
川 崎 市 公 報 （第1,807号）令和２年(2020年)11月25日

－4197－

毎月2回10日･25日発行

発行所

川 崎 市 役 所

(総務企画局総務部法制課)

川崎市川崎区宮本町１

電　話　044-200-2062

ＦＡＸ　044-200-3748

目 次

　　告　　示

◇ 港湾環境整備負担金に係る負担対象

工事の指定（第600号）…………………………… 4199

◇道路区域の変更（第601号）……………………… 4201

◇道路の供用開始（第602号）……………………… 4201

◇道路区域の変更（第603号）……………………… 4201

◇道路の供用開始（第604号）……………………… 4201

◇道路区域の変更（第605号）……………………… 4201

◇指定一般相談支援事業者の指定（第

　606号）……………………………………………… 4202

◇指定特定相談支援事業者の指定（第

　607号）……………………………………………… 4202

◇指定障害福祉サービス事業者の指定

　（第608号）………………………………………… 4202

◇指定障害児相談支援事業者の指定

　（第609号）………………………………………… 4203

◇自転車等放置禁止区域の指定の変更

　（第610号）………………………………………… 4203

◇道路区域の変更（第611号）……………………… 4205

◇道路の供用開始（第612号）……………………… 4205

◇自転車等の撤去と保管（第613号）……………… 4205

◇ 土壌汚染対策法に基づく形質変更時

要届出区域の指定（第614号）…………………… 4205

◇電線共同溝を整備すべき道路の指定

　（第615号）………………………………………… 4207

◇公印の廃止（第616号）…………………………… 4207

◇道路区域の変更（第617号）……………………… 4207

◇道路の供用開始（第618号）……………………… 4208

◇道路区域の変更（第619号）……………………… 4208

◇道路の供用開始（第620号）……………………… 4208

◇道路区域の変更（第621号）……………………… 4208

◇道路の供用開始（第622号）……………………… 4208

◇告示の訂正（第623号）…………………………… 4209

◇地縁による団体の認可（第624号）……………… 4209

◇予防接種の業務を行う医師（第625

　号） ………………………………………………… 4209

◇予防接種の業務を行う医師の変更

　（第626号）………………………………………… 4209

　　公　　告

◇一般競争入札の執行（第888号）………………… 4210

◇川崎港港湾計画の変更の概要（第889

　号） ………………………………………………… 4216

◇公募型プロポーザルの実施（第890号）………… 4217

◇一般競争入札の執行（第891号）………………… 4218

◇道路位置の指定（第892号）……………………… 4228

◇一般競争入札の執行（第893号）………………… 4228

◇建築基準法に基づく意見聴取会の開

　催（第894号）……………………………………… 4230

◇一般競争入札の執行（第895号）………………… 4231

◇開発行為に関する工事の完了（第896

　号） ………………………………………………… 4238

◇一般競争入札の執行（第897号）………………… 4238

◇一般競争入札の執行（第898号）………………… 4239

◇一般競争入札の執行（第899号）………………… 4241

◇一般競争入札の執行（第900号）………………… 4242

◇一般競争入札の執行（第901号）………………… 4244

◇一般競争入札の執行（第902号）………………… 4245

◇一般競争入札の執行（第903号）………………… 4247

◇一般競争入札の執行（第904号）………………… 4249

◇一般競争入札の執行（第905号）………………… 4251

◇一般競争入札の執行（第906号）………………… 4252

◇一般競争入札の執行（第907号）………………… 4254

◇一般競争入札の執行（第908号）………………… 4256

◇一般競争入札の執行（第909号）………………… 4257

◇一般競争入札の執行（第910号）………………… 4259

◇一般競争入札の執行（第911号）………………… 4260

◇一般競争入札の執行（第912号）………………… 4262

◇一般競争入札の執行（第913号）………………… 4264

◇一般競争入札の執行（第914号）………………… 4265

◇一般競争入札の執行（第915号）………………… 4267

◇一般競争入札の執行（第916号）………………… 4269

◇一般競争入札の執行（第917号）………………… 4271

◇一般競争入札の執行（第918号）………………… 4272

◇一般競争入札の執行（第919号）………………… 4274

◇一般競争入札の執行（第920号）………………… 4275

◇一般競争入札の執行（第921号）………………… 4277



（第1,807号）令和２年(2020年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4198－

◇一般競争入札の執行（第922号）………………… 4278

◇道路位置の指定（第923号）……………………… 4280

◇一般競争入札の執行（第924号）………………… 4280

◇ 公園墓地管理手数料に係る納入通知

書の公示送達（第925号）………………………… 4285

◇一般競争入札による貸付けの実施

　（第926号）………………………………………… 4285

◇一般競争入札の執行（第927号）………………… 4293

◇開発行為に関する工事の完了（第928

　号） ………………………………………………… 4295

◇ 大規模小売店舗立地法に基づく変更

の届出（第929号）………………………………… 4295

◇ 大規模小売店舗立地法に基づく変更

の届出（第930号）………………………………… 4295

　　公告（調達）

◇一般競争入札の執行（第422号）………………… 4296

◇一般競争入札の執行（第423号）………………… 4298

◇一般競争入札の公告（第424号）………………… 4299

◇一般競争入札の執行（第425号）………………… 4302

◇一般競争入札の執行（第426号）………………… 4303

◇落札者等の公示（第427号）……………………… 4305

◇落札者等の公示（第428号）……………………… 4306

◇一般競争入札の公告（第429号）………………… 4306

◇一般競争入札の執行（第430号）………………… 4308

◇一般競争入札の執行（第431号）………………… 4309

◇一般競争入札の公告（第432号）………………… 4311

　　税公告

◇督促状の公示送達（第156号）…………………… 4313

◇差押調書（謄本）の公示送達（第157

　号） ………………………………………………… 4314

◇差押調書（謄本）の公示送達（第158

　号） ………………………………………………… 4314

◇差押調書（謄本）の公示送達（第159

　号） ………………………………………………… 4314

◇ 給与所得等に係る市民税・県民税特

別徴収税額の決定・変更通知書（特

別徴収義務者用）の公示送達（第160

　号） ………………………………………………… 4314

◇公売公告兼見積価額公告（第161号）…………… 4315

◇差押調書（謄本）の公示送達（第162

　号） ………………………………………………… 4315

◇差押調書（謄本）の公示送達（第163

　号） ………………………………………………… 4315

◇差押調書（謄本）の公示送達（第164

　号） ………………………………………………… 4315

◇差押調書（謄本）の公示送達（第165

　号） ………………………………………………… 4315

◇納期限変更告知書の公示送達（第166

　号） ………………………………………………… 4315

　　上下水道局告示

◇川崎市排水設備指定工事店の指定

　（第53号） ………………………………………… 4315

　　上下水道局公告

◇一般競争入札の執行（第81号） ………………… 4316

◇一般競争入札の執行（第82号） ………………… 4317

◇上下水道局用地の貸付け（第83号） …………… 4319

◇一般競争入札の執行（第84号） ………………… 4321

◇一般競争入札の執行（第85号） ………………… 4321

◇一般競争入札の執行（第86号） ………………… 4322

◇一般競争入札の執行（第87号） ………………… 4323

　　上下水道局公告（調達）

◇一般競争入札の公告（第29号） ………………… 4332

◇一般競争入札の公告（第30号） ………………… 4336

　　交通局公告

◇一般競争入札の執行（第66号） ………………… 4339

◇一般競争入札の執行（第67号） ………………… 4341

◇一般競争入札の執行（第68号） ………………… 4343

　　病院局公告

◇一般競争入札の執行（第39号） ………………… 4344

◇一般競争入札の執行（第40号） ………………… 4346

◇一般競争入札の執行（第41号） ………………… 4347

　　病院局公告（調達）

◇一般競争入札の公告（第19号） ………………… 4349

　　教育委員会告示

◇教育委員会定例会の招集（第22号） …………… 4351

◇教育委員会臨時会の招集（第23号） …………… 4351

　　監査公表

◇ 川崎市職員措置請求に係る監査の結

果について（第19号） …………………………… 4351

◇ 川崎市職員措置請求に係る監査の結

果について（第20号） …………………………… 4361

　　区公告

◇住民票の職権消除（川崎区第111号）…………… 4370

◇印鑑登録の抹消（川崎区第112号）……………… 4370

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書及

び過誤納還付通知書の公示送達（川

　崎区第113号）……………………………………… 4370

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（川崎区第114号）……………………… 4371

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（川崎区第115号）……………………… 4371

◇ 国民健康保険料に係る過誤納還付充

当通知書の公示送達（川崎区第116号）………… 4371

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（幸区第27号） ………………………… 4371



川 崎 市 公 報 （第1,807号）令和２年(2020年)11月25日

－4199－

◇住民票の職権消除（幸区第28号） ……………… 4371

◇印鑑登録の抹消（幸区第29号） ………………… 4372

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（中原区第60号） ……………………… 4372

◇ 国民健康保険料等に係る差押調書

（謄本）の公示送達（高津区第64号） ………… 4372

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（高津区第65号） ……………………… 4372

◇ 国民健康保険料に係る還付通知書の

公示送達（宮前区第51号） ……………………… 4372

◇ 介護保険料に係る納入通知書の公示

送達（宮前区第52号） …………………………… 4372

◇住民票の職権消除（宮前区第53号） …………… 4373

◇印鑑登録の抹消（宮前区第54号） ……………… 4373

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（宮前区第55号） ……………………… 4373

◇ 介護保険料に係る納入通知書及び過

誤納金還付通知書の公示送達（多摩

　区第75号） ………………………………………… 4373

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（多摩区第76号） ……………………… 4374

◇ 国民健康保険料に係る差押通知書の

公示送達（麻生区第56号） ……………………… 4374

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（麻生区第57号） ……………………… 4374

　　正　　誤

◇第1,805号 ………………………………………… 4374

告 示

川崎市告示第600号

　令和２年度港湾環境整備負担金に係る負担対象工事に

ついて、川崎市港湾環境整備負担金条例（昭和55年川崎

市条例第13号）第２条第２項の規定により、次のとおり

指定します。

　　令和２年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市告示第601号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月２日から令和２年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
丸 子 通

