いずれの場合も代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

を有していること。

　　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿
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に業種「建築」種目「一般建築」で登録されてい

る者。

　　オ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当た

って、本工事の他の共同企業体の構成員になって

いないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　建築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「建築」）の交付を

受けた技術者を専任で配置できること。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「建築一式」の総合評定値が1,200点以上であ

ること。

　　エ 　建築基準法施行令第２条第１項第６号で定める

建築物の高さが60メートルを超える建築物の新築

又は改築した完工実績（元請に限る。）を平成15

年４月１日以降に有すること。

　　　 　ただし、共同企業体により施工した工事につい

ては、代表者であること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　建築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「建築」）を専任で配置でき

ること。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「建築一式」の総合評定値が1,100点以上であ

ること。

　⑷ 　共同企業体の構成員３に必要な条件

　　ア 　建築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「建築」）を専任で配置でき

ること。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「建築一式」の総合評定値が1,000点以上であ

ること。

　⑸ 　共同企業体の構成員４に必要な条件

　　ア 　建築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「建築」）を専任で配置でき

ること。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「建築一式」の総合評定値が940点以上である

こと。

　　　※ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名

簿に登録されていない者（現在登録されている

が当該業種で登録されていない者を含む。）は

財政局資産管理部契約課に所定の様式を持参の

上、資格審査申請を平成31年２月６日（水）　

までに行ってください。（競争入札参加資格審

査申請についての問い合わせ先は下記３⑵と同

じです。）

　　　※ 　配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあるこ

とを要します。

３ 　設計図書類の縦覧・配布

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。入

札参加申込みをした者のうち、一般競争入札参加資格

確認通知を受けた者には、本工事の設計図書を次によ

り縦覧に供し、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）を配布します。

事前に契約課建築契約係（電話044－200－2100）に電

話連絡の上、配布時間の指定を受けてください。また、

受け取りの際には、一般競争入札参加資格確認通知書

と受取人の名刺を持参してください。

　⑴ 　縦覧及び配布期間

　　 　平成31年２月13日（水）から３月８日（金）まで

　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分から

正午まで、午後１時から午後５時まで）

　⑵ 　場所

　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　明治安田生命ビル13階

　　　電話044－200－2100

４ 　特定ＪＶ新規登録申請

　 　申請申込締切日の前日までに必ず特定ＪＶ新規登録

申請を行ってください。申請方法については、入札公

表詳細に掲げている「特定ＪＶ新規登録申請について

（操作説明ダイジェスト版）」を御覧ください。

　 　申請が受け付けられた場合、「申請受付完了」画面

が表示されるとともに、「申請受付通知」がメールで

登録したＪＶの代表者あてに送信されます。また、翌

日にＪＶとしての業者番号が記載された「ＪＶ登録完

了通知」がメールで送信されます。

　 　「ＪＶ登録完了通知」受領後、この業者番号で競争

入札参加申込みをしてください。ＪＶ登録完了通知に

記載されている業者番号以外で入札参加申込を行った

ものは無効となる場合がありますので御注意ください。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し
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　　エ 　営業所における専任技術者証明書（市内業者の

場合に限る。）

　　　 （川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html））の「ダウンロードコーナー」の財政局「入

札参加手続関係」の中の「専任技術者証明書（平

成19年４月１日版）」を提出してください。）

　　オ 　共同企業体協定書及び委任状

　　　 　（「入札公表詳細」に掲げている書式をお使い

ください。）

　⑵ 　提出方法及び提出先

　　ア 　上記⑴ア～エについて、電子入札システムによ

り提出してください。詳細については、「入札情

報かわさき」の「電子入札」に掲載している川崎

市電子入札運用基準の中の「入札参加申込につい

て」を必ず御覧ください。

　　　 　なお、申請申込締切日の前日までに上記４の特

定ＪＶ新規登録申請をしないと電子入札システム

での参加申込ができません。

　　イ 　上記⑴オについては、持参又は郵送により提出

してください。提出先は上記３⑵となります。

　⑶ 　提出期間

　　ア 　上記⑴ア～エ

　　　 　平成31年１月25日（金）から２月８日（金）の

午前８時～午後８時

　　イ 　上記⑴オ

　　　　平成31年１月25日（金）から２月８日（金）まで

　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分

から正午まで、午後１時から午後５時まで）（提

出期間内必着）

　⑷ 　紙入札による場合

　　ア 　上記⑴アについては、持参により上記３⑵に提

出してください。なお、上記⑴アは上記⑶イの期

間、上記３⑵の場所で配布します。

　　　 　また、その場合「紙入札方式参加届出書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「紙入札方式

参加届出書」）も併せて提出してください。

　　イ 　上記⑴イ～オについては、持参又は郵送により

上記３⑵に提出してください。

　　ウ 　提出期間はいずれも上記⑶イと同じ（提出期間

内必着）

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　　次により仕様書等に関する質問ができます。

　　　 （入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）

　　 　入札参加者以外からの質問には回答しませんので

御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、電子入札システムにより提出してくだ

さい。質問入力方法の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政

局「入札参加手続関係」に掲載している「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　入力・提出期間

　　　　「入札公表詳細」による。

　　　※ 　ただし、電子入札システムによりがたい者

は、上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午後

３時までに持参してください。（持参について

は市役所開庁時間に限る。）なお、質問書は、「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「入札参加手続関係」に掲載している

「質問書（一般競争入札用）」からダウンロー

ドできます。

　　　　 　また、持参により質問書を提出する場合は、

ダウンロードした質問書（紙媒体）と併せて、

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式のまま保

存した質問書を提出してください。（どちらか

一方の場合には、質問受付をいたしません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「業者登録システム」の「仕様書等

ダウンロード」にて掲載します。なお、質問がな

かった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコ

ーナー」の財政局「入札参加手続関係」に掲載し

ている「見積用設計図書・積算内訳書取得マニュ

アル」を御覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成31・32年度川崎市競争入札参加資
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格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送

付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

９ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　電子入札システムによる。ただし、電子入札シス

テムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定日時

に上記３⑵に持参又は郵送してください。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参加手

続関係」の中の「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　平成31年３月８日（金）

　　　　　　　　　　　　　午後４時

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出期限　平成31年３月８日（金）

　　　　　　　　　　　　　　午後５時

　　（イ ）入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア ）入札書の提出期限　 平成31年３月８日（金）

必着

　　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑵と同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、上記３⑵に平成31年３月８

日（金）午後５時（必着）までに提出してください。

提出方法は郵送等又は持参によるものとします。

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。

送付先

　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　川崎市役所財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資

料在中」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課建築

契約係（電話044－200－2100）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　ウ 　算定資料

　　　 　別表１「総合評価落札方式評価項目算定資料」

のとおり。

　　　 　「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取

得できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

10　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　別表２「総合評価落札方式技術評価項目配点表

（以下「配点表」という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において次の（ア）から（イ）に

よる基礎審査を満たし、評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　　（ア ）「川崎市総合評価落札方式のガイドライン」

及び入札説明書に示す「算定資料」の作成に関

する条件について違反がないこと。

　　（イ ）「算定資料」について、同一事項に対する２

通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等

がないこと。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　　設定加算点は「30点」とします。

　　　　 加算点＝（入札参加者の得点合計／評価項目の

配点合計）×設定加算点

　　　　　　　　　　　　※小数点第５位以下切捨て

　　　　技術評価点　＝　標準点　＋　加算点

　⑶ 　共同企業体の評価について

　　 　共同企業体での申請における各評価項目の評価

は、共同企業体の代表者を対象に行うものとしま

す。ただし、「配点表」の「企業の信頼性・社会性」

の「官公需適格組合であること」については、共同

企業体の構成員（代表者を含む）を対象に評価を行

うものとする。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

11　開札予定日時及び場所
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　⑴ 　開札予定日時　　 平成31年３月20日（水）午前10

時

　⑵ 　開札場所　　　　 川崎市役所財政局資産管理部契

約課建築契約係

12　落札者の決定方法

　⑴ 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。

総合評価点＝技術評価点÷入札価格×100,000,000

※小数点第５位以下切捨て

　⑵ 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場

合には、併せてその者の入札価格による当該契約の

適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者

として決定します。これら審査等の結果、当該落札

候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確保され

ない恐れがあると認められるときは、当該入札を無

効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、

必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　 　なお、調査基準価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

に掲げている「川崎市建設工事低入札価格調査取扱

要領・運用指針」を御覧ください。

　⑶ 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。積算疑義申立てに関する

手続き期間の終了後に、財政局資産管理部契約課か

ら落札候補者へ電話連絡します。落札候補者におか

れては、「類似工事施工等実績確認（申請）書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の中

の財政局「入札参加手続関係」の中の「類似工事施

工等実績確認（申請）書」から取得してください。）

と工事実績を確認できる書類を工事担当課（総務企

画局本庁舎等整備推進室（川崎市川崎区東田町５番

地４）044（200）0864）に持参し、確認を受けてく

ださい。工事実績を確認できる書類としては、上記

２⑵エの条件を満たす事項を確認することができる

契約履行証明書、契約書・協定書・設計書等の写し

（契約内容に変更があった場合は最終変更まで確認

できるもの）・コリンズ登録データ（竣工時データ）

等が必要になります。なお、これらの書類において

は、上記２⑵エの条件を満たしていることだけでな

く、受注から完工までを確認できることが必要です。

　⑷ 　共同企業体の構成員の配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は共同企業体の代表者以外の構成員の

配置予定技術者に係る書類の提出が必要となりま

す。積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に

財政局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡

します。落札候補者におかれては、財政局資産管理

部契約課（建築契約係　044－200－2100）に次の書

類を翌日正午までに提出してください。

　　ア 　構成員の配置予定技術者届（第１号様式その２）

　　　 　「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の財政局「入札参加手続関係」の中の「配置

予定技術者届（第１号様式その２）」【平成28年６

月１日改訂版】

　　イ 　構成員の配置予定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、又は建設業法第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。（「入札情報かわさき」の「ダウン

ロードコーナー」の財政局「入札参加手続関

係」の中の「主任技術者経歴証明書（第２号

様式）」【平成28年６月１日改訂版】）

　　ウ 　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
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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。

　⑸ 　落札者の決定に当たっては、川崎市総合評価審査

委員会の審議を経て決定します。

　⑹ 　入札の無効

　　ア 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　　※ 　簡易型における提案書作成時等の注意点と提

案における「評価しない」「無効」の取扱いに

ついては、「川崎市総合評価落札方式のガイド

ライン」を御覧ください。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　⑺ 　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（総務企画局本庁舎等整備推

進室（川崎市川崎区東田町５番地４）044（200）

0864）です。

　　※ 　積算疑義申立て制度の詳細については、「入札

情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財

政局「契約関係規定」の中の「工事請負契約の入

札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱」

を御覧ください。

　⑻ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について「入札情報かわさき」にて

公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

13　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等、明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます。

14　契約手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「契約関係規定」の中の「川崎市公共工事

の前払金に関する規則」、「川崎市公共工事中間前払

金取扱要綱」を御覧ください。

　⑷ 　議決を要する契約

　　 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約

の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、市

議会（平成31年６月ごろ）で議決を得たときに契約

を締結します。また、落札者には、その旨を記載し

た仮契約書を交付します。

15　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した
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場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約及び特定

業務委託契約の手引」を御確認ください。

16　受注者が締結する下請契約の相手方の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者と

１次下請契約を締結した場合は、契約違反となります

ので御注意ください。

17　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市総合評

価一般競争入札実施要綱及び川崎市競争入札参加者

心得等は、上記３⑵にて閲覧できます。

　⑷ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑸ 　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及

び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付

けられた工事に該当するかについては、「入札公表

詳細」を御覧ください。

　⑹ 　契約後ＶＥ方式の試行

　　 　建設工事のコスト縮減を図るため、契約締結後

に、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を

低下させることなく請負金額を低減することを可能

とする施工方法等に係る設計図書の変更について行

う提案を受け付けます。

　　 　なお、本案件については、ＶＥ提案の提出を受け

付ける期間は、原則として、契約の締結日から当該

提案に係る部分の施工に着手する35日前までとし、

それ以前に15日間以上の提案準備期間が確保される

よう工期設定において配慮するものとします。ま

た、ＶＥ提案の回数については、履行期限内かつＶ

Ｅ提案の提案期間であれば制限を設けません。

　⑺ 　平成31年４月以降の建設発生土の受入料金につい

ては、港湾局のホームページを参照してください。

　⑻ 　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。

　⑼ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、建設

業退職金共済制度の履行が必要となります。

　⑽ 　当該工事に係る消費税率の適用税率は10％です。

18　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract:

　　　 High-Rise Building Construction for New 

Kawasaki City Office Building

　⑵ 　 Time-limit for tender(electronic tender 

system):

　　　4:00 p.m 8 March 2019

　⑶ 　Time-limit for tender(direct delivery):

　　　5:00 p.m 8 March 2019

　⑷ 　Deadline for tender (by registered mail):

　　　8 March 2019

　⑸ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　1 , Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577 Japan

　　　TEL:044-200-2100

19　入札説明書の交付について

　 　本工事に係る入札説明書は「入札情報かわさき」の

「入札公表詳細」に掲載するほか、上記３⑴の期間に

上記３⑵の場所で配布します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第89号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市新本庁舎超高層棟新築電気その

他設備工事

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

　⑶ 　履行期限　平成34年４月15日

　⑷ 　工事概要　 本工事は、川崎市役所新本庁舎超高層
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棟の新築に伴う電気その他設備工事を

行うものである。

　　ア 　建物概要

　　　　【敷地面積】6,002.11㎡

　　　　【建築面積】4,357.79㎡（建蔽率　72.61％）

　　　　【延べ面積】62,802.71㎡

　　　　　　　　　　 （容積対象面積　53,372.68㎡、

容積率　889.24％）

　　　　【階　　数】地上25階＋免震層、地下２階

　　　　【建築物の最高高さ】116.97ｍ

　　　　【構　　造】 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造、一部鉄筋コンクリート造、

免震構造、場所打ち鋼管コンクリ

ート杭、既成コンクリート杭

　　イ 　工事概要

　　（ア）超高層棟電気その他設備工事

　　　　 　電灯設備、動力設備、雷保護設備、特高受変

電設備、電力監視設備、受変電設備、電力貯蔵

設備、発電設備、航空障害灯設備、緊急離着陸

場灯火設備、構内情報通信網設備、構内交換設

備、情報表示設備、映像・音響設備、拡声設備、

誘導支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメ

ラ設備、駐車場管制設備、防犯・入退室管理設

備、火災報知設備、デジタルサイネージ設備、

会議室予約設備、登退庁設備、無線通信補助設

備、総合監視映像表示設備、防災無線設備、構

内配電線路、構内通信線路

　　（イ）第３庁舎電気その他設備改修工事

　　　　 　電灯設備、動力設備、電力監視設備、受変電

設備、構内情報通信網設備拡声設備、火災報知

設備、発生材処理

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、施工計画、信頼性・社会性等と入

札価格を一体として評価することが妥当と認められ

ることから、総合評価一般競争入札（特別簡易型）

を採用します。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

る３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」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 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

を有していること。

　　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿

に業種「電気」で登録されている者。

　　オ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当た

って、本工事の他の共同企業体の構成員になって

いないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　電気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「電気」）の交付を

受けた技術者を専任で配置できること。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「電気」の総合評定値が1,100点以上であること。

　　エ 　次の（ア）から（オ）のいずれかの条件を満た

す延べ面積40,000㎡を超える一工事からなる建築

物の新築又は改築に伴う電気設備工事の完工実績

を平成15年４月１日以降に有すること。

　　（ア ）単独で施工した工事については、元請として

の実績であること。

　　（イ ）同業種（業種「電気」）による共同企業体が

施工した工事については、代表者としての実績

（元請に限る。）であること。

　　（ウ ）総合建設業者（主として建築一式工事を請け

負う建設業者をいう。）が、元請として施工し

た工事については、一次下請としての実績であ

ること。

　　（エ ）建築工事業の許可を有する者のみの共同企業

体が元請として施工した工事については、一次

下請としての実績であること。

　　（オ ）異業種による共同企業体が施工した工事につ

いては、構成員としての実績（元請に限る。）

であること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　電気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「電気」）を専任で配置でき

ること。



（第1,763号）平成31年(2019年)１月25日 川 崎 市 公 報

－294－

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「電気」の総合評定値が1,000点以上であること。

　⑷ 　共同企業体の構成員３に必要な条件

　　ア 　電気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「電気」）を専任で配置でき

ること。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「電気」の総合評定値が860点以上であること。

　　　※ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名

簿に登録されていない者（現在登録されている

が当該業種で登録されていない者を含む。）は

財政局資産管理部契約課に所定の様式を持参の

上、資格審査申請を平成31年２月６日（水）ま

でに行ってください。（競争入札参加資格審査

申請についての問い合わせ先は下記３⑵と同じ

です。）

　　　※ 　配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあるこ

とを要します。

３ 　設計図書類の縦覧・配布

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。入

札参加申込みをした者のうち、一般競争入札参加資格

確認通知を受けた者には、本工事の設計図書を次によ

り縦覧に供し、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で配布します。

事前に契約課建築契約係（電話044－200－2100）に電

話連絡の上、配布時間の指定を受けてください。また、

受け取りの際には、一般競争入札参加資格確認通知書

と受取人の名刺を持参してください。

　⑴ 　縦覧及び配布期間

　　 　平成31年２月13日（水）から３月11日（月）まで

　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分から

正午まで、午後１時から午後５時まで）

　⑵ 　場所

　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

　　　電話044－200－2100

４ 　特定ＪＶ新規登録申請

　 　申請申込締切日の前日までに必ず特定ＪＶ新規登録

申請を行ってください。申請方法については、入札公

表詳細に掲げている「特定ＪＶ新規登録申請について

（操作説明ダイジェスト版）」を御覧ください。

　 　申請が受け付けられた場合、「申請受付完了」画面

が表示されるとともに、「申請受付通知」がメールで

登録したＪＶの代表者あてに送信されます。また、翌

日にＪＶとしての業者番号が記載された「ＪＶ登録完

了通知」がメールで送信されます。

　 　「ＪＶ登録完了通知」受領後、この業者番号で競争

入札参加申込みをしてください。ＪＶ登録完了通知に

記載されている業者番号以外で入札参加申込を行った

ものは無効となる場合がありますので御注意ください。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し

　　エ 　営業所における専任技術者証明書（市内業者の

場合に限る。）

　　　 　（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html））の「ダウンロードコーナー」の財政局「入

札参加手続関係」の中の「専任技術者証明書（平

成19年４月１日版）」を提出してください。）

　　オ 　共同企業体協定書及び委任状（「入札公表詳細」

に掲げている書式をお使いください。）

　⑵ 　提出方法及び提出先

　　ア 　上記⑴ア～エについて、電子入札システムによ

り提出してください。詳細については、「入札情

報かわさき」の「電子入札」に掲載している川崎

市電子入札運用基準の中の「入札参加申込につい

て」を必ず御覧ください。

　　　 　なお、申請申込締切日の前日までに上記４の特

定ＪＶ新規登録申請をしないと電子入札システム

での参加申込ができません。

　　イ 　上記⑴オについては、持参又は郵送により提出

してください。提出先は上記３⑵となります。

　⑶ 　提出期間

　　ア 　上記⑴ア～エ

　　　 　平成31年１月25日（金）から２月８日（金）の

午前８時～午後８時

　　イ 　上記⑴オ

　　　　平成31年１月25日（金）から２月８日（金）まで

　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分

から正午まで、午後１時から午後５時まで）（提

出期間内必着）

　⑷ 　紙入札による場合

　　ア 　上記⑴アについては、持参により上記３⑵に提

出してください。なお、上記⑴アは上記⑶イの期

間、上記３⑵の場所で配布します。

　　　 　また、その場合「紙入札方式参加届出書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「紙入札方式

参加届出書」）も併せて提出してください。
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　　イ 　上記⑴イ～オについては、持参又は郵送により

上記３⑵に提出してください。

　　ウ 　提出期間はいずれも上記⑶イと同じ（提出期間

内必着）

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　　次により仕様書等に関する質問ができます。

　　　 （入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）

　　 　入札参加者以外からの質問には回答しませんので

御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、電子入札システムにより提出してくだ

さい。質問入力方法の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政

局「入札参加手続関係」に掲載している「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　入力・提出期間

　　　　「入札公表詳細」による。

　　　※ 　ただし、電子入札システムによりがたい者

は、上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午後

３時までに持参してください。（持参について

は市役所開庁時間に限る。）なお、質問書は、「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「入札参加手続関係」に掲載している

「質問書（一般競争入札用）」からダウンロー

ドできます。

　　　　 　また、持参により質問書を提出する場合は、

ダウンロードした質問書（紙媒体）と併せて、

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式のまま保

存した質問書を提出してください。（どちらか

一方の場合には、質問受付をいたしません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「業者登録システム」の「仕様書等

ダウンロード」にて掲載します。なお、質問がな

かった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコ

ーナー」の財政局「入札参加手続関係」に掲載し

ている「見積用設計図書・積算内訳書取得マニュ

アル」を御覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成31・32年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送

付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

９ 　入札手続等

　 　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　電子入札システムによる。ただし、電子入札シス

テムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定日時

に上記３⑵に持参又は郵送してください。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参加手

続関係」の中の「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　 　入札書の提出期限　平成31年３月11日（月）

　　　　　　　　　　　　　午後４時

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出期限　 平成31年３月11日（月）

午後５時

　　（イ）入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出期限　 平成31年３月11日（月）

必着

　　（イ ）入札書の提出先　上記３⑵と同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、上記３⑵に平成31年３月11

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

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。

送付先

　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　川崎市役所財政局資産管理部契約課建築契約係

　　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資料

在中」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課建築

契約係（電話044－200－2100）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　ウ 　算定資料

　　　 　別表１「総合評価落札方式評価項目算定資料」

のとおり。

　　　 　「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取

得できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

10　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　別表２「総合評価落札方式技術評価項目配点表

（以下「配点表」という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において次の（ア）から（イ）に

よる基礎審査を満たし、評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　　（ア ）「川崎市総合評価落札方式のガイドライン」

及び入札説明書に示す「算定資料」の作成に関

する条件について違反がないこと。

　　（イ ）「算定資料」について、同一事項に対する２

通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等

がないこと。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　設定加算点は「10点」とします。

　　　 加算点＝（入札参加者の得点合計／評価項目の配

点合計）×設定加算点

　　　　　　　　　　　※小数点第５位以下切捨て

　　　技術評価点　＝　標準点　＋　加算点

　⑶ 　共同企業体の評価について

　　 　共同企業体での申請における各評価項目の評価

は、共同企業体の代表者を対象に行うものとしま

す。ただし、「配点表」の「企業の信頼性・社会性」

の「官公需適格組合であること」については、共同

企業体の構成員（代表者を含む）を対象に評価を行

うものとする。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

11　開札予定日時及び場所

　⑴ 　開札予定日時　平成31年３月25日（月）午前10時

　⑵ 　開札場所　　　 川崎市役所財政局資産管理部契約

課建築契約係

12　落札者の決定方法

　⑴ 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。

総合評価点＝技術評価点÷入札価格×100,000,000

※小数点第５位以下切捨て

　⑵ 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場

合には、併せてその者の入札価格による当該契約の

適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者

として決定します。これら審査等の結果、当該落札

候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確保され

ない恐れがあると認められるときは、当該入札を無

効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、

必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　 　なお、調査基準価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

に掲げている「川崎市建設工事低入札価格調査取扱

要領・運用指針」を御覧ください。

　⑶ 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。また、一次下請としての

工事実績を提出する場合は、「類似工事実績（一次

下請）に関する誓約書」の提出が必要になります。

積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に財政

局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡しま

す。落札候補者におかれては、「類似工事施工等実

績確認（申請）書」（「入札情報かわさき」の「ダウ

ンロードコーナー」の中の財政局「入札参加手続関

係」の中の「類似工事施工等実績確認（申請）書」



川 崎 市 公 報 （第1,763号）平成31年(2019年)１月25日

－297－

から取得してください。）と工事実績を確認できる

書類、また、一次下請としての工事実績を提出する

場合は併せて「類似工事実績（一次下請）に関する

誓約書（積算内訳書と同時に「仕様書等ダウンロー

ド」から取得してください。）」を工事担当課（総務

企画局本庁舎等整備推進室（川崎市川崎区東田町５

番地４）044（200）0531）に持参し、確認を受けて

ください。工事実績を確認できる書類としては、上

記２⑵エの条件を満たす事項を確認することができ

る契約履行証明書、契約書、注文書、注文請書、協

定書、施工体制台帳、施工体系図、共同企業体協定

書などの分担工事額、分担区分・工種などが確認で

きる書類、設計書等の写し（契約内容に変更があっ

た場合は最終変更まで確認できるもの）・コリンズ

登録データ（竣工時データ）等が必要になります。

なお、これらの書類においては、上記２⑵エの条件

を満たしていることだけでなく、受注から完工まで

を確認できることが必要です。

　⑷ 　共同企業体の構成員の配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は共同企業体の代表者以外の構成員の