第15号線

川崎市中原区丸子通１

丁目610番６先
3.64 13.82

川崎市中原区丸子通１

丁目610番６先

新
丸 子 通

第15号線

川崎市中原区丸子通１

丁目610番１先
3.82 13.82

川崎市中原区丸子通１

丁目610番１先

旧
丸 子 通

第15号線

川崎市中原区丸子通１

丁目610番５先
3.82 1.83

川崎市中原区丸子通１

丁目610番５先

新
丸 子 通

第15号線

川崎市中原区丸子通１

丁目610番１先
3.91 1.83

川崎市中原区丸子通１

丁目610番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第602号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年11月２日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月２日から令和２年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

丸 子 通

第 1 5 号 線

川崎市中原区丸子通１丁目610番１先

川崎市中原区丸子通１丁目610番１先

丸 子 通

第 1 5 号 線

川崎市中原区丸子通１丁目610番１先

川崎市中原区丸子通１丁目610番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第603号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月２日から令和２年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
高 石

第144号線

川崎市麻生区高石

１丁目832番192先
4.00 3.00

川崎市麻生区高石

１丁目832番192先

新
高 石

第144号線

川崎市麻生区高石

１丁目832番63先
4.00 3.00 隅きり部

川崎市麻生区高石

１丁目832番63先

　　　───────────────────

川崎市告示第604号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年11月２日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月２日から令和２年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

高 石

第14 4号線

川崎市麻生区高石１丁目832番63先
隅きり部

川崎市麻生区高石１丁目832番63先

　　　───────────────────

川崎市告示第605号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月２日から令和２年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧

高 石
川崎市麻生区高石３丁

目27番１先
1.82 23.35

第28号線
川崎市麻生区高石３丁

目31番４先

新

高 石
川崎市麻生区高石３丁

目27番１先
1.82 13.68

第28号線
川崎市麻生区高石３丁

目13番10先

　　　───────────────────

川崎市告示第606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。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第607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。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第608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。

　　令和２年11月６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

社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき

百合丘地域生活支援

センターゆりあす

川崎市麻生区百合丘２－８－２

北部リハビリテーションセンター２階
地域移行支援 令和２年11月１日 1435600851

社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき

地域相談支援センター

ひまわり

川崎市麻生区百合丘１－20－７

白井ビル２階
地域移行支援 令和２年11月１日 1435600844

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

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

社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき

百合丘地域生活支援

センターゆりあす

川崎市麻生区百合丘２－８－２

北部リハビリテーションセンター２階
計画相談支援 令和２年11月１日 1435600851

社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき

地域相談支援

センターひまわり

川崎市麻生区百合丘１－20－７

白井ビル２階
計画相談支援 令和２年11月１日 1435600844

社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき

相談支援事業所

かみひこうき
川崎市多摩区登戸2341－１ 計画相談支援 令和２年11月１日 1435401086

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

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

合同会社陽和 どれみサービス

川崎市川崎区桜本２丁目３番21

堀井ハイム１階事務所

向かって右

居宅介護

重度訪問介護
令和２年11月１日 1415001435

株式会社青空 株式会社青空 川崎市中原区市ノ坪223－205 同行援護 令和２年11月１日 1415200169

ホームＳＫＹ
社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき

川崎市多摩区登戸1701－１

ヴィオレッタＴ・Ｙ103すみれ内
共同生活援助 令和２年11月１日 1425401070

はっぴわーく
社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき
川崎市多摩区登戸2959 就労継続支援Ｂ型 令和２年11月１日 1415401098

があでん・ららら
社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき
川崎市麻生区下麻生３－32－５ 就労継続支援Ｂ型 令和２年11月１日 1415600863
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生活介護事業所

ひらま

社会福祉法人とも

かわさき
川崎市中原区上平間1564番地12 生活介護 令和２年11月１日 1415201159

株式会社ＳＯＲＴＥ 訪問介護ＳＯＲＴＥ
川崎市中原区新城三丁目

15番13号　市橋ハイツ102号室

居宅介護

重度訪問介護
令和２年11月１日 1415201167

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

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

社会福祉法人ＳＫＹ

かわさき

地域相談支援センター

ひまわり

川崎市麻生区百合丘１－20－７

白井ビル２階
障害児相談支援 令和２年11月１日 1475600373

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

川崎市告示第609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。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第610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）第８条第１項の規定に基づき、次のと

おり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条

第２項の規定に基づき準用する同条例第７条第４項の規

定に基づき告示する。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

指定の効力

発生年月日

指定場所

指定区域 区域図

令和２年11月６日 武蔵小杉駅周辺 別図のとおり
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川崎市告示第611号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月６日から令和２年11月20日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
岡 上

第６号線

川崎市麻生区岡上51番

14先
1.52 29.98

川崎市麻生区岡上51番

14先

新
岡 上

第６号線

川崎市麻生区岡上51番

13先
2.76 29.98

川崎市麻生区岡上51番

13先

　　　───────────────────

川崎市告示第612号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年11月６日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月６日から令和２年11月20日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

岡 上

第 ６ 号 線

川崎市麻生区岡上51番13先

川崎市麻生区岡上51番13先

　　　───────────────────

川崎市告示第613号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和２年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第614号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和２年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　川崎区中瀬一丁目6103番１の一部

　　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　 　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、鉛及びその化合物、水銀及びその

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
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川崎市告示第615号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法

津第39号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を

整備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定に基

づき次のとおり告示する。

　　令和２年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類 路　線　名 区　　　間

都道府県道
主要地方道

東京丸子横浜

川崎市中原区新丸子東２丁目

894番地先から（起点）

川崎市中原区新丸子東３丁目

1184番地先まで（終点）

　　　───────────────────

川崎市告示第616号

　川崎市公印規則（昭和39年川崎市規則第６号）第８条

第１項の規定により、次の名称の公印を廃止しましたの

で、同規則第９条の規定に基づき告示します。

　　令和２年11月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　川崎市血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 健康福祉局保健所医事・薬事課

１個

２ 　川崎市川崎地区血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 川崎区役所地域みまもり支援

センター地域ケア推進課

　　　　　　　　　　　　１個

３ 　川崎市幸地区血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 幸区役所地域みまもり支援セ

ンター地域ケア推進課

　　　　　　　　　　　　１個

４ 　川崎市中原地区血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 中原区役所地域みまもり支援

センター地域ケア推進課

　　　　　　　　　　　　１個

５ 　川崎市高津地区血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 高津区役所地域みまもり支援

センター地域ケア推進課

　　　　　　　　　　　　１個

６ 　川崎市宮前地区血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 宮前区役所地域みまもり支援

センター地域ケア推進課

　　　　　　　　　　　　１個

７ 　川崎市多摩地区血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 多摩区役所地域みまもり支援

センター地域ケア推進課

　　　　　　　　　　　　１個

８ 　川崎市麻生地区血液対策協議会会長印

　⑴ 　廃止年月日　　　　令和２年11月13日

　⑵ 　専 用 公 印　　　　ひな形番号　48の４

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21mm

　⑸ 　保管場所及び個数　 麻生区役所地域みまもり支援

センター地域ケア推進課

　　　　　　　　　　　　１個

　　　───────────────────

川崎市告示第617号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月12日から令和２年11月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
諏 訪

第35号線

川崎市高津区諏訪３丁

目269番２先
3.64 26.19

川崎市高津区諏訪３丁

目269番２先

新
諏 訪

第35号線

川崎市高津区諏訪３丁

目269番１先
4.01

～

4.07

26.19
川崎市高津区諏訪３丁

目269番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第618号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年11月12日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月12日から令和２年11月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月12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

諏 訪

第 3 5 号 線

川崎市高津区諏訪３丁目269番１先

川崎市高津区諏訪３丁目269番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第619号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月12日から令和２年11月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月12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
中 野 島

第28号線

川崎市多摩区中野島

４丁目1458番３先
1.82 12.84

川崎市多摩区中野島

４丁目1458番３先

新
中 野 島

第28号線

川崎市多摩区中野島

４丁目1458番１先
6.00 12.84

川崎市多摩区中野島

４丁目1458番１先

川崎市告示第620号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年11月12日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月12日から令和２年11月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月12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

中 野 島

第 2 8 号 線

川崎市多摩区中野島４丁目1458番１先

川崎市多摩区中野島４丁目1458番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第621号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月12日から令和２年11月27日まで一般の

縦覧に供します。

令和２年11月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧

南 生 田
川崎市多摩区南生田

７丁目5551番95先
3.78

～

3.90

73.82

第186号線
川崎市多摩区南生田

７丁目5551番95先

新

南 生 田
川崎市多摩区南生田

７丁目5551番551先
4.00 73.82

第186号線
川崎市多摩区南生田

７丁目5551番547先

　　　───────────────────

川崎市告示第622号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年11月12日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年11月12日から令和２年11月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年11月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

南 生 田

第18 6号線

川崎市多摩区南生田７丁目5551番551先

川崎市多摩区南生田７丁目5551番547先

　　　───────────────────

川崎市告示第623号

　令和２年６月１日川崎市告示第307号を次のとおり訂

正します。

　　令和２年11月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

２ページ　全会計の内訳の表

　誤

増減率

　4.4％

△2.9％

　2.6％

　1.7％

　正

増減率

　1.7％

　4.4％

△2.9％

　2.6％

　　　───────────────────

川崎市告示第624号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１

項の規定により、地縁による団体として認可しましたの

で、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　令和２年11月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　名称

　　上小田中橋場町内会

２ 　規約に定める目的

　　 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共

同活動を行うことを目的とする。

３ 　区域

　　川崎市中原区上小田中７丁目

４ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市中原区今井上町1628－１

５ 　代表者の氏名及び住所

　　 　

　　

６ 　 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職

務代行者の選任の有無

　　なし

７ 　代理人の有無

　　なし

８ 　規約に解散の事由を定めたときはその理由

　　なし

９ 　認可年月日

　　令和２年11月12日

　　　───────────────────

川崎市告示第625号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和２年11月13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

五十嵐　豪 五十嵐レディース

クリニック

川崎市多摩区南生田４－６

－６

南生田医療モール１Ｆ

　　　───────────────────

川崎市告示第626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、次表のと

おり予防接種個別協力医療機関医師に関する事項の変更

が承諾されましたので、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき告示します。

　　令和２年11月13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

変更前

大津　成之
中野島糖尿病

クリニック

川崎市多摩区中野島１－

９－２

チャコＢＬＤＧ－Ⅱ101

号

変更後

川崎市多摩区中野島３－

13－８

中野島駅前メディカルヴ

ィレッジＡ　２Ｆ
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公 告

川崎市公告第888号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内一般国道409号舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区北見方３丁目11番地先

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月17日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎国際生田緑地ゴルフ場４番ホールほか防球ネット補修工事

履行場所 川崎市宮前区初山１丁目40番地内

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
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参 加 資 格

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　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 令和２年11月17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 コンテナターミナル改良その８工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地内

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　土木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「土木」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること。

　　鉄道または荷役機械などの軌道工事の完工実績。

　　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 令和２年11月17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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道大島61号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市川崎区大島３丁目19番地先

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。
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参 加 資 格

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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」）を専任で配置できること。当該技術者は落札候補者となった日にお

いて、他の工事に従事していない者でなければならない。

　 　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 令和２年11月17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 大師公園少年野球場防球フェンス整備工事

履行場所 川崎市川崎区大師公園１

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月17日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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



川 崎 市 公 報 （第1,807号）令和２年(2020年)11月25日

－4213－

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内主要地方道幸多摩線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区二子１丁目４番地先

履行期限 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

⑷ 　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。

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

⑺ 　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）

　※ 　工事成績評点の平均点については、「入札情報かわさき」の「業者登録システム」により確認

することができます。「登録情報を照会する」からログインし、登録業者メインメニューの「登

録内容確認（今年度）」で御確認ください。

　　また、工事成績評点の登録更新時期等については、「主観評価項目制度実施要領」を御覧ください。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月17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 生田緑地ピクニック広場入口木道改修工事

履行場所 川崎市多摩区枡形６－26－１

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録さ

れていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。
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参 加 資 格

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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 令和２年11月18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 市道殿町夜光線舗装改良工事

履行場所 川崎市川崎区小島町１番地先

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　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。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩川緑地広場災害復旧工事

履行場所 川崎市幸区古市場地内ほか

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年12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
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（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田根岸跨線橋（本線）橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市多摩区枡形４丁目５番地先

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

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

監理技術者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年12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

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

川崎市公告第889号

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第９項の

規定に基づき、川崎港港湾計画の変更の概要を次のとお

り公告する。

　　令和２年11月２日

 川崎港港湾管理者　川崎市　　　　　　

 代表者　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　川崎港港湾計画変更の概要

　 　平成26年12月４日川崎市公告第587号によりその概

要を公告した川崎港港湾計画について、扇町地区にお

ける専用埠頭計画の変更事項は次のとおりである。
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　⑴ 　専用埠頭計画

　

２ 　港湾計画の縦覧の場所

　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　川崎市役所第３庁舎２階　かわさき情報プラザ

　　　───────────────────

川崎市公告第890号

　外国人観光客動態分析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。

　　令和２年11月２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　外国人観光客動態分析業務委託

　⑵ 　業務事項

　　　川崎市内に来訪する外国人観光客に関する

　　ア 　データ分析業務

　　イ 　分析レポート作成業務

　⑶ 　委託期間　契約日～令和３年３月19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 　各種データの分析や外国人観光客の動態分析に関

する実績とノウハウがある者。

　⑵ 　法人格を有する者

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

登録しており、更に業種名「その他業務」・種目名

「その他」で登録している者

　⑷ 　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

　⑸ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑺ 　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 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力

　⑷ 　業務実績

　⑸ 　実施体制

　⑹ 　概算見積額

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局産業振興部

　　観光プロモーション推進課

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－0509

　　ＦＡＸ　　　　　044－200－3920

　　メールアドレス　28kankou@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　 令和２年11月２日（月）～ 11月９日

（月）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和２年11月２日（月）～ 11月９日

（月）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　令和２年11月18日（火）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、見積書（１部）、

見積書の写し（７部）、業務実施体制・

主な業務実績（７部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

　　　　　　　　 （郵送による提出については、受付期間

開始前に到着した場合でも受付を行う）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　2,500,000円（消費税及び地方

川崎市公告第８８９号 

 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定に基づき、川崎港港湾計画

の変更の概要を次のとおり公告する。 

令和２年１１月２日 

川崎港港湾管理者 川崎市 

代表者 川崎市長 福田 紀彦 

 

 

１ 川崎港港湾計画変更の概要 

平成２６年１２月４日川崎市公告第５８７号によりその概要を公告した川崎港港湾計

画について、扇町地区における専用埠頭計画の変更事項は次のとおりである。 

 

(１) 専用埠頭計画 

扇町地区 
立地企業の要請に基づき、以下の施設を変更する。 

 

水深４．６m ドルフィン１バース［既設の変更計画］ 

 

既設 

水深３．５ｍ ドルフィン１バース 

 

 

２ 港湾計画の縦覧の場所 

川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市役所第３庁舎２階 かわさき情報プラザ 
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消費税を含む）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は令和２年11月25日（水）を予

定しています。

　　イ 　詳細につきましては、外国人観光客動態分析業

務委託企画提案実施要領、仕様書を御参照くださ

い。

　　　───────────────────

川崎市公告第891号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下平間老人いこいの家ほか１か所囲障改修工事

履行場所 川崎市幸区下平間357番地６ほか１か所

履行期限 契約の日から令和３年３月31日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

　⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「その他のとび」

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 　とび・土工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「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建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年11月27日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 明石穂住宅個別改善工事（３・４号棟）

履行場所 川崎市高津区久末1600番地

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月11日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　詳細は、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 橘高等学校放送設備改修工事

履行場所 川崎市中原区中丸子562番地

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

⑹ 　「官公需について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 　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。
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参 加 資 格

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

技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。た

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

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

案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者

を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月２日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中野島住宅新築第５号電気設備工事

履行場所 川崎市多摩区中野島６丁目2008番１ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月11日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石住宅新築第２号電気設備工事

履行場所 川崎市麻生区高石４丁目130番157の一部

履行期限 契約の日から令和４年３月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月11日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

競争入札に

付する事項

件　　 名 平こども文化センター・老人いこいの家・保育園外壁塗装改修工事

履行場所 川崎市宮前区平２丁目13番１号

履行期限 契約の日から令和３年３月25日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗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「塗装」）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建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年11月27日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 桜本こども文化センター・ふれあい館外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区桜本１丁目５番６号

履行期限 契約の日から令和３年３月19日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　「官公需について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。
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参 加 資 格
⑽ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書において、業種「塗装」の完成工事高が全ての

種類別完成工事高の中で最多であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年11月27日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 藤崎保育園改築昇降機設備工事

履行場所 川崎市川崎区藤崎１丁目７番１号

履行期限 契約の日から令和４年２月28日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること。

　　川崎市発注のエレベーター設置工事の完工実績。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月２日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市新本庁舎整備事業に伴うテレビ電波障害防除設備設置工事

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地及びその周辺

履行期限 契約の日から令和３年10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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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参 加 資 格

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気通信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「電気通信」）を専任で配置できること。当該技術者は落札候補者となった日

において、他の工事に従事していない者でなければならない。

　 　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建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月11日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日本民家園旧太田家住宅耐震補強その他工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１番１号

履行期限 契約の日から令和４年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　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」

【「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「下請

契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１日版】】を提出した場合は、一般建設業の許

可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。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」【「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「下請契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１日版】】を提

出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事

の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本案件の請負金額が

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

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。
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参 加 資 格

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること。

　　国又は都道府県指定重要文化財建造物（木造）の改修又は補修工事の完工実績。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月４日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塩浜陸橋下自転車等保管所（照明設備）補修工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜４丁目３番地先

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。（下記「７ 　入札参加申込を行う時に必要な書類」を必ずお読みください。）

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年11月27日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南部管内自転車等駐車場施設（照明設備）補修工事

履行場所 南部都市基盤整備事務所管内

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年11月27日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中野島住宅新築第５号衛生その他設備工事

履行場所 川崎市多摩区中野島６丁目2008番１ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の

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

【「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「下請

契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１日版】】を提出した場合は、一般建設業の許

可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。
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⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。当該技術者

は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。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」【「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「下請契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１日版】】を

提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工

事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本案件の請負金額が

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

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月11日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石住宅新築第２号衛生その他設備工事

履行場所 川崎市麻生区高石４丁目130番157の一部

履行期限 契約の日から令和４年３月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の

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

【「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「下請

契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１日版】】を提出した場合は、一般建設業の許

可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。
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⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。当該技術者

は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。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」【「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「下請契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１日版】】を

提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工

事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本案件の請負金額が

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

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月11日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 伊勢川中島歩道橋補修詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区伊勢町23番地先

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

川崎市公告第892号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和２年11月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

東京都大田区矢口三丁目３番７号

星野建設　株式会社

代表取締役　星野　宗明

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区菅生四丁目1468番44、45の

一部 別図参照

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

21.166メートル

4.00メートル 5.00メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第213号

指　定

年月日

令和２年

11月４日

　　　───────────────────

川崎市公告第893号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



川 崎 市 公 報 （第1,807号）令和２年(2020年)11月25日

－4229－

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道菅生532号線道路防護（設計）委託

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目６番地先

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　主任技術者は、技術士（建設部門：道路）又はＲＣＣＭの「道路」部門のいずれかの資格を有

する者であること。

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 令和２年12月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度登戸土地区画整理事業建築物等調査積算業務委託（その44）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

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

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度登戸土地区画整理事業建築物等調査積算業務委託（その45）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