配置予定技術者に係る書類の提出が必要となりま

す。積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に

財政局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡

します。落札候補者におかれては、財政局資産管理

部契約課（建築契約係　044－200－2100）に次の書

類を翌日正午までに提出してください。

　　ア 　構成員の配置予定技術者届（第１号様式その２）

　　　 　「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の財政局「入札参加手続関係」の中の「配置

予定技術者届（第１号様式その２）」【平成28年６

月１日改訂版】

　　イ 　構成員の配置予定技術者の資格を確認できる書

類

　　（ア）監理技術者の場合

　　　　 　構成員の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

　　　　 　構成員の配置予定主任技術者の１、２級の技

術検定合格証明書等の写し、又は建設業法第７

条第２号イ、ロ、ハのいずれかの条件を満たす

主任技術者経歴証明書。（「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参

加手続関係」の中の「主任技術者経歴証明書

（第２号様式）」【平成28年６月１日改訂版】）

　　ウ 　構成員の配置予定技術者の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　⑸ 　入札の無効

　　ア 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　⑹ 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、工事担当課（総務企画局本庁舎等整備推

進室（川崎市川崎区東田町５番地４）044（200）

0531）です。

　　　※ 　積算疑義申立て制度の詳細については、「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「契約関係規定」の中の「工事請負契

約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取

扱要綱」を御覧ください。

　⑺ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について「入札情報かわさき」にて

公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

13　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等、明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます。

14　契約手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、
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又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　ただし、前払金の請求及び支払いについては、平

成32年４月１日以降になります。

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「契約関係規定」の中の「川崎市公共工事

の前払金に関する規則」、「川崎市公共工事中間前払

金取扱要綱」を御覧ください。

　　 　ただし、中間前払金の請求及び支払いについて

は、平成32年４月１日以降になります。

　⑷ 　議決を要する契約

　　 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約

の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、市

議会（平成31年６月ごろ）で議決を得たときに契約

を締結します。また、落札者には、その旨を記載し

た仮契約書を交付します。

15　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約及び特定

業務委託契約の手引」を御確認ください。

16　受注者が締結する下請契約の相手方の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者と

１次下請契約を締結した場合は、契約違反となります

ので御注意ください。

17　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市総合評

価一般競争入札実施要綱及び川崎市競争入札参加者

心得等は、上記３⑵にて閲覧できます。

　⑷ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑸ 　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及

び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付

けられた工事に該当するかについては、「入札公表

詳細」を御覧ください。

　⑹ 　契約後ＶＥ方式の試行

　　 　建設工事のコスト縮減を図るため、契約締結後

に、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を

低下させることなく請負金額を低減することを可能

とする施工方法等に係る設計図書の変更について行

う提案を受け付けます。

　　 　なお、本案件については、ＶＥ提案の提出を受け

付ける期間は、原則として、契約の締結日から当該

提案に係る部分の施工に着手する35日前までとし、

それ以前に15日間以上の提案準備期間が確保される

よう工期設定において配慮するものとします。ま

た、ＶＥ提案の回数については、履行期限内かつＶ

Ｅ提案の提案期間であれば制限を設けません。

　⑺ 　関連する「川崎市新本庁舎超高層棟新築工事」が

入札不調となった場合は、本工事の入札を中止しま

す。また、関連する「川崎市新本庁舎超高層棟新築

工事」の落札者が決定していない場合は、落札者が

決定した後に本工事の契約を締結します。

　⑻ 　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。

　⑼ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、建設

業退職金共済制度の履行が必要となります。

　⑽ 　当該工事に係る消費税の適用税率は10％です。

18　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract:

　　　 High-Rise Building Construction for New 

Kawasaki City Office Building, Electrical 
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Installation, etc.

　⑵ 　Time-limit for tender(electronic tender 

system):

　　　4:00 p.m 11 March 2019

　⑶ 　Time-limit for tender(direct delivery):

　　　5:00 p.m 11 March 2019

　⑷ 　Deadline for tender (by registered mail):

　　　11 March 2019

　⑸ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　1 , Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577 Japan

　　　TEL:044-200-2100

19　入札説明書の交付について

　 　本工事に係る入札説明書は「入札情報かわさき」の

「入札公表詳細」に掲載するほか、上記３⑴の期間に

上記３⑵の場所で配布します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第90号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市新本庁舎超高層棟新築空気調和

設備工事

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

　⑶ 　履行期限　平成34年４月15日

　⑷ 　工事概要　 本工事は、川崎市役所新本庁舎超高層

棟の新築に伴う空気調和設備工事を行

うものである。

　　ア 　建物概要

　　　　【敷地面積】6,002.11㎡

　　　　【建築面積】4,357.79㎡（建蔽率　72.61％）

　　　　【延べ面積】 62,802.71㎡（ 容 積 対 象 面 積　

53,372.68㎡、容積率　889.24％）

　　　　【階　　数】地上25階＋免震層、地下２階

　　　　【建築物の最高高さ】116.97ｍ

　　　　【構　　造】 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造、一部鉄筋コンクリート造、

免震構造、場所打ち鋼管コンクリ

ート杭、既成コンクリート杭

　　イ 　工事概要

　　（ア）超高層棟空気調和設備工事

　　　　　空気調和設備工事 一式　

　　　　　換気設備工事 一式　

　　　　　排煙設備工事 一式　

　　　　　床放射空調設備工事 一式　

　　　　　地中熱利用設備工事 一式　

　　　　　コージェネレーションシステム

　　　　　設備工事 一式　

　　　　　　自動制御設備工事 一式　

　　（イ）第３庁舎空気調和設備改修工事

　　　　　空気調和設備工事 一式　

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、施工計画、信頼性・社会性等と入

札価格を一体として評価することが妥当と認められ

ることから、総合評価一般競争入札（特別簡易型）

を採用します。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

る３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」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 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

を有していること。

　　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿

に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」で登

録されている者。

　　オ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当た

って、本工事の他の共同企業体の構成員になって

いないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けている

こと。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受

けた技術者を専任で配置できること。
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　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「管」の総合評定値が1,100点以上であること。

　　エ 　次の（ア）から（オ）のいずれかの条件を満た

す、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）

第２条第１項第６号で定める建築物の高さが60メ

ートルを超える建築物の新築又は改築に伴う空気

調和設備工事の完工実績を平成15年４月１日以降

に有すること。

　　（ア ）単独で施工した工事については、元請として

の実績であること。

　　（イ ）同業種（業種「管」）による共同企業体が施

工した工事については、代表者としての実績

（元請に限る。）であること。

　　（ウ ）総合建設業者（主として建築一式工事を請け

負う建設業者をいう。）が、元請として施工し

た工事については、一次下請としての実績であ

ること。

　　（エ ）建築工事業の許可を有する者のみの共同企業

体が元請として施工した工事については、一次

下請としての実績であること。

　　（オ ）異業種による共同企業体が施工した工事につ

いては、構成員としての実績（元請に限る。）

であること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できる

こと。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「管」の総合評定値が1,000点以上であること。

　⑷ 　共同企業体の構成員３に必要な条件

　　ア 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できる

こと。

　　ウ 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「管」の総合評定値が850点以上であること。

　　　※ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名

簿に登録されていない者（現在登録されている

が当該業種で登録されていない者を含む。）は

財政局資産管理部契約課に所定の様式を持参の

上、資格審査申請を平成31年２月６日（水）　

までに行ってください。（競争入札参加資格審

査申請についての問い合わせ先は下記３⑵と同

じです。）

　　　※ 　配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあるこ

とを要します。

３ 　設計図書類の縦覧・配布

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。入

札参加申込みをした者のうち、一般競争入札参加資格

確認通知を受けた者には、本工事の設計図書を次によ

り縦覧に供し、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で配布します。

事前に契約課建築契約係（電話044－200－2100）に電

話連絡の上、配布時間の指定を受けてください。また、

受け取りの際には、一般競争入札参加資格確認通知書

と受取人の名刺を持参してください。

　⑴ 　縦覧及び配布期間

　　 　平成31年２月14日（木）から３月11日（月）まで

　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分から

正午まで、午後１時から午後５時まで）

　⑵ 　場所

　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　明治安田生命ビル13階

　　　電話044－200－2100

４ 　特定ＪＶ新規登録申請

　 　申請申込締切日の前日までに必ず特定ＪＶ新規登録

申請を行ってください。申請方法については、入札公

表詳細に掲げている「特定ＪＶ新規登録申請について

（操作説明ダイジェスト版）」を御覧ください。

　 　申請が受け付けられた場合、「申請受付完了」画面

が表示されるとともに、「申請受付通知」がメールで

登録したＪＶの代表者あてに送信されます。また、翌

日にＪＶとしての業者番号が記載された「ＪＶ登録完

了通知」がメールで送信されます。

　 　「ＪＶ登録完了通知」受領後、この業者番号で競争

入札参加申込みをしてください。ＪＶ登録完了通知に

記載されている業者番号以外で入札参加申込を行った

ものは無効となる場合がありますので御注意ください。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し

　　エ 　営業所における専任技術者証明書（市内業者の

場合に限る。）

　　　 （川崎市ホームページ「入札情報かわさき

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

html））の「ダウンロードコーナー」の財政局「入

札参加手続関係」の中の「専任技術者証明書（平

成19年４月１日版）」を提出してください。）

　　オ 　共同企業体協定書及び委任状

　　　 （「入札公表詳細」に掲げている書式をお使いく
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ださい。）

　⑵ 　提出方法及び提出先

　　ア 　上記⑴ア～エについて、電子入札システムによ

り提出してください。詳細については、「入札情

報かわさき」の「電子入札」に掲載している川崎

市電子入札運用基準の中の「入札参加申込につい

て」を必ず御覧ください。

　　　 　なお、申請申込締切日の前日までに上記４の特

定ＪＶ新規登録申請をしないと電子入札システム

での参加申込ができません。

　　イ 　上記⑴オについては、持参又は郵送により提出

してください。提出先は上記３⑵となります。

　⑶ 　提出期間

　　ア 　上記⑴ア～エ

　　　 　平成31年１月25日（金）から２月８日（金）の

午前８時～午後８時

　　イ 　上記⑴オ

　　　 　平成31年１月25日（金）から２月８日（金）ま

で

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分か

ら正午まで、午後１時から午後５時まで）（提出

期間内必着）

　⑷ 　紙入札による場合

　　ア 　上記⑴アについては、持参により上記３⑵に提

出してください。なお、上記⑴アは上記⑶イの期

間、上記３⑵の場所で配布します。

　　　 　また、その場合「紙入札方式参加届出書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「紙入札方式

参加届出書」）も併せて提出してください。

　　イ 　上記⑴イ～オについては、持参又は郵送により

上記３⑵に提出してください。

　　ウ 　提出期間はいずれも上記⑶イと同じ（提出期間

内必着）

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　　次により仕様書等に関する質問ができます。

　　　 （入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）

　　 　入札参加者以外からの質問には回答しませんので

御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、電子入札システムにより提出してくだ

さい。質問入力方法の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政

局「入札参加手続関係」に掲載している「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　入力・提出期間

　　　「入札公表詳細」による。

　　　※ 　ただし、電子入札システムによりがたい者

は、上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午後

３時までに持参してください。（持参について

は市役所開庁時間に限る。）なお、質問書は、「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「入札参加手続関係」に掲載している

「質問書（一般競争入札用）」からダウンロー

ドできます。

　　　　 　また、持参により質問書を提出する場合は、

ダウンロードした質問書（紙媒体）と併せて、

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式のまま保

存した質問書を提出してください。（どちらか

一方の場合には、質問受付をいたしません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「業者登録システム」の「仕様書等

ダウンロード」にて掲載します。なお、質問がな

かった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコ

ーナー」の財政局「入札参加手続関係」に掲載し

ている「見積用設計図書・積算内訳書取得マニュ

アル」を御覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成31・32年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送

付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、
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入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

９ 　入札手続等

　 　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　電子入札システムによる。ただし、電子入札シス

テムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定日時

に上記３⑵に持参又は郵送してください。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参加手

続関係」の中の「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　平成31年３月11日（月）

　　　　　　　　　　　　　午後４時

　　イ 　持参による入札の場合

　　　（ア ）入札書の提出期限　平成31年３月11日

　　　　　　　　　　　　　　　（月）　午後５時

　　　（イ ）入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア ）入札書の提出期限　 平成31年３月11日（月）