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

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

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

川崎市公告第894号

　　　意見聴取会の開催について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第15項の

規定により、次のとおり意見の聴取を行います。

　なお、この許可について利害関係のある方は、意見聴

取会に出席して意見を述べることができます。

　　令和２年11月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申 請 者 笠原　勝利

申 請 場 所 川崎市麻生区高石５丁目230番１他４筆

計 画 建 築 物 の 概 要 用 　 　 途 日用品の販売を主たる目的とする店舗

工 事 種 別 新築

敷 地 規 模 715.07㎡

建 築 面 積 176.12㎡

床 面 積 176.12㎡

構 造 規 模 鉄骨造　地上１階

高 　 　 さ 5.68ｍ

抵 触 す る 規 定 建築基準法第48条第１項（用途地域）

第一種低層住居専用地域内においては、日用品の販売を主たる目的とする店舗は、建築

してはならない。

意見の聴取を行う事項 第一種低層住居専用地域内において、日用品の販売を主たる目的とする店舗を建築する

ことについて

開 催 日 時 令和２年12月３日（木）　午後７時から８時まで

開 催 場 所 川崎市麻生区百合丘１丁目11番２

百合丘こども文化センター　集会室

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第895号

　　　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵溝ノ口・溝の口駅周辺自転車通行環境整備工事

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「路面表示」で登録されて

いること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　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

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道古市場矢上線道路擁壁補修工事

履行場所 川崎市幸区北加瀬１丁目５番地先

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

⑽ 　主任技術者（業種「塗装」）を専任で配置できること。当該技術者は落札候補者となった日にお

いて、他の工事に従事していない者でなければならない。

　 　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 令和２年11月24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道生田260号線道路補修（Ｌ型側溝）工事

履行場所 川崎市多摩区生田４丁目10番地先

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月24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 宮前区内市道尻手黒川線道路修繕（舗装その２）工事

履行場所 川崎市宮前区馬絹５丁目17番地先

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑾ 　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。当該技術

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月４日13時30分

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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内一般県道川崎町田舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区柳町３－１先

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道下小田中62号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市中原区下小田中３丁目29番地先ほか１箇所

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。
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⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月25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 川崎区殿町地区周辺自転車通行環境整備（その３）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月25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 追分橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市多摩区東生田１丁目５番地先

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。
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⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請

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

誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000

万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。

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

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

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

者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満

となった場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号044－200－2099

入札日時等 令和２年12月４日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩川緑地上丸子天神町第４球場整備工事

履行場所 川崎市中原区上丸子天神町地先

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録さ

れていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

企業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑼ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年11月25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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 溝口駅周辺地区点字ブロック補修工事

履行場所 川崎市高津区溝口２丁目10番地先他５箇所

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」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 　とび・土工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「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 令和２年11月25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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川崎市公告第896号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年11月９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

　　川崎市多摩区生田七丁目2887番１

 の一部　ほか14筆の一部　　

 4,964平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区大手町二丁目１番１号

　　株式会社　ゴールドクレスト

　　代表取締役　安川　秀俊

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅（125戸）

 計画戸数：125戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年５月12日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第17号

　　平成20年８月28日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第77号（変更）

　　令和２年７月22日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第41号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第897号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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 　件　　名

　　　 川崎臨海部動向把握・情報管理に関する調査業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所臨海部国際戦略本部

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日（水）まで

　⑷ 　委託概要

　　 　「臨海部ビジョン」に位置付けた各プロジェクト

の推進に当たり、産業ごとの投資動向に応じた効果

的な支援策の構築等を行うため、立地企業の設備投

資計画や土地利用実態など、川崎臨海部の動向把握

及び課題抽出に関する調査を行うものです。詳細

は、委託仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則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「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」

に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により所

定の一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなけれ

ばなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所臨海部国際戦略本部

　　　担当　早川

　　　電話　044－200－2075

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月17日

（火）まで（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送又は持参（郵送の場合、令和２年11月17日

（火）午後５時必着）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち参加資格があると認められた者には、平成31・32年

度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メール

アドレスに令和２年11月18日（水）までに送付します。

　 　ただし、これが困難な場合には下記の場所及び日時

で直接交付します。

　⑴ 　交付場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和２年11月18日（水）午後１時から

午後５時まで

５ 　仕様書等に関する問い合わせ

　⑴ 　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。

　⑵ 　質問書の提出先

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　質問書の提出期間
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　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月19日

（木）まで

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑷ 　質問書の提出方法

　　 　電子メール、郵送又は持参（郵送の場合、令和２

年11月19日（木）午後５時必着）

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年11月20日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ、全

ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、電

子メール又はＦＡＸにて送付します。なお、当該委

任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸ

で送付します。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和２年11月30日（月）午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎10階会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除

　⑵ 　前払金　　　　　　　無

　⑶ 　契約書の作成の要否　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、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　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 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第898号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 王禅寺処理センターブロワ点検整備業

務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　 契約日から令和３年３月12日（金）まで

　⑷ 　業務概要 　王禅寺処理センターに設置されている

ブロワの機能を正常に維持するために必

要な点検整備を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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」種目「電

気・機械設備保守点検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種業務の契約実績を有すること。

　　 　ただし、民間実績については、同等の契約実績を

有すること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷の書類を提出してくださ

い。また、競争参加申込書にて一部再委託を申請する

場合は再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
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　　　〒215－0013

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　王禅寺処理センター

　　　技術係　菊池、杉山、吉垣

　　　電　話　044－966－6135

　　　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書について

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よ

りダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）まで

　　 　９時から17時（日曜日及び12時から13時までの間

は除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和２年11月25日（水）に交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和２年11月25日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年11月27日

（金）まで

　　 　９時から17時（持参する場合、12時から13時まで

の間は除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和２年12月１日（火）に全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和２年12月４日（金）14時

00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法 　川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の

制限の範囲内で、最低制限価格

以上の価格をもって有効な入札

を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札

者とします。

　⑺ 　再度入札の実施　 　落札者がいない場合は、直ち

に再度入札を行います。（開札

に立ち会わない者は、再度入札

に参加の意思がないものとみな

します。）

　⑻ 　入札の無効　　　 　川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを無

効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧 　川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、入

札情報かわさきき（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」

から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。
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　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第899号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 王禅寺処理センター非常用発電機点検

整備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要 　本業務は、王禅寺処理センターに設置

されている非常用発電機を正常に維持す

るために必要な点検整備並びに消防法第

17条の３の３及び消防法施行規則第31条

の６に基づく負荷試験を実施するもので

ある。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されている者。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

非常用発電機点検整備業務の契約実績を有するこ

と。ただし民間実績については、同等の契約実績を

有すること。

　⑸ 　非常用発電機点検整備業務委託に必要な資格を有

している人員を配置できること。

　　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　消防設備士又は消防設備点検資格者

　　イ 　自家用発電設備専門技術者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷、⑸の書類を提出してくだ

さい。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申

請する場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市麻生区王禅寺1285番地　

　　　環境局施設部王禅寺処理センター

　　　技術係　鈴木、白木、吉垣

　　　電話　044－966－6135

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）９時から17時まで（日曜日及び12時から13時

の間は除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑷ 　　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和２年11月25日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和２年11月25日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年11月27日

（金）９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　　配布する「質問書」の様式により提出すること。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和２年12月２日（水）に全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載



（第1,807号）令和２年(2020年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4242－

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 　令和２年12月９日（水）10

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　 　川崎市麻生区王禅寺1285番

地

　　　王禅寺処理センター　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 　持参（持参以外は無効とす

る。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 　川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定価

格の制限の範囲内で、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。

　⑺ 　入札の無効　　　　 　川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これ

を無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　要（10％）

　　　　　　　　　　　　※ ただし、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合は

免除いたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 　川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧でき

ま す。（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.

html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第900号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　川崎市総合福祉センター

　　　全熱交換機・送風機更新等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区上小田中６丁目22番５号

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要 

　　 　川崎市総合福祉センター「エポックなかはら」に

おいて、漏電と騒音が発生している全熱交換機及び

送風機（換気ファン）に対し、機器の更新を速やか

に行い、安定的な空調機能を確保する。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　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　044－200－0466（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　e-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月17日

（火）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参
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４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「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

　　　令和２年11月19日（木）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

　　 　令和２年11月24日（火）から令和２年11月27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、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　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

　　 　令和２年12月２日（水）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年12月９日（水）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10階

　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。
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10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」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。

　　　───────────────────

川崎市公告第901号

　　　入　　札　　公　　告

　川崎市立看護短期大学学内ネットワーク整備委託業務

に関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　 川崎市立看護短期大学学内ネットワーク整備委託

業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区小倉４丁目30番１号

　　　川崎市立看護短期大学

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　川崎市立看護短期大学内のネットワーク整備

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成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

の他維持管理」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　過去２年間に官公庁においてネットワーク整備に

関する契約実績を有していること。

　⑹ 　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。

３ 　入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ先

　⑴ 　この入札に参加を希望するものは、次の書類を提

出しなければなりません。

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　具体的な契約実績を証する書類

　　ウ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0054

　　　川崎市幸区小倉４丁目30番１号

　　　川崎市立看護短期大学事務局

　　　看護大学設置準備担当

　　　電　話　044－587－3534（直通）

　　　ＦＡＸ　044－587－3506

　　　E-mail：40kangoj@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月16日（月）

　　　午前９時～午後５時

　　　 （土、日、祝日、年末年始及び正午～午後１時は

除く）

　　※ 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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　３により、入札参加申込書を提出し、一般競争入札

参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確

認通知書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信されます。

　 　また、電子メールのアドレスを登録していない場合

は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日時

　　　令和２年11月18日（水）午前９時～午後５時

　　　（正午～午後１時は除く）

　⑵ 　場所

　　　３⑵に同じ

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、３

⑶の期間、縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます。（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

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

index.html）。なお、インターネットから入手でき

ない者には、申し出により無償で入札説明書を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録

した際に電子メールのアドレスを登録している場合

は、確認書と一括して自動的に電子メールで配信し

ます。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。
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５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　質問受付日