必着

　　　（イ）入札書の提出先　上記３⑵と同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、上記３⑵に平成31年３月11

日（月）午後５時（必着）までに提出してください。

提出方法は郵送等又は持参によるものとします。

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。

送付先

　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　川崎市役所財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資

料在中」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課建築

契約係（電話044－200－2100）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　ウ 　算定資料

　　　 　別表１「総合評価落札方式評価項目算定資料」

のとおり。

　　　 「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取得

できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

10　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　別表２「総合評価落札方式技術評価項目配点表

（以下「配点表」という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において次の（ア）から（イ）に

よる基礎審査を満たし、評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　（ア ）「川崎市総合評価落札方式のガイドライン」及

び入札説明書に示す「算定資料」の作成に関する

条件について違反がないこと。

　（イ ）「算定資料」について、同一事項に対する２通

り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等がな

いこと。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　設定加算点は「10点」とします。

　　　 加算点＝（入札参加者の得点合計／評価項目の配

点合計）×設定加算点

※小数点第５位以下切捨て

　　　技術評価点　＝　標準点　＋　加算点

　⑶ 　共同企業体の評価について

　　 　共同企業体での申請における各評価項目の評価

は、共同企業体の代表者を対象に行うものとしま

す。ただし、「配点表」の「企業の信頼性・社会性」

の「官公需適格組合であること」については、共同

企業体の構成員（代表者を含む）を対象に評価を行

うものとする。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

11　開札予定日時及び場所

　⑴ 　開札予定日時　平成31年３月25日（月）午前10時

　⑵ 　開札場所　　　 川崎市役所財政局資産管理部契約

課建築契約係

12　落札者の決定方法

　⑴ 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。
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総合評価点＝技術評価点÷入札価格×100,000,000

※小数点第５位以下切捨て

　⑵ 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場

合には、併せてその者の入札価格による当該契約の

適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者

として決定します。これら審査等の結果、当該落札

候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確保され

ない恐れがあると認められるときは、当該入札を無

効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、

必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　 　なお、調査基準価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

に掲げている「川崎市建設工事低入札価格調査取扱

要領・運用指針」を御覧ください。

　⑶ 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。また、一次下請としての

工事実績を提出する場合は、「類似工事実績（一次

下請）に関する誓約書」の提出が必要になります。

積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に財政

局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡しま

す。落札候補者におかれては、「類似工事施工等実

績確認（申請）書」（「入札情報かわさき」の「ダウ

ンロードコーナー」の中の財政局「入札参加手続関

係」の中の「類似工事施工等実績確認（申請）書」

から取得してください。）と工事実績を確認できる

書類、また、一次下請としての工事実績を提出する

場合は併せて「類似工事実績（一次下請）に関する

誓約書（積算内訳書と同時に「仕様書等ダウンロー

ド」から取得してください。）」を工事担当課（総務

企画局本庁舎等整備推進室（川崎市川崎区東田町５

番地４）044（200）0532）に持参し、確認を受けて

ください。工事実績を確認できる書類としては、上

記２⑵エの条件を満たす事項を確認することができ

る契約履行証明書、契約書、注文書、注文請書、協

定書、施工体制台帳、施工体系図、共同企業体協定

書などの分担工事額、分担区分・工種などが確認で

きる書類、設計書等の写し（契約内容に変更があっ

た場合は最終変更まで確認できるもの）・コリンズ

登録データ（竣工時データ）等が必要になります。

なお、これらの書類においては、上記２⑵エの条件

を満たしていることだけでなく、受注から完工まで

を確認できることが必要です。

　⑷ 　共同企業体の構成員の配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は共同企業体の代表者以外の構成員の

配置予定技術者に係る書類の提出が必要となりま

す。積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に

財政局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡

します。落札候補者におかれては、財政局資産管理

部契約課（建築契約係　044－200－2100）に次の書

類を翌日正午までに提出してください。

　　ア 　構成員の配置予定技術者届（第１号様式その２）

　　　 　「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の財政局「入札参加手続関係」の中の「配置

予定技術者届（第１号様式その２）」【平成28年６

月１日改訂版】

　　イ 　構成員の配置予定技術者の資格を確認できる書

類

　　（ア ）監理技術者の場合

　　　　 　構成員の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

　　　　 　構成員の配置予定主任技術者の１、２級の技

術検定合格証明書等の写し、又は建設業法第７

条第２号イ、ロ、ハのいずれかの条件を満たす

主任技術者経歴証明書。（「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参

加手続関係」の中の「主任技術者経歴証明書

（第２号様式）」【平成28年６月１日改訂版】）

　　ウ 　構成員の配置予定技術者の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　⑸ 　入札の無効

　　ア 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　⑹ 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、工事担当課（総務企画局本庁舎等整備推

進室（川崎市川崎区東田町５番地４）044（200）

0532）です。

　　※ 　積算疑義申立て制度の詳細については、「入札

情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財

政局「契約関係規定」の中の「工事請負契約の入
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札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱」

を御覧ください。

　⑺ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について「入札情報かわさき」にて

公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

13　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等、明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます。

14　契約手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、平成31年第１回川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　ただし、前払金の請求及び支払いについては、平

成33年４月１日以降になります。

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「契約関係規定」の中の「川崎市公共工事

の前払金に関する規則」、「川崎市公共工事中間前払

金取扱要綱」を御覧ください。

　　 　ただし、中間前払金の請求及び支払いについて

は、平成33年４月１日以降になります。

　⑷ 　議決を要する契約

　　 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約

の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、市

議会（平成31年６月ごろ）で議決を得たときに契約

を締結します。また、落札者には、その旨を記載し

た仮契約書を交付します。

15　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約及び特定

業務委託契約の手引」を御確認ください。

16　受注者が締結する下請契約の相手方の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者と

１次下請契約を締結した場合は、契約違反となります

ので御注意ください。

17　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市総合評

価一般競争入札実施要綱及び川崎市競争入札参加者

心得等は、上記３⑵にて閲覧できます。

　⑷ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑸ 　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及

び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付

けられた工事に該当するかについては、「入札公表

詳細」を御覧ください。

　⑹ 　契約後ＶＥ方式の試行

　　 　建設工事のコスト縮減を図るため、契約締結後

に、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を

低下させることなく請負金額を低減することを可能

とする施工方法等に係る設計図書の変更について行

う提案を受け付けます。

　　 　なお、本案件については、ＶＥ提案の提出を受け
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付ける期間は、原則として、契約の締結日から当該

提案に係る部分の施工に着手する35日前までとし、

それ以前に15日間以上の提案準備期間が確保される

よう工期設定において配慮するものとします。ま

た、ＶＥ提案の回数については、履行期限内かつＶ

Ｅ提案の提案期間であれば制限を設けません。

　⑺ 　関連する「川崎市新本庁舎超高層棟新築工事」が

入札不調となった場合は、本工事の入札を中止しま

す。また、関連する「川崎市新本庁舎超高層棟新築

工事」の落札者が決定していない場合は、落札者が

決定した後に本工事の契約を締結します。

　⑻ 　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。

　⑼ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、建設

業退職金共済制度の履行が必要となります。

　⑽ 　当該工事に係る消費税の適用税率は10％です。

18　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract:

　　　 High-Rise Building Construction for 

New Kawasaki City Office Building, Air 

Conditioning Installation

　⑵ 　 Time-limit for tender(electronic tender 

system):

　　　4:00 p.m 11 March 2019

　⑶ 　 Time-limit for tender(direct delivery):

　　　5:00 p.m 11 March 2019

　⑷ 　 Deadline for tender (by registered mail):

　　　11 March 2019

　⑸ 　 Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　1 , Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577 Japan

　　　TEL:044-200-2100

19　入札説明書の交付について

　 　本工事に係る入札説明書は「入札情報かわさき」の

「入札公表詳細」に掲載するほか、上記３⑴の期間に

上記３⑵の場所で配布します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第91号

　　　入　札　公　告

　教育文化会館田島分館保守警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31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　教育文化会館田島分館保守警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　 川崎市教育文化会館田島分館（川崎市川崎区追分

町16番１号　カルナーザ川崎４階）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　別紙委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種16「警備」の種目０２「人的

警備」に登載されていること。

　⑸ 　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0835

　　　川崎市川崎区追分町16番１号

　　　カルナーザ川崎４階　受付

　　　電話：044－333－9120

　　　ＦＡＸ：044－333－9770

　　　E-Mail：88tazima@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日

（火）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。

　　　※ 　競争参加申込書の様式について、電子メール

での配布を希望される場合、３⑴の電話番号及

びメールアドレスへ御連絡ください。（電話と

メール、両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、平成31年

１月25日（金）から平成31年２月５日（火）まで縦覧

に供します。

　 　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月８

日（金）午後５時までに平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月８日（金）

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月８日（金）から平成31年２月12日

（火）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、平成

31年２月15日（金）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、平

成31年２月15日（金）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31年２月22日（金）　午後２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　第１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、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

　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

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否
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　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第92号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　シュレッダー賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　多摩区役所保健福祉センター保護課

　　　川崎市麻生区万福寺１－５－１

　　　麻生区役所保健福祉センター保護課

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

　⑷ 　概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」種目「事務用機器」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争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ものは、次により競

争参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　担当　　横山

　　　電話番号　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　　044－200－3929

　　　電子メール　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書等の写し等）

　　　 　上記ウについては提出者において作成し、係る

費用は提出者の負担とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、３⑴の

場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により、

競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供

給等有資格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレ

スを登録している場合は、電子メールにより送付しま

す。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　平成31年２月６日（水）
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　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は、３⑴の場所において、平成

31年１月25日（金）から平成31年２月１日（金）ま

で縦覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）

５ 　競争入札参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月６日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月14日

（木）（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　なお、その際には、質問書を送付した旨を担当ま

で御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月18日（月）ま

でに、ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　 　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

　　 　入札は、60か月のリース総額（税抜き）を入札金

額として行います。入札額は消費税を含まないで記

載してください。なお、詳細は入札説明書によりま

す。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　

　　　　平成31年２月25日（月）午後３時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町８　パレール三井ビル13階

　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の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。

　⑹ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限の委任状を

事前に提出してください。また、開札には一般競争

参加資格確認通知書を必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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。

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額または削除があった場合は、この契約

を変更または解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
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損失の補償を発注者に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　契約書・仕様書等に記載されている元号につい

て、改元後は新元号に読み替えるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第93号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度生活保護費支給に係る警備輸送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32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

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受

けていること。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「警備」種目「人的警備」

に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　確実に業務完了に至ること。

　⑹ 　この委託契約について、平成28年４月１日以降に

種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわ

たって締結した契約実績があること。

　⑺ 　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に

よる運送業務の資格を有すること。

３ 　競争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ものは、次により競

争参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　横山

　　　電話番号　　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3929

　　　電子メール　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）

　　エ 　貨物自動車運送事業法で定める貨物自動車運送

事業の許可を受けていることを証明できる書類

（原本の写し）

　　 　上記ア以外の書類については提出者において作成

し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、３⑴の

場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により、

競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールにより送付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　平成31年２月６日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は、３⑴の場所において、平成

31年２月６日（水）から平成31年２月14日（木）ま

で縦覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）

５ 　競争入札参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月６日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
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５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月14日

（木）（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　なお、その際には、質問書を送付した旨を担当ま

で御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月18日（月）ま

でに、ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。入札額は消費税を含まないで記載してくださ

い。なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　

　　　　平成31年２月25日（月）午後２時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレール三井ビル13階

　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑹ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限の委任状を

事前に提出してください。また、開札には一般競争

参加資格確認通知書を必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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。

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

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 　契約書・仕様書等に記載されている元号につい

て、改元後は新元号に読み替えるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）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31年１月25日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成31年度生活保護費警備輸送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32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

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受

けていること。
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　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「警備」種目「人的警備」

に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　確実に業務完了に至ること。

　⑹ 　この委託契約について、平成28年４月１日以降に

種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわ

たって締結した契約実績があること。

　⑺ 　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に

よる運送業務の資格を有すること。

３ 　競争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ものは、次により競

争参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　横山

　　　電話番号　　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3929

　　　電子メール　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）

　　エ 　貨物自動車運送事業法で定める貨物自動車運送

事業の許可を受けていることを証明できる書類

（原本の写し）

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、３⑴の

場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により、

競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールにより送付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　平成31年２月６日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は、３⑴の場所において、平成

31年２月６日（水）から平成31年２月14日（木）ま

で縦覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）

５ 　競争入札参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　平成31年２月６日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月６日（水）から平成31年２月14日