　　 　令和２年11月12日（木）午前９時～令和２年11月

19日（木）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40kangoj@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年11月26日（木）までに、入札参加資格が

あると認められた全者へ文書（電子メール）で送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　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 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス導入に際して必要となる各種作

業等に係る一切の費用を含め見積もるものとしま

す。

　　イ 　契約金額は、入札書に記載された金額に100分

の10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額となりますので、入札者は見積もった

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。

　　ウ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　　エ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札件

名を記載した封筒に入札書を封印して提出してく

ださい。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年12月３日（木）　午前10時

　　イ 　入札場所　川崎市幸区小倉４丁目30番１号

　　　　　　　　　川崎市立看護短期大学　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は（「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」）で閲覧できます。

　　　ＵＲＬは４⑶と同じです。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑵と同

じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第902号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　被災家屋等解体撤去・処分業務委託その８

　⑵ 　履行場所

　　　本市の指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、令和元年房総半島台風（第15号）及び

東日本台風（第19号）により、市内において損壊し

た被災建築物及び被災工作物等（以下「被災家屋等」

という。）のうち、所有者等から申請があり、本市
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が生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及

び被災者の生活再建支援の観点から解体の必要があ

ると認めた被災家屋等について、所有者等に代わり

解体撤去・処分業務を行うものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満た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年・32年度川崎市工事

請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録され、

業種「解体」種目「解体」で登載されていること。

　⑷ 　入札期日において、建設業法に基づく「解体工事

業」の建設業許可を有していること。

　⑸ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が適

用される建築物の工事について１件以上の元請契約

実績を有すること。ただし、民間実績については２

件以上の元請契約実績を有すること。

　⑹ 　建設業法第26条に基づき主任技術者を配置するこ

と。また、当該主任技術者の要件を満たす資格者証

の写し、若しくは実務経験経歴書（解体工事に限る）

及び雇用関係を証明できる書類を提出すること。

　⑺ 　本業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委

託しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一

部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出す

ること。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書等閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次の⑷提出物に記

載の書類を提出してください。

　⑴ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布先

　　 　次の川崎市ホームページよりダウンロード又は次

の３⑵にて配布します。

　　 　https://www.city.kawasaki.jp/300/page/

　　　0000122301.html

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号　210－0005

　　　住　　所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　担　　当　環境局施設部施設整備課　鹿戸

　　　電　　話　044－200－2575（直通）

　⑶ 　配布、提出及び閲覧期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）まで

　　　午前９時から午後５時まで

　　（ 土曜日、日曜日、休日及び正午から午後１時の間

は除く）

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

　　ウ 　上記２⑷の許可を有していることを確認できる

書類

　　エ 　上記２⑸の実績を確認できる契約書等の写し

　　オ 　上記２⑹の主任技術者の要件を満たす資格者証

の写し等及び雇用関係を証明できる書類

　⑸ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（一般書書留又は簡易書留に限る）

とします。ただし、郵送とする場合、提出期限は３

⑶によらず、11月16日（月）必着とします。

　⑹ 　仕様書の配布

　　 　上記⑷の提出書類が受理できた際に、仕様書を配

布します。ただし、郵送で提出とした場合は、競争

入札参加資格者確認通知書交付時の配布となります。

　⑺ 　その他

　　ア 　提出された書類は返却しません。

　　イ 　提出され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。

　　ウ 　提出された書類に不備や不足があった場合は、

参加申し込みは無効となります。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し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、川崎市工事請負有資格業

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

　　　上記３⑵に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和２年11月18日（水）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時の間を除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和２年11月19日（木）から令和２年11月20日

（金）午後５時まで

　　（ 持参の場合は、午前９時から午後５時までとし、

正午から午後１時の間を除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　上記３⑴よりダウンロード又は競争入札参加資格

確認通知書交付時に配布する「質問書」にて受付け

ます。

　⑶ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸに限ります。
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　　ア 　持　　　参　上記３⑵に同じ

　　イ 　電子メール　30sisetu@city.kawasaki.jp

　　ウ 　Ｆ　Ａ　Ｘ　044－200－3923

　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、令和２年11月25日（水）に、競争入

札参加資格があると認めた全社宛てに電子メール又

はＦＡＸ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

　 　競争入札参加資格があると認めた者が、次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加することができ

ません。

　⑴ 　２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和２年12月１日（火）　午前９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16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（基準単価）の範囲内で、各入札単価の合

計が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落

札予定者とします。

　⑸ 　業務単価表の提出及び落札者決定

　　 　落札予定者は入札金額の算出に使用した入札単価

表を提出し、本市との間にその単価について合意が

取れた者を落札者とします。なお、不当に安価な設

定の単価が見られる場合はその単価表については合

意しません。

　　 　また、基準単価を超えた入札単価がある場合や、

入札単価の合計が入札金額と違う場合又は入札単価

表が提出できない場合は、失格とします。

　⑹ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）

　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 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書の作成

　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　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。

　⑷ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記３⑵に同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第903号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　 青少年の家温水ヒーターその他設備長寿命化整備

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮崎105番地１

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　青少年の家に設置されている温水ヒーター１台及

び給湯循環ポンプ２台の交換、試運転調整等を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」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31・32年度業務委託有資格業者名簿に、地域
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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、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル３階　高萩担当

　　　教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課

　　　電　話　044－200－1981（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3950

　　　E-mail　88syogai@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　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

　　 　令和２年11月18日（水）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年11月18日（水）から令和２年11月20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、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　E-mail　88syogai@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－200－3950

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年11月26日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年12月８日（火）午前10時

　　イ 　入札場所
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　　　 　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　　教育委員会第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の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。

　　　───────────────────

川崎市公告第904号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立宮崎小学校ほか２校校内ＬＡ

Ｎ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立宮崎小学校ほか２校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年２月19日（金）

　⑷ 　委託概要 　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679
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　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　 　持参の場合：令和２年11月10日（火）～令和２年

11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　 　郵送（書留郵便に限る）の場合：令和２年11月10

日（火）～令和２年11月12日（木）午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　第３庁舎15階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
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等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第905号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立西有馬小学校ほか３校校内Ｌ

ＡＮ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立西有馬小学校ほか３校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年３月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　　持参の場合：

　　　 令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　 令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　（ 当該委任先メールアドレスを登録していない者に

はＦＡＸにより送付）
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　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　第３庁舎15階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第906号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立向丘小学校ほか３校校内ＬＡ

Ｎ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立向丘小学校ほか３校

　⑶ 　履行期間　 契約締結の日～令和３年２月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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
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託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月３日（木）

　　　　　　　　　　　　午後４時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効
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　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第907号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立白幡台小学校ほか２校校内Ｌ

ＡＮ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立白幡台小学校ほか２校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年２月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：
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　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月３日（木）

　　　　　　　　　　　　午後４時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　 　入札手続きの詳細については入札

説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　契約金額の10％

　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
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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。

　　　───────────────────

川崎市公告第908号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立中野島小学校ほか３校校内Ｌ

ＡＮ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立中野島小学校ほか３校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年２月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市
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ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月３日（木）

　　　　　　　　　　　　午後４時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第909号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立下布田小学校ほか３校校内Ｌ

ＡＮ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立下布田小学校ほか３校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年３月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする
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（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　 　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月３日（木）

　　　　　　　　　　　　午後４時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。
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９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第910号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立長尾小学校ほか３校校内ＬＡ

Ｎ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立長尾小学校ほか３校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年３月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　 　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　 　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所
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　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004

　　　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　プロジ

ェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月３日（木）

　　　　　　　　　　　　午後４時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第911号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立鷺沼小学校ほか１校校内ＬＡ
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Ｎ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立鷺沼小学校ほか１校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年２月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　 　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸにて送付

します。
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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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　第３庁舎15階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第912号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立東門前小学校ほか１校校内Ｌ

ＡＮ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立東門前小学校ほか１校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年２月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004
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　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木）

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　 　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　第３庁舎15階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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
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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

　⑷ 　議決の要否　　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第913号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 川崎市立西野川小学校ほか３校校内Ｌ

ＡＮ敷設等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立西野川小学校ほか３校

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年２月19日（金）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、児童生徒１人

１台のパソコン環境および、教育の情

報化を推進するための校内ＬＡＮ設備

の敷設を行うものである。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

99　その他業務 99　その他

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に本市又は他官公庁において、類似の

業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績についても同様とする

（委託、工事等契約の形態は問わない）。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当

　　　電　話　044－200－0753

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　 　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出期間

　　 　持参の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月13日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　令和２年11月10日（火）～令和２年11月12日（木

　　　午後５時必着

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※ 　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。

　⑸ 　提出場所

　　　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004

　　　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

　　　プロジェクト推進担当　宛て

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
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　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　 　令和２年11月18日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年11月26日（木）ま

でに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸ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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　第３庁舎15階第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第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 　その他　　　　　 　入札手続きの詳細については

入札説明書も参照のこと。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　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

　⑷ 　議決の要否　　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第914号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　 高津市民館冷温水発生機その他設備長寿命化整備

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区溝口１丁目４番１号

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　高津市民館に設置されている冷温水発生機２台の

分解整備、空調用ポンプ11台の更新及び試運転調整
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等を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」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31・32年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0001

　　　川崎市高津区溝口１－４－１

　　　高津区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　電　話　044－814－7603（直通）

　　　ＦＡＸ　044－833－8175

　　　E-mail　88takasi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　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

　　　令和２年11月18日（水）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年11月19日（木）から令和２年11月25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。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　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　88takasi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－833－8175

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年11月30日（月）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
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ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年12月４日（金）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市高津区溝口１－４－１

　　　　高津市民館11階　第４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。

　　　───────────────────

川崎市公告第915号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年11月10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

　　　千鳥町南護岸調査検討委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町地先

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本委託は、千鳥町南護岸において調査及び検討業

務を行うものである。

　　・調査業務　１式

　　　目視調査　１式　肉厚測定　１式

　　・検討業務　１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 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建設コンサルタント」種目「港湾及び空港」