（木）（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　なお、その際には、質問書を送付した旨を担当ま

で御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成31年２月18日（月）ま

でに、ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
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加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。入札額は消費税を含まないで記載してくださ

い。なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成31年２月25日（月）午後１時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレール三井ビル13階

　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑹ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限の委任状を

事前に提出してください。また、開札には一般競争

参加資格確認通知書を必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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。

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑶ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

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 　契約書・仕様書等に記載されている元号につい

て、改元後は新元号に読み替えるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第95号

　　　入　札　公　告

　教育文化会館総合管理運営業務委託契約に関する一般

競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　教育文化会館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市教育文化会館

　　　（川崎市川崎区富士見２－１－３）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　別紙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31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　ア 　業種　16「警備」

　　　　種目　02「人的警備」

　　イ 　業種　19「施設維持管理」

　　　　種目　99「その他維持管理」

　　ウ 　業種　99「その他業務」

　　　　種目　07「一般事務」

　⑸ 　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

３ 　競争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
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　　　電　話：044－233－6361

　　　ＦＡＸ：044－244－2347

　　　E-Mail：88kyobun@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月６日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　　　※ 競争参加申込書の様式について、電子メールで

の配布を希望される場合、３⑴の電話番号及び

メールアドレスへ御連絡ください。（電話とメ

ール、両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、平成31年

１月25日（金）から平成31年２月６日（水）の午前９

時から正午までと午後１時から午後５時まで縦覧に供

します。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月８

日（金）午後５時までに平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月８日（金）

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月８日（金）から平成31年２月13日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、平成

31年２月19日（火）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、平

成31年２月19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31年２月22日（金）　午後３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１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。
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　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31年第１回川崎市議

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 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

　⑹ 　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96号

　　　入　札　公　告

　教育文化会館大師分館保守警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31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　教育文化会館大師分館保守警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市教育文化会館大師分館

　　　 （川崎市川崎区大師駅前１－１－５　川崎大師パ

ークホームズ２階）

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　別紙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31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種16「警備」の種目02「人的警

備」に登載されていること。

　⑸ 　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

３ 　競争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

　　　〒210－0802

　　　川崎市川崎区大師駅前川崎大師パークホームズ

　　　２階　受付

　　　電話：044－266－3550

　　　ＦＡＸ：044－266－3554

　　　E-Mail：88daisi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月５日
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（火）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　※ 　競争参加申込書の様式について、電子メールで

の配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメ

ールアドレスへ御連絡ください。（電話とメール、

両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、平成31年

１月25日（金）から平成31年２月５日（火）まで縦覧

に供します。

　 　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」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、平成31年２月８

日（金）午後５時までに平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成31年２月８日（金）

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月８日（金）から平成30年２月12日

（火）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、平成

31年２月15日（金）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、平

成31年２月15日（金）に、競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電

子メールにて送付します。尚、回答を受信した旨を

３⑴の所管課まで電話連絡願います。

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31年２月22日（金）　午後２時30分

　　（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　第１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、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

　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

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金
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　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第97号

　　　入　札　公　告

　特定調達契約に関する総合評価落札方式一般競争入札

について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市校務支援システム再構築業務

　⑵ 　履行場所　 川崎市立学校各校及び川崎市総合教育

センターほか

　⑶ 　履行期間　平成31年４月１日から平成37年３月31日

　⑷ 　概　　要　 本市では、平成26年４月に現行の校務

支援システムを導入し、教員の業務の

時間短縮や効率化が図られたところで

すが、平成32年３月に現行のサービス

が終了することに伴い、さらなる業務

改善を目指した新たなシステムを構築

するものです。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　総合評価採用理由

　 　技術的な工夫の余地や効果が大きい本業務におい

て、発注者が示す標準的な仕様に対し、開発・運用上

の工夫等の技術提案を求めることによって、民間企業

の優れた技術力を活用し、成果物の品質をより高める

ことが期待されます。そのため、入札参加者の技術提

案の項目とその提案に係る開発・運用計画等を含んだ

技術的能力、開発・運用能力及び信頼性等価格以外の

要素を評価し、この価格以外の要素と入札価格を一体

として評価することが妥当と認められることから、地

方自治法施行令第167条の10の２に規定する総合評価

一般競争入札を採用します。

３ 　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 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て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

始の申し立てがなされていない者であること。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「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。

　　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載のない者（入札参加業種・種目に登載の

ない者を含む。）は財政局資産管理部契約課に所定

の様式により、資格審査申請を平成31年２月１日

（金）までに行ってください。

　⑸ 　同一自治体において、小学校、中学校、特別支援

学校合わせて100校以上の規模で統合型校務支援シ

ステムをセンター方式のシステムにより導入した実

績（元請に限る。）があること。ただし、学校ＣＭ

Ｓ（Content Manegement System）及びグループウ

ェア単体での実績は含まない。

　⑹ 　提案するパッケージが、同一自治体において小学

校、中学校、特別支援学校合わせて100校以上の規

模で導入し、かつ１年以上稼働した実績を有するこ

と。

　⑺ 　ＩＳＯ27001又はプライバシーマークを取得して

いること。

４ 　一般競争参加申込書等の配布及び提出

　 　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。なお、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。

　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

　　　電子メールアドレス　

　　　88zyojoc@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月８日

（金）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、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４⑵の期間に、４⑴の場所

で配布します。

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

jp/233300/index.html）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争参加申込書（様式１）

　　イ 　導入実績報告書（様式２－１、２－２）及び証

明書類

　　　 「３　一般競争入札参加資格に関する事項」⑸⑹

に掲げる実績について必要事項を記入し、提案す

るパッケージ製品及び実績を証明する書類（契約

書の写し等）を併せて提出してください。

　　ウ 　保有資格証明書の写し

　　　 「３　一般競争入札参加資格に関する事項」⑺に

掲げる認定資格に関する証明書の写しを提出して

ください。

　　　※ 上記⑷の提出書類は技術評価点の算定に使用す

る「総合評価落札方式評価項目算定資料（以下、

「算定資料」という。）」に含まれませんので、

算定資料作成の際はご注意ください。

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、３に掲げる

条件を満たしていることの確認を行い、競争入札参加

資格確認通知書を平成31・32年度川崎市競争入札参加

資格審査申請書の委任先メールアドレスに平成31年２

月18日（月）までに送付します。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成31年２月18日（月）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、４⑴に

て、書類を交付します。

　 　なお、本通知により、参加資格が無い旨の通知を受

けた者は、通知から起算して２日以内に任意の書式に

より照会することができます。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　 　仕様書等の内容に関してのみ、質問ができます。（入

札参加資格等に関する質問は、別途一般競争参加申込

書等の提出先にお問い合わせください。）

　⑴ 　問合せ場所

　　　上記４⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年２月18日（月）から平成31年２月21日

（木）

　　 　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）なお、電子メールを使用でき

ない者は持参により４⑴へ提出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年２月28日

（木）までに、競争入札参加資格確認通知書を受け

た全参加者あてに、電子メールアドレス、又は電子

メールを使用できない者にはＦＡＸにて送付又は４

⑴にて書面により交付します。なお、回答後の再質

問は受け付けません。

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 　入札手続等

　 　次により入札を執行します。４⑴へ必ず下記⑴⑵と

も提出してください。いずれの１点でも提出がない場

合は無効となります。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　入札金額について、入札参加者は、見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金

額を除いた金額（税抜金額）を入札書に記載してく

ださい。入札金額については、落札した場合の落札

価格とし、課税事業者についてはこれに消費税及び

地方消費税に相当する金額を加算した金額（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）を契約金額とします。また、入札

書と併せて、入札額に相応する積算額が記入されて

いる積算内訳書を同封し、契約で使用する印鑑によ

り封印の上提出してください。

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「川崎市校務支援システム再構築業務評価項目算

定資料作成要領」を参照し、総合評価落札方式評価

項目算定資料を正本１部、副本14部を提出してくだ
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さい。なお、算定資料の作成及び提出に係る費用は

入札参加者の負担とし、提出された書類は返却しま

せん。また、差替えや再提出はできません。

　⑶ 　⑴⑵の提出方法

　　 　持参又は郵送とします。持参による場合は事前に

４⑴へ電話連絡の上、提出日時の指定を受けてくだ

さい。郵送による場合は期日までに到着するよう

に、書留郵便等配達の記録が残る方法で送付してく

ださい。送付する封筒には「総合評価落札方式評価

項目算定資料在中」と記載してください。

　⑷ 　⑴⑵ の提出期限

　　ア 　持参の場合

　　　　平成31年３月７日（木）午後５時

　　イ 　郵送の場合

　　　　平成31年３月７日（木）

　⑸ 　入札保証金　免除

　⑹ 　開札の日時　平成31年３月13日（水）

　　　　　　　　　午後１時30分

　⑺ 　開札の場所　 ４⑴に同じ。なお、開札に立ち会う

ことはできません。

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、技術評価点の算出

について

　　 　「川崎市校務支援システム再構築業務評価基準

書」を参照してください。

　⑵ 　審査方法について

　　 　本入札の評価に係る審査委員会により実施します

が、審査の経緯は原則として非公開とします。なお、

入札書、積算内訳書及び算定資料を有効に提出した

者は、審査の過程において、算定資料を使用したプ

レゼンテーションを実施するものとし、市は同時に

ヒアリングを実施します。この実施日時、詳細につ

いては審査の対象となる者に別途連絡します。

10　落札者の決定方法

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、有効な入札を行った者

のうち、次の算式によって求められた総合評価点の

最も高い者を落札候補者とします。また、最も高い

者が複数ある場合には対象者に連絡の上、くじによ

り落札候補者を決定します。ただし、入札価格が予

定価格を上回る場合、価格点を算定せず、総合評価

点は算定しません。技術評価点及び価格点の詳細に

ついては、「川崎市校務支援システム再構築業務評

価基準書」を参照してください。

　　 　なお、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。また、入札書の記載金額と積算内訳書の

合計金額が異なる場合、入札書の記載金額を入札金

額とします。

　　　総合評価点＝技術評価点＋価格点

　　　 価格点＝価格点の満点×（１－入札価格÷予定価

格）（小数点第２位以下切り捨て）技術評価点＝

機能点＋提案点

　⑵ 　入札の無効

　　ア 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

はこれを無効とします。

　　イ 　入札書、積算内訳書及び算定資料の１点でも提

出がない者又は不備がある者の入札はこれを無効

とします。

　　ウ 　算定資料による評価で、一項目でも無効に該当

するものがあった者、記載において、指定する様

式及び記載上の留意事項に従っていない者、記載

すべき事項の全部又は一部が記載されていない若

しくは無関係の内容を記載している者、許容され

た表現以外の表現方法を用いている者又は虚偽の

記載をした者の入札はこれを無効とします。

　　エ 　入札参加者が本入札の評価に係る審査委員会の

委員と接触した者の入札はこれを無効とします。

　⑶ 　再度入札及び再度開札の実施

　　 　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の有効な入

札がなかった場合は、入札参加者へ連絡の上、再度

の入札書及び積算内訳書の提出を求め、再度開札を

実施します。ただし、上記７で入札参加資格を喪失

した者及び10⑵で無効とされた者は除きます。

　⑷ 　落札者及び入札者の評価結果等については、落札

者の決定後、評価の対象となった各入札参加者に上

記５で指定するメールアドレスあて通知、又は電子

メールを使用できない者にはＦＡＸにて通知しま

す。また、川崎市教育委員会ホームページで公表し

ます。ただし、落札候補者がなかった場合は公表し

ません。

11　評価項目が達成されなかった時の対応

　⑴ 　本業務の受託者が技術評価点において得た評価項

目の一部又は全部について、完成検査の結果、評価

区分の基準を満たしておらず、その責が受託者にあ

ると認められる場合には、基準を達成できない業務

部分について契約金額を減額変更する場合がありま

す。

　⑵ 　入札参加者が提出した算定資料に虚偽の記載等が

明らかになった場合又は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
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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、上記４⑴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」、本調達に係る規

定類は教育委員会ホームページの「川崎市校務支援

システム再構築業務に係る要領について」（http://

www.city.kawasaki.jp/880/page/0000102867.