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。

　　ア 　管理技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空

港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾及

び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のい

ずれかの資格を有する者であること。

　　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空

港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾及

び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のい

ずれかの資格を有する者であること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
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　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月17日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に記載された要件を満たしていることを証

する書類（資格証の写しなど）

　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、３⑵の期間において縦

覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和２年11月20日（金）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和２

年11月20日（金）に競争入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付

します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年11月24日（火）午前９時から令和２年11

月26日（木）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年12月２日（水）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年12月９日（水）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。
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　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　この委託は、電子納品の対象です。電子納品

とは、川崎市電子納品要領に基づき、最終成

果物を電子データで納品することです。川崎

市電子納品要領については、川崎市ホームペ

ー ジ（http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/

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

ださい。

　⑸ 　本入札用設計書には、「登録単価」及び「【参考資

料】積算入力データリスト」を添付しています。「登

録単価」は、市で公表していない単価や物価資料に

掲載のない単価等を明示しています。（添付してい

ない場合もあります。）「【参考資料】積算入力デー

タリスト」は、委託設計書の設計内容を明確にする

ため、積算システムに入力した積算情報を参考とし

て掲載したものです。また、摘要欄に記載されてい

るシステム記号等については、システム構成上、標

準的なものを表示しています。

　　　───────────────────

川崎市公告第916号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　コンテナターミナル電源ケーブル配管調査委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月19日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎港コンテナターミナルに埋設配線している電

源及び、通信ケーブルの配管状況を把握するため調

査を行う。

　　　電源及び通信ケーブル埋設管の引き出し調査

　　　対象範囲： ボックスカルバートからMHL-54、61、

68、75の各間埋設管内ファイバースコ

ープカメラ調査

　　　対象範囲： MHL-50から51の間、MHL-57から58の間、

MHL-64から65の間、MHL-71から72の間

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市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

登録されている者。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」企業規模「中小企業」で登録され

ている者。

　⑸ 　現場代理人もしくは管理（主任）技術者に、電気

工事士の資格を有する者を配置できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月17日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　現場代理人もしくは管理（主任）技術者となる

予定の者が電気工事士の資格を有することを証す

る書類

　⑷ 　提出方法
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　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和２年11月20日（金）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和２

年11月20日（金）に競争入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付

します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年11月24日（火）午前９時から令和２年11

月26日（木）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年12月２日（水）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年12月８日（火）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　この委託は、電子納品の対象です。電子納品

とは、川崎市電子納品要領に基づき、最終成

果物を電子データで納品することです。川崎

市電子納品要領については、川崎市ホームペ

ー ジ（http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/
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category/78-34-6-0-0-0-0-0-0-0.html）をご覧く

ださい。

　　　───────────────────

川崎市公告第917号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　令和２年度川崎市都市イメージ調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室等

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、川崎市シティプロモーション戦略プラ

ン（平成26年度策定）に定める目標の達成状況の確

認及び目標達成に向けた効果的・効率的なプロモー

ション活動の設定を目的に実施します。

　　 　本業務では、市内外の人々の川崎に対するイメー

ジ及びシビックプライド（都市への愛着や誇り）等

が、現状においてどのような態様を示しているの

か、基礎的な資料やデータを収集し、調査・分析を

行います。

　　　詳細は、委託仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

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 　平成31・令和２年度川崎市業務委託有資格業者名

簿に業種「調査測定」種目「市場調査」で登録され

ている者。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　 　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　電　話　　　044－200－0848

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3915

　　　電子メール　17brand@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月19日

（木）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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・令和２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11月24日（火）午後５時までに送付します。

　 　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 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　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。

　　ウ 　質問受付期間

　　　 　令和２年11月10日（火）から11月26日（木）正

午まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く。最終日は正午まで）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

　　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合

は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて

御連絡ください。

　　　 　また、郵送の場合は５⑴ウの期間内に必着する

よう発送してください。



（第1,807号）令和２年(2020年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4272－

　⑵ 　回答

　　 　令和２年11月30日（月）午後５時までに、回答書

を平成31・令和２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。また、回答後の

再質問は受付しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　ア 　入札日時　令和２年12月７日（月）午前10時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　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」及び「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」で閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　広告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第918号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　 麻生区岡上地区住居表示実施に伴う街区割案図作

製等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２　他

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月16日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　麻生区岡上地区の住居表示実施のため、当該実施

区域内及び隣接する土地の調査及び調書の調製を行

うとともに、対象地区の実態調査を進める資料とし

て街区割案図の作製を委託するもの。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」、種目「その他」で登載されて

いること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　地方公共団体から直接受注した業務として、平成

28年度以降に履行が完了した、未実施地区等を対象
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とした住居番号の付番を含む住居表示業務に関する

業務委託の実績を有すること

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この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及び必要な書類を提出し

てください。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布・提出

場所

　　　郵便番号　210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　　電　話　044－200－2111（代表）

　　　　　　　044－200－2736（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3912

　　　メール　25koseki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出

期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月18日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　 　午前９時から午後４時（正午から午後１時を除

く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　「２　競争入札参加資格⑷」を証明する資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　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等を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　令和２年12月２日（水）　午前９時から午後４時

（正午から午後１時を除く。）

　⑵ 　方法

　　 　川崎市業務委託有資格者名簿に電子メールアドレ

スを登載している場合は電子メールで交付します。

電子メールアドレスを登録していない場合は、ＦＡ

Ｘまたは３⑴の場所で交付します。

５ 　入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ受付期間

　　 　令和２年12月３日（木）から令和２年12月10日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　 　午前９時から午後４時（正午から午後１時を除

く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、電子メール又はＦＡＸにて提出してくだ

さい。

　　 　質問に対する回答については、令和２年12月11日

（金）午後５時までに、競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者へ文書（電子メール又はＦＡ

Ｘ）にて送付します。なお、電話による結果の問い

合わせには一切応じられません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格」の各号のいず

れかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他の提出

書類等に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続及び開札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年12月14日（月）午前11時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室

　　ウ 　所定の入札書（川崎市契約規則第３号様式）を

もって行います。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 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書に記載する金額は、法令所定の消費税額

及び地方消費税額は含まない総額になります。ま

た、この金額には契約期間内の業務履行に必要と

なる一切の費用を含め見積もるものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資

格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参して

ください。

　　 　入札及び開札に参加する者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会い

に関する権限の委任を受けなければなりません。入

札前に委任状を提出してください。

　⑸ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）に同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）に同じ

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
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予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立

ち会わないものは除きます。

　⑼ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号のいずれかに該当する場合は、全部又

は一部を免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　落札者は、契約締結までに落札額の内訳を提示し

てください。様式は問いません。

　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、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

（https://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 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第919号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年11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　 川崎市立学校フロン排出抑制法に伴う

定期点検等業務（Ａブロック）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 フロン排出抑制法に基づく簡易点検及

び定期点検

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」、希望種目「空調・衛生設備

保守点検」に登載されていること。

　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。

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

　⑺ 　平成27年度以降で類似委託業務の契約実績がある

こと。

　⑻ 　業務に必要な有資格者（冷媒フロン類取扱技術者

及び一定の資格・十分な実務経験等を有し、かつ、

点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し

た者）を有していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出・資料の閲覧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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）まで

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑺及び、２⑻に示した資格の確認ができる書

類の写し

　　　※ 書類の提出に不備がある場合、参加資格の確認

ができない等、無効となる場合がありますので
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御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　※ 郵送の場合は、３⑴の所管課まで電話連絡の上、

提出期間日までに届くこととし、不備がないこと。

４ 　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

り確認通知書を交付します。

　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　日時

　　 　令和２年11月18日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和２年11月24日（月）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の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。

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 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑶ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　14時00分

　⑷ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第１会議室

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

８ 　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。ただし、その者の入札価格

が著しく低価格等の疑義が生じた場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　免除

　⑶ 　前払金　　　　　　否

10 　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 　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。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、

３⑴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」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。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第920号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年11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　 川崎市立学校フロン排出抑制法に伴う

定期点検等業務（Ｂブロック）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 フロン排出抑制法に基づく簡易点検及

び定期点検

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」、希望種目「空調・衛生設備

保守点検」に登載されていること。

　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。

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

　⑺ 　平成27年度以降で類似委託業務の契約実績がある

こと。

　⑻ 　業務に必要な有資格者（冷媒フロン類取扱技術者

及び一定の資格・十分な実務経験等を有し、かつ、

点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し

た者）を有していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出・資料の閲覧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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）まで

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑺及び、２⑻に示した資格の確認ができる書

類の写し

　　　※ 書類の提出に不備がある場合、参加資格の確認

ができない等、無効となる場合がありますので

御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　※ 郵送の場合は、３⑴の所管課まで電話連絡の上、

提出期間日までに届くこととし、不備がないこと。

４ 　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

り確認通知書を交付します。

　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　日時

　　 　令和２年11月18日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和２年11月24日（月）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の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。

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 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑶ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　14時00分
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　⑷ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第１会議室

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

８ 　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。ただし、その者の入札価格

が著しく低価格等の疑義が生じた場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　免除

　⑶ 　前払金　　　　　　否

10 　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 　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。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、

３⑴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」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。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第921号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年11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　 川崎市立学校フロン排出抑制法に伴う

定期点検等業務（Ｃブロック）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 フロン排出抑制法に基づく簡易点検及

び定期点検

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」、希望種目「空調・衛生設備

保守点検」に登載されていること。

　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。

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

　⑺ 　平成27年度以降で類似委託業務の契約実績がある

こと。

　⑻ 　業務に必要な有資格者（冷媒フロン類取扱技術者

及び一定の資格・十分な実務経験等を有し、かつ、

点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し

た者）を有していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出・資料の閲覧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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）まで

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑺及び、２⑻に示した資格の確認ができる書

類の写し

　　　※ 書類の提出に不備がある場合、参加資格の確認

ができない等、無効となる場合がありますので

御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　※ 郵送の場合は、３⑴の所管課まで電話連絡の上、
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提出期間日までに届くこととし、不備がないこと。

４ 　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

り確認通知書を交付します。

　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　日時

　　　令和２年11月18日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和２年11月18日（水）～令和２年11月19日（木）

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和２年11月24日（月）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の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。

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 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑶ 　入札・開札の日時　令和２年12月２日（水）

　　　　　　　　　　　　14時00分

　⑷ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第１会議室

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

８ 　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。ただし、その者の入札価格

が著しく低価格等の疑義が生じた場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　免除

　⑶ 　前払金　　　　　　否

10 　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 　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。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、

３⑴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」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。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第922号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　 レセプト及び健診結果データを用いた現状把握・

分析事業業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課及び受注

者社屋等

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 「レセプト及び健診結果データを用いた現状把

握・分析事業業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　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。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。（地

方自治法施行令第167条の４参照）

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」・種目「その他」で登録されて

いること。

　⑷ 　当該業務について、本市又は他官公庁において類

似の契約実績（元請に限る。）を平成30年４月１日

以降に有すること。

　⑸ 　プライバシーマーク及びISO/IEC27001（JISQ27001）

の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、次により一般

競争入札参加申込書、２⑷の契約実績を証する書類、

２⑸を証する登録証の写しを提出しなければなりませ

ん。

　⑴ 　配付・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医療保険課

　　　（担当　友
とも

納
のう

）

　　　電　話　044－200－0085（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和２年11月10日（火）から令和２年11月16日

（月）まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝

日を除く）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証する契約実績書類（契約書の写し

等）

　　ウ 　プライバシーマーク及びISO/IEC27001（JIS 

Q27001）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」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、３

⑴の場所において３⑵の期間、配付も行います。

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、令和２年11月24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、令和２年11月24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 　仕様書等に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和２年11月24日（火）から令和２年11月26日

（木）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　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番号宛て送付してく

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、令和２年11月30日（月）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及び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
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　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　令和２年12月９日（水）午前10時00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

　　　　川崎市パレール12階会議室

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、所定の入札書をもって行います。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押

印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で

す。

　　イ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　ウ 　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、調査等を行うことがありま

す。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得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 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　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。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第923号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和２年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市宮前区菅生５－10－13

吉岡　正義

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区初山一丁目202番11、202番

１の各一部 別図参照

幅 　 　 員

4.5メートル

延　長

69.62メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第214号

指　定

年月日

令和２年

11月10日

　　　───────────────────

川崎市公告第924号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小倉西住宅囲障改修工事

履行場所 川崎市幸区小倉５丁目16番１～３号

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　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建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月４日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石住宅新築第２号エレベータ設備工事

履行場所 川崎市麻生区高石４丁目130番157の一部

履行期限 契約の日から令和４年３月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること。

　　川崎市発注のエレベーター設置工事の完工実績。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月９日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中野島住宅新築第５号エレベータ設備工事

履行場所 川崎市多摩区中野島６丁目2008番１ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること。

　　川崎市発注のエレベーター設置工事の完工実績。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月９日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区役所防災行政無線用発電機設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区東田町８番地

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

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

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月９日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中央卸売市場北部市場電力量計測設備更新工事

履行場所 川崎市宮前区水沢１丁目１番１号

履行期限 契約の日から令和３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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月４日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 有馬第一住宅個別改善工事（１号棟）

履行場所 川崎市宮前区東有馬５丁目20－１

履行期限 契約の日から令和４年２月14日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録さ

れていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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参 加 資 格

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年１月８日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑ヶ丘霊園事務所霊安室新築その他工事

履行場所 川崎市高津区下作延1241番地

履行期限 契約の日から令和３年３月15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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月４日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市公告第925号

　次の公園墓地管理手数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、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の３第４項

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年11月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度 手数料種別 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

公園墓地

管理手数料

令和

２年度分
令和２年11月26日 計37件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第926号

　次の市有財産について、一般競争入札による貸付けを

実施します。

　　令和２年11月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　入札物件（一時貸付物件）

　 　一般競争入札に付す一時貸付物件、予定価格（最低

貸付料）等は、別表のとおりです。

２ 　貸付期間

　　物件番号１、２、３、４、５、６、７

　　令和３年４月１日から令和８年３月31日まで（５年間）

３ 　入札参加資格

　 　次の条件を全て満たす方でなければ、入札に参加す

ることはできません。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当しないこと。

　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 　川崎市競争入札参加資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 　国税又は市税の未納がないこと。

　⑸ 　入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、市

有財産の余裕部分を活用して歳入の確保等を図るこ

とを目的として、自動販売機及び飲料容器等の回収

容器等（以下「自動販売機等」という。）を設置し

て運営する事業（以下「自動販売機設置事業」とい

う。）を行う資力、能力等を有すること。

　⑹ 　平成30年度及び令和元年度において、自動販売機

設置事業又はこれに類する事業の実績を有している

こと。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者でないこ

と。

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がないこと。

　⑼ 　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結していないこと。

４ 　契約上の主な条件等

　⑴ 　貸付契約の内容

　　 　本件一時貸付けは、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第238条の４第２項第４号及び同法第238条の

５第１項の規定に基づく土地又は建物の賃貸借契約

です。借地借家法（平成３年法律第90号）の適用は

ありません。

　⑵ 　用途の指定等

　　 　一時貸付物件は、自動販売機設置事業の用途（以

下「指定用途」という。）に供さなければなりませ

ん。また、自動販売機設置事業に必要な工事費、維

持管理費、光熱水費等の費用は全て借受人の負担と

なります。
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　⑶ 　禁止事項

　　 　一時貸付物件について、次の行為をすることはで

きません。

　　ア 　一時貸付物件を指定用途以外の用途に使用する

こと。

　　イ 　一時貸付物件に建物を建築し、又は工作物を設

置すること（財産管理者が、電源等の確保のため

必要があると認める場合を除く。）。

　　ウ 　土壌の汚染、土地の形質の変更その他原状回復

が困難となるような使用をすること。

　　エ 　一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類

似する行為をすること。

　　オ 　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定すること。

　　カ 　一時貸付物件において、公序良俗に反する行為

をすること。

　⑷ 　自動販売機等の設置等

　　 　自動販売機等は、別表に定められた条件に従うほ

か、次の事項を遵守して設置、運営しなければなり

ません。

　　ア 　貸付期間を通じて常に使用可能な状態で設置さ

れていること。

　　イ 　自動販売機等の維持管理にあたっては、転倒防

止、漏電防止、容器等の散乱防止など、利用者、

近隣住民の安全、周辺環境の保全に十分に配慮す

ること。

　　ウ 　販売品の在庫等の管理、補充、交換は、借受人

の責任において、財産管理及び近隣住民の生活に

配慮した方法、頻度、時間帯等により行うこと。

　　エ 　自動販売機の付近に飲料容器等の回収容器等を

原則として１個以上設置し、空き缶等の使用済み

容器が周囲に散乱しない頻度により回収して、適

正に処分すること。

　　オ 　飲料用の自動販売機は、ノンフロン冷媒又は低

ＧＷＰ冷媒で、かつ、ヒートポンプ対応等エネル

ギー消費効率の優れた機種（年間消費電力量（カ

タログ値）1,131ｋＷｈ／年未満のものに限る。）

とすること。なお、適宜消灯・減光等を行い、節

電対策に努めること。

　⑸ 　販売品

　　ア 　販売品は、別表に定められたものとすること

（財産管理者が認めた場合を除く。）。

　　　 　なお、酒税法第２条（昭和28年法律第６号）に

よる酒類又はその類似品を販売することはできま

せん。

　　イ 　販売品の売価は、借受人により任意に設定する

ことができます。なお、生田の天然水恵水は、販

売目的が災害時における飲料水の備蓄啓発等であ

ることを踏まえ、その売価は、他のミネラルウォ

ーターの売価と同程度の価格を参考価格とします。

　⑹ 　資料の提出等

　　ア 　借受人は、毎年１回、一時貸付物件に設置した

自動販売機の売上実績（売上数量、売上金額）を

報告しなければなりません。川崎市は、当該売上

実績について、市有財産の有効活用を推進するた

め必要とするときは、借受人の承諾なしに公開で

きるものとします。

　　イ 　川崎市は、借受人が上記の禁止事項に違反して

いる疑いがあるとき、債権の保全上必要があると

認めるときは、借受人に対してその参考となるべ

き資料の提出又は報告を求めることができるもの

とします。

　⑺ 　違約金

　　 　川崎市は、借受人が上記の禁止事項、資料の提出

等の条件に違反した場合には、違約金を請求する場

合があります。

５ 　入札案内書（入札参加申込書を含む。）の配布

　 　本件入札に参加を希望する者には、次により入札案

内書（入札参加申込書等）を配布します。

　⑴ 　配布場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　（明治安田生命川崎ビル13階）

　　　　　　　　川崎市財政局資産管理部資産運用課

　　　　　　　　電話　044－200－2086

　⑵ 　配布期間　 令和２年11月13日（金）から令和２年

12月４日（金）まで

６ 　入札参加申込みに必要な書類

　 　入札参加申込みに必要な書類は、次のとおりです。

　⑴ 　申込者が法人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　自動販売機設置事業申告書

　　ウ 　川崎市暴力団排除条例に係る誓約書

　　エ 　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　　オ 　代表者の印鑑証明書（法務局に届け出たもの）

　　カ 　国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び

「消費税及び地方消費税」について未納税額のな

い証明用）

　　キ 　市税の納税証明書（川崎市内に事務所又は事業

所を有している場合のみ）

　　（ア）法人市民税

　　　　 　申込み時点において終了している事業年度の

うち直近２事業年度分の納税証明書（未納がな

いもの）をそれぞれ１部提出してください。

　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　平成30年度及び令和元年度の納税証明書（未

納がないもの）をそれぞれ１部提出してください。
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　　ク 　財務諸表の写し