html）で閲覧することができます。

13　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又はとりやめる場合があ

ります。

　⑵ 　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。

　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 　算定資料の作成のために本市において作成された

資料は、本市の了解なく公表、使用することはでき

ません。なお、受託者の算定資料について、本業務

に関することに限り、本市は使用できるものとしま

す。また、算定資料の審査を行うために必要な範囲

又は公開等の際に複製を作成することがあります。

　⑸ 　契約時に費用の妥当性を確認するため入札時より

も詳細な積算内訳書の提出を求めるものとします。

　⑹ 　業務内容等は契約手続きの段階において評価結果

に影響しない範囲で若干の修正を行うことがありま

す。

　⑺ 　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。

　⑻ 　支払については、契約金額を分割した毎月均等払

いとします。ただし、均等払いのうち、初年度履行

分における毎月の支払金額については、２年度目以

降における毎月の支払額の45パーセントを付加した

金額配分とします。

　⑼ 　当該業務に直接関連するシステム基盤の調達につ

いては、本調達における仕様書及び受託者から提案

された内容を基に別途発注を予定しています。

　⑽ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

14　Summary

　⑴ 　Nature of the required services:

　　　 Restructuring of the school-affairs 

supporting system to Kawasaki city  

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　5:00 P.M 7 March 2019

　⑶ 　The due date for tender by mail:

　　　7 March 2019

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　KAWASAKI CITY Comprehensive Education Center

　　　 6-9-3, Mizonokuchi, Takatsu-ku Kawasaki, 

Kanagawa 213-0001, Japan

　　　TEL:044-844-3712

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第98号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 平成31年度川崎市立学校図書館用ファ

イアーウォール等機器賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市内（川崎市総合教育センターの

指示する場所）

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成36年３月31日

　⑷ 　概　　要　 仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市「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

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配布及び提出場所
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　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月１日

（金）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、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

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成31年１月25日（金）から平成31年２月13日

（金）

　　 　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31年２月20日

（水）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成31年２月７日（木）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成31年２月７日（木）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）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31年２月25日

（月）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 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく

ださい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除い

た金額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年２月27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

　　　※　郵送による入札は認めません。

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。
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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％

　　　　　　　　　　　　 免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

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

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

11　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

税 公 告

川崎市税公告第269号

　納期限変更告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12月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第270号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の方に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　平成30年12月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市税公告第271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。

年　度 税　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日
件数・備考

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 平成31年１月８日 計２件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分 平成31年１月８日 計４件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第２期分 平成31年１月８日 計24件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
８月随時分 平成31年１月８日 計５件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 平成31年１月８日 計87件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分 平成31年１月８日 計533件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分 平成31年１月８日 計４件

（別紙省略）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　　平成30年12月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第１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31年１月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第２号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第３号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第４号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第１号

　一般競争入札について次のとおり公告します

　　平成31年１月８日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 加瀬水処理センター耐震化対策実施設計委託その２

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

履行期限 契約の日から平成31年９月30日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されている者。

⑷ 　平成15年４月１日以降に国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、下

水道施設（ポンプ場又は処理場）に係る耐震補強実施設計業務の元請けとしての契約実績を有す

ること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウの兼務はできません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年１月31日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　第３配水工事事務所　配水管内洗浄業務委託

履行場所
自：川崎市麻生区金程３－10－１地先

至：川崎市麻生区金程３－16地先　ほか１件

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　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。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年１月31日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

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

川崎市上下水道局公告第２号

　一般競争入札について次のとおり公告します

　　平成31年１月８日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　排水処理　二次濃縮設備設置工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から600日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。
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参 加 資 格

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

できます。変更後の技術者は、「総合評価落札方式技術評価項目配点表」における評価項目の「配置

予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同等以上の評価を有すること

が必要です。

⑻ 　上水施設において、機械濃縮設備（無薬注に限る）製作及び据付工事の完工実績（元請けに限

る。）を平成15年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く）。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月12日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用

します。

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　本案件は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約の対象となります。

詳細は、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 工水１・３号送水流量計改良工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１ 　長沢浄水場内ほか

履行期限 契約の日から200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「電気」種目「その他の電気設備」ラ

ンク「Ｃ」で登録されている者。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

　⑽ 　本市発注の水道施設又は工業用水道施設における超音波流量計設置工事の完工実績（元請に

限る。）を平成15年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月１日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２配水工事事務所　事務棟階段室外壁改修その他工事

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷２－13－５（第２配水工事事務所内）

履行期限 契約の日から150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「塗装」種目「塗装」で登録されている者。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月１日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川下水幹線その12工事

履行場所 川崎市川崎区南町、塩浜３丁目地内ほか

履行期限 契約の日から225日間

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

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

ている者。

⑹ 　「官公需について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

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 木月４丁目350mm－75mm配水管布設替及び工水４号導水管250mm撤去工事

履行場所
自：中原区木月４－27－３先

至：中原区木月４－59－11先　ほか４件

履行期限 契約の日から335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」）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31年２月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南加瀬２丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：幸区南加瀬２－15－１番地先

至：幸区南加瀬２－17－17番地先　ほか５件

履行期限 契約の日から220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 　川崎市川崎区、幸区又は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「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

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 　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。

⑾ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

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

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

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

せん。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土橋１丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区土橋１－10－26先

至：宮前区宮前平２－10－１先

履行期限 契約の日から245日間

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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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 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

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 　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。

⑾ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

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

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

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

せん。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年２月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力ポンプ場ほか耐震補強その１工事

履行場所 川崎市中原区等々力20－１ 　ほか

履行期限 契約の日から平成32年２月28日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

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

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「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。
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参 加 資 格

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配置できること。

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

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

契約条項を

示す場所等

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　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月６日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第３号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月15日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　麻生区ほか汚泥圧送管実施設計委託第13号

履行場所 川崎市麻生区地内ほか

履行期限 契約の日から平成31年10月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成25年４月１日以降に契約した、下水道管きょの開削工法及び推進工法による新設・詳細設

計（耐震実施設計（レベル１及び２）を含む）委託業務の元請としての履行完了実績を有し、当

該実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月５日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工業用水道　長沢浄水場　第１沈でん池健全度診断調査業務委託

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 契約の日から平成31年６月14日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されていること。

⑷ 　業務責任者及び照査技術者として、上下水道部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有

する者を配置すること。なお、業務責任者と照査技術者は兼任できません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月５日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上平間排水樋管清掃委託その２

履行場所 川崎市中原区上平間2069番地

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

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

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

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

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

者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「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（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で

あること。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者及び酸素欠

乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。

　 　なお、双方は兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月５日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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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。

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

託契約（公契約）に該当します。

　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　川崎区下水幹線実施設計委託第16号

履行場所 川崎市川崎区地内

履行期限 契約の日から平成32年３月13日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成15年４月１日以降に契約した、下水道管きょのシールド工法に係る実施設計（耐震実施設

計レベル１・２を含む）委託業務の元請としての履行完了実績を有し、当該実績をＴＥＣＲＩＳ

により確認できること。

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

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

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

格を有する者

　ウ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者

　エ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　オ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 平成31年２月５日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第４号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月15日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター東系反応タンク流入スクリーン取替工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期限 契約の日から平成31年８月30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 　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「水処理施設」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 　計画汚水量0.12ｍ３／秒以上の下水道施設における、反応タンク設備の製作及び据付工事の完

工実績（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年２月６日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小向西町４丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：幸区小向西町４－74先

至：幸区小向西町４－21先　ほか５件

履行期限 契約の日から380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」）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31年２月12日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上下水道局公告（調達）

川崎市上下水道局公告（調達）第３号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

平成31年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　ア 　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム　１ｔ

（単価契約）　約2,431ｔ

　　イ 　水道用次亜塩素酸ナトリウム　１ｔ（単価契約）

　　　　約812ｔ

　　ウ 　水道用粉末活性炭（ドライ炭）　１ｋｇ

　　　　（単価契約）　約170,000ｋｇ

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　ア 　１⑴アの購入物品について

　　　　平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

　　イ 　１⑴イの購入物品について

　　　　平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

　　ウ 　１⑴ウの購入物品について

　　　 　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式で行います。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬品」

のうち種目「化学工業薬品」に登載されており、か

つ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされて

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・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を平成31年２月７日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2091

　⑵ 　期間　 平成31年１月25日（公告日）から平成31年

２月７日（土曜日及び日曜日を除く。）午

前８時30分から正午、午後１時から午後５

時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類等は、３⑴の場

所に、３⑵の期間中に提出してください。
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　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　西脇

　　　電話　044－200－2091

５ 　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、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する書類（仕様書によります。）を、競争入札参加

の申込時に提出しなければなりません。

　 　また、提出された書類に関し、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

を審査した結果、この購入物品を確実に納入すること

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。（ただし、仕様書に定められた条件を満

たす購入物品を確実に納入できることを証明する書類

等の提出後に納入予定の物品に変更が生じる場合は、

４⑶の場所に事前連絡の上、３月１日までに６の担当

課の承認を得ることとします。その結果、担当課の承

認を得られなかった者の入札は無効とします。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局長沢浄水場浄水課　担当　坂口

　　電話　044－911－2022

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、質問することがで

きます。

　　 　なお、仕様書以外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、入札参加者以外からの質

問には回答しませんので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、４⑴と同様の方法により取得できま

す。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（CD-R/RW）により、３⑴の場所で、３⑵の期間

に提出してください（どちらか一方の場合は、質

問は受け付けません。）。

　　　 　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　質問に対する回答

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書（ＰＤＦファイル）を入札参加資格があ

ると認められた入札参加者に対して、８の確認通知

書の交付日に確認通知書と一緒に添付して交付しま

す。

　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　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31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、平成31年２月28日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成31年２月28日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、単価で行います。なお、入札金額は、税抜き単

価を記載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出日時　 平成31年３月８日　午前

10時

　　（イ ）入札書の提出場所　 砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子１－

７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　平成31年３月５日必着

　　（イ）入札書の提出先　３⑴の場所に同じ

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月８日　午前10時

　　　 　１⑴アからウまでの購入物品の開札を同時に行

います。

　　イ 　場所　 砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。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

　　 　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において定める川崎
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市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　一連の調達契約に関する今後の調達予定

　　ア 　購入物品及び数量

　　　　 １⑴ア　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム

　　　　１ｔ（単価契約）約2,246ｔ

　　　　１⑴イ　水道用次亜塩素酸ナトリウム　１ｔ

　　　　（単価契約）約755ｔ

　　イ 　公告の予定時期　平成31年７月頃

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　a　 Ultra-high basicity polyaluminum chloride  

for water supply, approximately 2,431t

　　　b　Sodium hypochlorite

　　　　 for water supply, approximately 812t

　　　c　 Water for powdered activated carbon, 

approximately 170,000kg

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　a　Direct delivery

　　　　 10:00A.M. 8 March 2019

　　　b　By mail

　　　　 5 March 2019

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　ＴＥＬ：044－200－2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第４号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　ア 　高分子凝集剤　１ｔ（単価契約）（下水）

　　　　約105ｔ

　　イ 　次亜塩素酸ナトリウム　１ｔ（単価契約）

　　　　（下水）　約2,298ｔ

　　ウ 　ポリ塩化アルミニウム　１ｔ（単価契約）

　　　　（下水）　約4,590ｔ

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　ア 　１⑴アの購入物品について

　　　　平成31年４月１日から平成31年９月30日まで

　　イ 　１⑴ イの購入物品について

　　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　　ウ 　１⑴ウの購入物品について

　　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式で行います。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬品」

のうち種目「化学工業薬品」に登載されており、か

つ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされて

いること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
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業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を平成31年２月７日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2091

　⑵ 　期間　平成31年１月25日（公告日）から

　　　　　　平成31年２月７日

　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　午前８時30分から正午、午後１時から

　　　　　　午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、３⑴の場所

に、３⑵の期間中に提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課物品係

　　　担当　西脇

　　　電話　044－200－2091

５ 　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、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する書類（販売代理店証明書）を提出しなければな

りません。

　 　また、提出された書類に関し、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

を審査した結果、この購入物品を確実に納入すること

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。（ただし、仕様書に定められた条件を満

たす購入物品を確実に納入できることを証明する書類

等の提出後に納入予定の物品に変更が生じる場合は、

４⑶の場所に事前連絡の上、３月１日までに６の担当

課の承認を得ることとします。その結果、担当課の承

認を得られなかった者の入札は無効とします。）

６ 　仕様書作成担当者

　 　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　担当　八木澤

　　電話　044－200－2877

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、質問することがで

きます。

　　　なお、仕様書以外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、入札参加者以外からの質

問には回答しませんので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、４⑴と同様の方法により取得できま

す。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所で、３⑵

　の期間に提出してください（どちらか一方の場

合は、質問は受け付けません。）。

　　　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　質問に対する回答

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書（ＰＤＦファイル）を入札参加資格があ

ると認められた入札参加者に対して、８の確認通知

書の交付日に確認通知書と一緒に添付して交付しま

す。

　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、平成31年２月28日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成31年２月28日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す
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ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、単価で行います。なお、入札金額は、税抜き単

価を記載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　

　　　　　１⑴の購入物品ごとに次のとおりとします。

　　　　　１⑴アからウ

　　　　　平成31年３月８日　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所　 砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子１－

７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　平成31年３月５日必着

　　（イ）入札書の提出先　３⑴の場所に同じ

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　　１⑴の購入物品ごとに次のとおりとします。

　　ア 　日時　１⑴アからウ

　　　　平成31年３月８日

　　　　午前10時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。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

　　 　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において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　一連の調達契約に関する今後の調達予定

　　ア 　購入物品及び数量

　　　　 １⑴　ア　高分子凝集剤　１ｔ（単価契約）約

105ｔ

　　イ 　公告の予定時期　　平成31年７月頃

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

13　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of

　　　the products to be purchased:

　　a 　Polymer flocculant,

　　　　approximately 105t

　　b 　Sodium hypochlorite,

　　　　approximately 2,298t

　　c 　Polyaluminum  chloride,

　　　　approximately 4,590t

　⑵ 　Time limit for tender:

　　a 　Direct delivery

　　　　10:30A.M. 8 March 2019

　　b 　By mail

　　　　5 March 2019

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL:044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────



（第1,763号）平成31年(2019年)１月25日 川 崎 市 公 報

－338－

川崎市上下水道局公告（調達）第５号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　ア 　デジタル水道メーター（新品）　20ｍｍ

　　　　24,000個

　　イ 　デジタル水道メーター（修理品）20ｍｍ

　　　　33,600個

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

　⑷ 　納入期限

　　　仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。競争入札参加希望

者は本市の電子入札システムにより競争入札参加申

込みを行ってください。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、紙入札方式に代えることができます。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「水道用

品」、種目「水道用品」に登載されており、かつ、

ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を平成31年２月12日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2091

　⑵ 　期間　平成31年１月25日（公告日）から

　　　　　　平成31年２月12日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　 午前８時30分から正午、午後１時から午後

５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書は、電子入札システムにより

次の期間に提出してください。

　　　提出期間　平成31年１月25日（公告日）から

　　　　　　　　平成31年２月12日午前８時から午後８時

　　 　競争入札参加申込手順の詳細については、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「上下水道局の入札参加手続

関係」）に掲載している「電子入札：操作説明書（入

札システム操作方法）」を御覧ください。

　　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、３

⑴の場所に、３⑵の期間中に競争入札参加申込書を

提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書の郵送による提出は認

めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　西脇

　　　電話　044－200－2091

５ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

　　担当　谷内

　　電話　044－589－5232

６ 　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、質問することがで

きます。

　　 　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。また、

入札参加者以外からの質問に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
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　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に提

出（入力）してください。

　　　　提出（入力）期間

　　　 　平成31年１月25日（公告日）から平成31年２月

12日

　　　　午前８時から午後８時

　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上

下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「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 　持参による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、窓口での

対応となります。３⑴が質問書の配布、持参の場

所となります。

　　　 　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／ＲＷ）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、質問は受け付け

ません。）。

　　　 　なお、質問書は、「入札情報かわさき」の「共

通ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」）に掲げる「質問書（一般競争入札

用）」からダウンロードできます。

　　　提出期間

　　　 平成31年１月25日（公告日）から平成31年２月12

日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　 　午前８時30分から正午、午後１時から午後５時

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　平成31年２月26日　午前９時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「仕様書等ダウンロード」に掲載し

ます。

　　　 　なお、質問がなかった場合には、通知・掲載は

しません。

　　　 　質問回答書は、入札参加資格があると認められ

た入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又は取

得できます。取得方法については、「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」の欄の「積算内訳書

等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、回答後に再質問は受け付けません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、平成31年２月26日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、平成31年２月26日の午前９時から正午までの間に

３⑴の場所において確認通知書を交付します。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、入札金額は総価で行います。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　 　入札書の提出期限は、１⑴の購入物品ごとに次

のとおりとします。

　　　１⑴アからイ　平成31年３月７日　午前９時30分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　１⑴の購入物品ごとに次のとおりとします。

　　　　１⑴アからイ平成31年３月７日

　　　　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　平成31年３月４日

　　　　　必着

　　（イ）入札書の提出先　３⑴の場所に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　１⑴の購入物品ごとに次のとおりとします。

　　　　１⑴アからイ　平成31年３月７日　午前10時30分

　　イ 　場所

　　　　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ
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ります。

　⑸ 　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において定める川崎

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。

10　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パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

　⑸ 　一連の調達契約に関する今後の調達予定

　　ア 　購入物品及び数量

　　　１⑴ア　 デジタル水道メーター（新品）　20ｍｍ

　　　　　　　14,400個

　　　１⑴イ　デジタル水道メーター（修理品）20ｍｍ

　　　　　　　11,600個

　　　１⑴ウ　デジタル水道メーター（修理品）13ｍｍ

　　　　　　　10,800個

　　イ 　公告の予定時期

　　　　平成31年９月頃

12　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　a　24,000 20㎜ digital water meters (new)

　　b　33,600 20㎜ digital water meters (repair)

　⑵ 　Time limit for tender:

　　a　By electronic bidding system

　　　9:30A.M. 7 March 2019

　　b　Direct delivery

　　　 10:30 A.M. 7 March 2019

　　c 　By mail

　　　　4 March 2019

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration

　　　Department

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL:044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第１号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月８日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　臨時車体修理　後面事故修理一式

　　　鷲ヶ峰営業所　Ｗ3458号車

　⑵ 　履行場所

　　　鷲ヶ峰営業所

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年３月29日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書のとおり

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」、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
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入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年１月８日から平成31年１月15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 　入札説明書の入手方法及び現車確認

　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 　現車確認

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書は、現車確認を

した上で提出してください。日程の調整は、６の仕

様に関する問い合わせ先まで御連絡ください。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成31年１月17日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　車両係　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年１月24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２号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成31年１月９日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　上平間営業所旧事務所棟上屋解体撤去工事

　⑵ 　履行期間

　　　契約の日から平成31年７月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市中原区上平間1140番地

　⑷ 　工事概要

　　ア 　敷地概要　敷地面積　6366.70㎡

　　イ 　建物概要　主用途　　市営バス事務所

　　　　　　　　　構造　　　鉄筋コンクリート造

　　　　　　　　　階数　　　地上３階
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　　　　　　　　　建築面積　358.56㎡

　　　　　　　　　延べ面積　993.12㎡

　　ウ 　工事内容　建築　 建物上屋、駐輪場１棟及び物

置２棟の解体撤去、

　　　　　　　　　　　　屋外付帯撤去一式

　　　　　　　　　電気　 建築解体に付随する撤去工事

一式

　　　　　　　　　機械　 建築解体に付随する撤去工事

一式

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者名簿に業

種「解体」種目「解体」で登録されていること。

　⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を

有していること。

　⑻ 　解体工事業に係る建設業の許可を受けているこ

と。ただし、平成28年５月31日までに受けたとび・

土工工事業に係る建設業の許可でも可とします。

　⑼ 　主任技術者（業種「解体」）を専任で配置できる

こと。ただし、平成28年５月31日までに主任技術者

（業種「とび・土工」）の資格を有する者でも可と

します。

　　 　なお、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式

工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任

を要しません。

　⑽ 　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

で階数２以上かつ延床面積が500㎡以上の１棟から

なる建築物の解体工事の完工実績（元請に限る。）

を平成15年４月１日以降に有すること。

　　 　ただし、共同企業体により施工した工事について

は、出資割合が20％以上であること。

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。

　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31年１月９日から平成31年１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31年１月22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

　 　所定の質問書を提出することにより、仕様書等の積
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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31年２月８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建築契約係

　⑵ 　開札の日時

　　　平成31年２月13日　15時30分

　⑶ 　開札の場所

　　　財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　（明治安田生命ビル13階）

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 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。開札後、財政局契約課か

ら落札候補者へ電話連絡します。落札候補者につき

ましては、「類似工事施工等実績確認（申請）書」

と工事実績を確認できる書類を工事担当課（まちづ

くり局施設整備部公共建築担当　明治安田生命ビル

９階　電話044－200－3013）に持参し、確認を受け

てください。工事実績を確認できる書類としては、

上記２⑽の条件を満たす事項を確認することができ

る契約履行証明書、契約書・協定書・設計書等の写

し（契約内容に変更があった場合は最終変更まで確

認できるもの）・コリンズ登録データ（竣工時デー

タ）等が必要になります。なお、上記２⑽について

は、これらの書類で、上記２⑽の条件を満たしてい

ることだけでなく、受注から完工までを確認できる

ことが必要です。

　　 ※　類似工事施工等実績確認（申請）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。

　⑷ 　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）

　⑸ 　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公

共建築担当（川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田

生命ビル９階）電話044－200－3013）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
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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。

11　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市交通局

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。

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。

交 通 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市交通局公告（調達）第３号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月25日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び予定数量

　　ア 　軽油Ａ（４月～６月分） 278キロリットル



川 崎 市 公 報 （第1,763号）平成31年(2019年)１月25日

－345－

　　イ 　軽油Ｂ（４月～６月分） 364キロリットル

　　ウ 　軽油Ｃ（４月～６月分） 226キロリットル

　　エ 　軽油Ｄ（４月～６月分） 474キロリットル

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　ア 　川崎市交通局上平間営業所

　　イ 　川崎市交通局塩浜営業所

　　ウ 　川崎市交通局井田営業所

　　エ 　川崎市交通局鷲ヶ峰営業所及び川崎市交通局菅

生営業所

　⑷ 　納入期間

　　 　平成31年４月１日から平成31年６月30日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

た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 　川崎市における平成31・32年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」

という。）において業種「燃料・油脂類」、種目「石

油製品・オイル」、かつ、ランク「Ａ」で登録され

ていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

に係る業種を登録していない者を含む。）は、財政

局資産管理部契約課に所定の様式により、資格審査

申請を平成31年２月20日までに行ってください。申

請の際には、この公告文の写しを持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止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、誓約書及び５の書類を提出

しなければなりません。一般競争入札参加資格確認申

請書等の様式は、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

　　　川崎市交通局企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成31年１月25日から平成31年２月20日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、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等を提出

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 　一般競争入札参加者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、購入物品を安定し

て供給できることを証明する書類（供給保証書）を平

成31年２月20日までに３⑴の場所に提出しなければな

りません。

　 　この場合において、提出された書類等を審査した結

果、当該物品を納入することができると認められた者

に限り、入札に参加することができます。

　 　なお、入札参加者は、当該書類に関し説明を求めら

れたときは、それに応じなければなりません。

６ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を平成31年２月28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。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　朝生

　　電話　044－200－3241

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、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その他の提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札及び契約に付す

るものとし、１キロリットル（1,000リットル）当た

りの単価で行います。入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わ

ず、一切の諸経費を含めて見積もった金額から軽油引

取税額を控除した額の108分の100に相当する金額に、

軽油引取税額を加算した金額を入札書に記載してくだ

さい。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日　時

　　　　　平成31年３月19日　午前11時00分

　　（イ）場　所

　　　　　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合
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　　（ア）期　限

　　　　　平成31年３月15日　必着

　　（イ）宛　先

　　　　　〒210－8577

　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得第７条の規定に

より無効と定める入札は、これを無効とします。

10　再度の入札の実施

　 　落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。

ただし、その前回の入札が川崎市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

立ち会わない者は参加できません。

11　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、平成31年第１

回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決

を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

12　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情について、苦情の原因となった事

実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦情

検討委員会へ申し立てることができます。

13　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　この契約の目的物に係る税制改正が実施された場

合は、それによるものとします。

　⑸ 　落札者の決定後、川崎市政府調達苦情検討委員会

に対する苦情申立てが行われた場合、契約締結等の

手続を一時停止することがあります。

14　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　①　Gas Oil Quantity  278kl

　　②　Gas Oil Quantity  364kl

　　③　Gas Oil Quantity  226kl

　　④　Gas Oil Quantity  474kl

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　11:00 A.M., March 19, 2019

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　March 15, 2019

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section

　　　Transportation Bureau

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku,

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL:+81(0)44-200-3228

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第１号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成31年１月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の



川 崎 市 公 報 （第1,763号）平成31年(2019年)１月25日

－347－

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

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

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

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　（ア ）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　　 病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９ 　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　本調達に関する落札決定の効果は、平成31年川

崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決

を要します。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院電話交換業務委託

履行場所 川崎市立川崎病院　（川崎市川崎区新川通12－１）

履行期限
平成31年４月１日から平成34年３月31日まで

（３年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　　種　「その他業務」

種　　　目　「受付案内、電話交換等の一般事務サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他

平成25年４月１日以降に、元請として、病床規模400床以上の病院において電話交換

業務の契約実績を有すること。（その証として、契約書の写しなどを病院局契約担当

へ提出すること）

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年１月29日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院リネンセンター業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市立川崎病院　（川崎市川崎区新川通12－１）

履行期限
平成31年４月１日から平成34年３月31日まで

（３年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　　種　「クリーニング業務」

種　　　目　「クリーニング業」

地域区分 設定しません。

そ の 他

次の１及び２の条件を満たすこと。

１ 　平成25年４月１日以降に、病床数400床以上の病床を有する病院において、元請

として類似の契約実績を有すること。（その証として、契約書の写しなどを病院局

契約担当へ提出すること）

２ 　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

を受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の14）に

適合していること。

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 現場視察を希望する者は、病院局契約担当まで申し出ること。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年１月29日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。



川 崎 市 公 報 （第1,763号）平成31年(2019年)１月25日

－349－

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院内保育室調理業務委託

履行場所 川崎市立川崎病院　（川崎市川崎区新川通12－１）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　　種　「給食調理業務」

種　　　目　「給食サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他

次の１及び２の条件を満たすこと。

１ 　平成25年４月１日以降に、元請として、本業務委託に係る類似の契約実績（院

内保育室等の調理業務実績）を有すること。（その証として、契約書の写しなどを

病院局契約担当へ提出すること）

２ 　アレルギー食・アレルギーミルクの提供が可能なこと。

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年１月29日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院滅菌洗浄等業務委託

履行場所 川崎市立井田病院　（川崎市中原区井田２－27－１）

履行期限
平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

（５年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　　種　「医療関連業務」

種　　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他

平成25年４月１日以降に、元請として、病床規模250床以上の病院において医療器材

の洗浄、滅菌及び消毒業務の契約実績を有すること。（その証として、契約書の写し

などを病院局契約担当へ提出すること）

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年１月29日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院院内保安警備業務委託

履行場所 川崎市立井田病院　（川崎市中原区井田２－27－１）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　　種　「警備」

種　　　目　「人的警備」

地域区分 「市内」又は「準市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年１月29日　午前　10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

特定業務委託に

関 す る 事 項

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

託契約に該当します。

特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金を労

働者に支払っていただくことが契約条項に加わります。

また、本案件は、年度ごとに定める最新の作業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責任となり、場合によっては契約解除となる可

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契約

条例、川崎市病院局契約規程、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認く

ださい。（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/docs/koukeiyaku.htm）

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野２）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から４の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　ISO14001を取得していること。

２ 　ISO15189（臨床検査室―質と適合能力に対する特定要求事項）の認定を受けて

いること。

３ 　ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認定を受けていること。

４ 　財団法人「医療関連サービス振興会」から「医療関連サービスマーク」の認定

を受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の８）に

適合していること。

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年１月29日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院施設管理業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限
平成31年４月１日から平成34年３月31日まで

（３年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　種　「施設維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から３の書類の写しを競争参加申込時に提出すること。

１ 　病床数500床以上の同一病院施設管理業務を連続して２年以上有すること。（保

守点検又は修繕整備のみの業務は含めないこと）

２ 　コージェネレーション設備（複数台２台以上）を有する施設において、連続し

て２年以上に亘り運転管理業務を請負っている実績のあること。（保守点検又は修

繕設備のみの業務は含めないこと）

３ 　ISO9001の取得していること

（競争参加申込時に証明する書類の写しを提出すること）

下記、４の書類の写しを落札候補業者のみ入札後に証明する書類の写しを提出する

こと。提出をもって、正式に落札とする。

４ 　本契約を締結する時点で次に掲げる有資格者を含む公的資格取得者を履行場所

に配置できること。

　・第３種電気主任技術者（電気事業法）

　・エネルギー管理士（エネルギーの使用の合理化に関する法律）

　・１級ボイラー技士（労働安全衛生法）

　・第１種電気工事士（電気工事士法）

　・危険物取扱者　乙種第４ 　類（消防法）

　・第３種冷凍機械責任者（高圧ガス保安法）

　・ 病院清掃受託責任者講習修了者（ただしハウスキーパー）（医療法施行規則第９

条の15第１号）

　・認定ホスピタルエンジニア

　・ ＣＥ受入側保安責任者講習修了者又は冷凍機械以外（化学及び機械）の高圧ガ

ス製造保安責任者（高圧ガス保安法）

　・医療ガス保安管理技術者修了者（３日コース）

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月24日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

特定業務委託に

関 す る 事 項

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

委託契約に該当します。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金を

労働者に支払っていただくことが契約条項に加わります。

　また、本案件は、履行が複数年度にわたる特定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新

の作業報酬下限額を適用することとなります。

　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責任となり、場合によっては契約解除となる

可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契

約条例、川崎市病院局契約規程、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

　（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/docs/koukeiyaku.htm）
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（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院施設管理業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　種　「施設維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から４の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　病床規模300床以上の病院施設管理の経験が平成21年４月１日以降にあること。

（保守点検又は修繕整備のみの業務は含みません。

２ 　ISO9001の取得していること

３ 　病院所有のＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネージメントシステム）と連携した常

時遠隔監視体制が可能であること。

　下記、４の書類の写しを落札候補業者のみ入札後に証明する書類の写しを提出す

ること。提出をもって、正式に落札とする。

４ 　本契約を締結する時点で次に掲げる有資格者を含む公的資格取得者を履行場所

に配置できること。

　・第３種電気主任技術者（電気事業法）

　・第１種電気工事士（電気工事士法）

　・２級ボイラー技士（労働安全衛生法）

　・高圧ガス製造保安責任者　第三種冷凍機械責任者（高圧ガス保安法）

　・高圧ガス製造保安責任者　乙種機械責任者（高圧ガス保安法）

　・エネルギー管理士（エネルギーの使用の合理化に関する法律）

　・危険物取扱者乙種第４ 　類（消防法）

　・医療ガス保安管理技術者修了者（３日コース）

競争参加の申込 平成31年１月10日から平成31年１月24日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成31年２月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

特定業務委託に

関 す る 事 項

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

委託契約に該当します。

　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金を

労働者に支払っていただくことが契約条項に加わります。

　また、本案件は、履行が複数年度にわたる特定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新

の作業報酬下限額を適用することとなります。

　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責任となり、場合によっては契約解除となる

可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契

約条例、川崎市病院局契約規程、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

　（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/docs/koukeiyaku.htm）
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病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第２号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　平成31年１月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　物品等の名称及び数量

　　川崎市立井田病院で使用する電気

　　約7,348,600キロワット時

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　川崎御幸ビル７階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成30年12月25日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　東京電力エナジーパートナー　株式会社

　　東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

　　代表取締役　川崎　敏寛

５ 　契約金額

　　120,399,108円

　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　平成30年11月12日

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第１号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　平成31年１月７日

 川崎市消防長　原　　　悟　志　　

訓

練

１

日 時
平成31年１月17日（木）

14時00分～ 14時05分

場 所
多摩区菅仙谷４丁目１番

株式会社　よみうりランド遊園地

消防隊数 消防隊等４隊 計４隊

川崎市消防局公告第２号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　平成31年１月９日

 川崎市消防長　原　　　悟　志　　

訓

練

１

日 時
平成31年１月28日（月）

10時00分～ 10時10分

場 所
幸区小倉２丁目７番１号

宗教法人　無量院

消防隊数 消防隊等３隊 計３隊

　　　───────────────────

川崎市消防局公告第３号

　　　指定催しの指定について

　川崎市火災予防条例第57条の３の規定に基づき、下記

の催しを指定催しとして指定したので、次のとおり公告

します。

　　平成31年１月15日

 川崎市消防長　　原　　　悟　志　　

指定催しの名称 麻生不動ダルマ市

開催場所
麻生不動院周辺道路

（麻生区下麻生１丁目21番10号）

開催期間
平成31年１月28日（月）

８時00分から17時00分まで

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第１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、川崎市黒川青少年野外活動センタ

ーの指定管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市

黒川青少年野外活動センター条例（平成３年川崎市条例

第10号）第４条第３項の規定により告示します。

　　平成31年１月９日

 川崎市教育委員会教育長　渡　邊　直　美　　

管理を行わせる施設の

名称及び所在地

施設名称　川崎市黒川青少年

　　　　　野外活動センター

所 在 地　川崎市麻生区黒川

　　　　　313番地９

指定管理者

（所 在 地）東京都狛江市岩戸北

　　　　　　４丁目17番11号

（名　　称）特定非営利活動法人

　　　　　　国際自然大学校

（代表者名）理事長　佐藤　初雄

指定期間
平成31年４月１日から

平成36年３月31日まで
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農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第１号

　第19回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　平成31年１月７日

 川崎市農業委員会　　　　

 会長　長　瀬　和　德　　

１ 　日　時

　　平成31年１月15日（火）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 　議案第１号　 農地法第５条第１項の規定による許

可申請に対する意見について

　⑵ 　議案第２号　 農用地利用集積計画の決定について

　⑶ 　議案第３号　 相続税の納税猶予適格者証明

　　　　　　　　　（新規）について

　⑷ 　報告第１号　 農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑸ 　報告第２号　 相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑹ 　報告第３号　 生産緑地の農業の主たる従事者証明

について

　⑺ 　報告第４号　 買い取らない旨の通知をした生産緑

地のあっせんについて

　⑻ 　報告第５号　 地目変更登記に係る登記官からの照

会について

　⑼ 　その他

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第１号

　次の後期高齢者医療保険料に係る過誤納金還付（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、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和57年法律第80号）第112条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第２号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

平成31年１月11日

川崎市川崎区長　水谷　吉孝

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

介護

保険料

第５期から

第８期分

平成31年１月31日

（第５期から　

第８期分）

計１件

平成

30年度

介護

保険料

第５期から

第６期分

平成31年１月31日

（第５期から　

第６期分）

計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第３号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　平成31年１月11日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市川崎区公告第４号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

１期

以降

平成31年１月31日

（１期分～５期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

３期

以降

平成31年１月31日

（３期分～７期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

４期

以降

平成31年１月31日

（４期分～６期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

５期

以降
計３件

平成

30年度

国民健康

保険料

６期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

過随

12月

平成31年１月31日

（過随12月分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

７期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

１期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

５期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

６期

以降
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

７期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第５号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第１期

以降
平成31年１月31日 計４件

平成

30年度

国民健康

保険料

第３期

以降
平成31年１月31日 計１件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第１号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成31年１月10日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

　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）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第１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31年１月11日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　
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年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第２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31年１月11日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計５件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第１号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11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

30年度

国民健康

保険料

７期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

６期

以降
計11件

（別紙省略）

　　　───────────────────

　川崎市高津区公告第２号

　次の国民健康保険料等に係る差押調書（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31年１月15日

 川崎市高津区長　高　梨　憲　爾　　

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第１号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年度 科目 期別
この公告によって

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降

平成31年１月31日

（７期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

過随

12月

平成31年１月31日

（過随12月分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

（別紙省略）
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多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第１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31年１月10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

30年度
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第２号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成31年１月11日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

介護

保険料

普第９期

以降

平成31年１月31日

（第９期分）
１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第３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31年１月11日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計６件

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降

平成31年１月31日

（第６期分・

　第７期分）

計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降

平成31年１月31日

（第７期分）
計４件

平成

30年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計２件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第１号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成31年１月11日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計２件

別紙省略
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辞 令

平成31年１月１日付人事異動

（病院局）

任　　　　　　命 氏　　　名 前　　　　　　職

12月31日付退職

（課長級）

退職 安藤　嘉門 市立川崎病院麻酔科医長

（教育委員会）

任　　　　　　命 氏　　　名 前　　　　　　職

（課長級）

教育環境整備推進室担当課長

総務企画局総務部庶務課担当課長併任
鈴木　　徹 教育環境整備推進室担当課長

健康給食推進室担当課長 小島　昌子 川崎市中部学校給食センター所長

川崎市中部学校給食センター所長 阿波賢一郎 健康給食推進室担当課長

正 誤

　川崎市公報第1,759号（平成30年11月26日発行）3235

ページ川崎市消防局訓令第11号中「「野川」の次に」は

「「うち野川」の次に」の誤り。