　　　 　申込み時点において終了している事業年度のう

ち、直近２事業年度分の貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書を提出してください。

　　　※ 　エ～キの書類は、発行後３か月以内に取得し

たもの（原本）を提出してください。

　⑵ 　申込者が個人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　自動販売機設置事業申告書

　　ウ 　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書

　　エ 　印鑑登録証明書

　　オ 　身分証明書

　　　 　破産者等でないことの証明書（本籍地の市区町

村長発行）を提出してください。

　　カ 　登記されていないことの証明書

　　　 　成年被後見人又は被保佐人とする記録がないこ

との証明書を提出してください。

　　キ 　国税の納税証明書（その３の２「申告所得税及

び復興特別所得税」及び「消費税及び地方消費税」

の未納税額のない証明用）

　　ク 　市税の納税証明書（川崎市内に住所等を有する

方のみ）

　　（ア）市民税・県民税

　　　　 　平成30年度及び令和元年度の納税証明書（未

納がないもの）をそれぞれ１部提出してください。

　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　平成30年度及び令和元年度の納税証明書（未

納がないもの）をそれぞれ１部提出してください。

　　ケ 　確定申告の提出書類の写し（直前決算２年間分）

　　　※ 　エ～クの書類は、発行後３か月以内に取得し

たもの（原本）を提出してください。

７ 　入札参加申込書等の提出

　 　本件入札に参加を希望する者は、上記６に記載され

た書類を次により提出しなければなりません。

　⑴ 　提出場所　上記５⑴に同じ

　⑵ 　提出期間　 令和２年12月１日（火）から令和２年

12月４日（金）まで

　　　　　　　　 午前９時～午後４時（正午～午後１時

を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

８ 　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札の方法

　　 　入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付

料（消費税及び地方消費税の額を含まないもの）を

記入してください。入札書の提出は持参によるもの

とします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年12月22日（火）午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市役所第３庁舎15階第１・２会議室

　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　上記⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　上記⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格（最低貸付料）以上で最高の価格をもって

有効な入札を行った者について、最終的な一般競争

入札参加資格の審査を実施し、資格の有無を審査し

た上、落札者を決定します。資格審査の結果、その

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、価格の高い入札者について同様の審査を

実施します。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札案内書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 　契約条項　　　　　　 入札案内書に記載してあり

ます。

　⑵ 　契約書等作成の要否　要

　⑶ 　契約保証金　　　　　 入札案内書に記載してあり

ます。

　⑷ 　契約の締結期限　　　令和３年２月26日（金）

　⑸ 　契約の締結　　　　　 本件契約を締結しない場

合、落札者の決定が取消し

となります。

　⑹ 　貸付料の支払い　　　 入札案内書に記載してあり

ます。

10 　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札を変更し、又は取り止め

る場合等があります。

　⑵ 　詳細は入札案内書によります。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、以下のとおり

です。

　　　上記５⑴に同じ
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別表 

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書 
 物件番号 １ 

場所 

番号 

財産名称・場所 

（財産管理者・連絡先） 
所在地 

貸付面積 

（㎡） 
消費税 設置・運営 販売品 

令和元年

度の売上

数量（本）

最低貸付料 

（円／月） 

（税抜） 

105 

中原区役所５階 

（中原区役所まちづくり

推進部総務課

044-744-3124） 

中原区小杉町

3 丁目 245 

1.26（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

・神奈川被害者支援

センターへの寄付

（別記２） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

6,014  12,000

99,500 

127 

消防局総合庁舎７階 

（消防局総務部施設装備

課 044-223-2550） 

川 崎 区 南 町

20-7 

1.08（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,171  9,000 

133 

臨港消防署藤崎出張所１

階 

（同上） 

川崎区藤崎 3

丁目 7-1 

0.99（回収

箱 2個含む

） 

課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,611  1,000

134 
川崎消防署１階 

（同上） 

川 崎 区 南 町

20-7 

0.75（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

9,673  29,000 

182 

川崎市立橘高等学校１階 

（教育委員会事務局教育

環境整備推進室 

044-200-3270） 

中原区中丸子

562 

0.75（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

5,620  11,000 

273 

浮島処理センター資源化

処理施設１階 

（環境局浮島処理センタ

ー044-287-9600） 

川崎区浮島町

509-1 

1.20（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,190  9,000 

275 

みぞのくち市税事務所地

下１階 

（財政局税務部税制課 

044-200-2191） 

高津区下作延

2 丁目 7-60 

1.36（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

3,003  3,000 

287 

川崎市立高津中学校１階 

（教育委員会事務局教育

環境整備推進室 

044-200-3270） 

高津区久本 3

丁目 11-2 

1.36（回収

箱 2個含む

） 

課税 
・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

7,321 20,000

303 

マイコンシティセンター

２階 

（経済労働局産業振興部

工業振興課044-200-3936

） 

麻生区栗木 2

丁目 8-3 

1.25（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

115 500

638 

生田出張所（新庁舎）３

階 

（多摩区役所生田出張所 

044-712-3109） 

多摩区生田 7

丁目 16-1 

1.14（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

新規 5,000

 

［別記１］ 

川崎市上下水道局において製造する生田の天然水恵水を１区画以上設置すること。販売目的が災害時

における飲料水の備蓄啓発等であることを踏まえ、その売価は、他のミネラルウォーターの売価と同程

度の価格とすること。なお、販売事業者に販売するとき（川崎市上下水道局と販売契約を締結していた

だきます）の価格は、８７円となります。 

 

［別記２］ 

   神奈川被害者支援センターと協定を締結していただきます。寄付金は、借受人と神奈川被害者支援セ

ンターとの協議の上、決定されます。（売上金の１～３％程度） 

   ※神奈川被害者支援センター 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 （０４５）３２８－３７２０ 
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 物件番号 ２ 

場所 

番号 

財産名称・場所 

（財産管理者・連絡先） 
所在地 

貸付面積 

（㎡） 
消費税 設置・運営 販売品 

令和元年

度の売上

数量（本） 

最低貸付料 

（円／月） 

（税抜） 

8 

川崎市役所第３庁舎地下２

階（総務企画局総務部庁舎

管理課 044-200-2081） 

川崎区東田

町 5-4 

0.98（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,644 500 

72,500 

17 

川崎生活環境事業所２階 

（環境局川崎生活環境事業

所 044-266-5747） 

川崎区塩浜4

丁目 11-9 

0.93（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,200  9,000 

30 

中原生活環境事業所２階 

（環境局中原生活環境事業

所 044-411-9220） 

中原区中丸

子 155-1 

1.24（回収

箱含む） 
課税 

・プラスチック商品

不使用 

飲料(ペッ

ト ボ ト ル

なし) 

6,260  500 

32 

中原生活環境事業所２階 

（環境局中原生活環境事業

所 044-411-9220） 

中原区中丸

子 155-1 

1.24（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

7,873  22,000 

60 

浮島処理センター1階 

（環境局浮島処理センター 

044-287-9600） 

川崎区浮島

509-1 

2.07（回収

箱 3個含む

） 

課税  
飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

6,786  18,000 

61 

浮島埋立事業所１階 

（環境局浮島埋立事業所

044-287-9600） 

川崎区浮島

町 523-1 

0.91（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,777  500 

65 

堤根処理センター４階 

（環境局堤根処理センター

044-541-2047） 

川崎区堤根

52 

0.81（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,075  9,000 

96 

川崎区役所田島支所２階 

（川崎区役所田島支所区民

センター044-322-1967） 

川崎区鋼管

通 2丁目 3-7 

1.48（回収

箱 2個含む

） 

課税  
飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,790  1,000 

183 

川崎市立橘高等学校１階 

（教育委員会事務局教育環

境整備推進室 

044-200-3270） 

中原区中丸

子 562 

0.89（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,003  11,000 

240 

川崎市役所第４庁舎１階 

（総務企画局総務部庁舎管

理課 044-200-2081） 

川崎区宮本

町 3-3 

0.97（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,919  1,000 

 

［別記１］ 

川崎市上下水道局において製造する生田の天然水恵水を１区画以上設置すること。販売目的が災害時

における飲料水の備蓄啓発等であることを踏まえ、その売価は、他のミネラルウォーターの売価と同程

度の価格とすること。なお、販売事業者に販売するとき（川崎市上下水道局と販売契約を締結していた

だきます）の価格は、８７円となります。 
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物件番号 ３ 

場所 

番号 

財産名称・場所 

（財産管理者・連絡先） 
所在地 貸付面積 消費税 設置・運営 販売品 

令和元年

度の売上

数量（本） 

最低貸付料 

（円／月） 

（税抜） 

6 

川崎市役所第２庁舎地下１

階 

（総務企画局総務部庁舎管

理課 044-200-2081） 

川崎区砂子1

丁目 9-3 

0.97（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,424 1,000 

56,500 

21 

川崎生活環境事業所３階 

（環境局川崎生活環境事業

所 044-266-5747） 

川崎区塩浜4

丁目 11-9 

1.02（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,130  9,000 

57 

浮島処理センター４階 

（環境局浮島処理センター

044-287-9600） 

川崎区浮島

町 509-1 

1.44（回収

箱含む） 
課税 

・プラスチック商品

不使用 

飲料(ペッ

ト ボ ト ル

なし) 

8,746  500 

66 

堤根処理センター 

（環境局堤根処理センター

044-541-2047） 

川崎区堤根

52 

1.11（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

3,044  1,000 

77 

中部リハビリテーションセ

ンター１階 

（健康福祉局井田障害者セ

ンター044-750-0686） 

中原区井田3

丁目 16-1 

1.20（回収

箱 2個含む

） 

課税 
・ユニバーサル（別

記２） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,230  1,000 

101 

幸区役所４階 

（幸区役所まちづくり推進

部総務課 044-556-6645） 

幸区戸手本

町 1 丁 目

11-1 

1.38（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,059  9,000 

125 

消防局総合庁舎４階 

（消防局総務部施設装備課

044-223-2550） 

川崎区南町

20-7 

0.78（回収

箱含む） 

（別記３）

課税  
飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

3,239  1,000 

130 

臨港消防署千鳥町出張所１

階 

（同上） 

川崎区千鳥

町 15-4 

1.02（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,773  500 

239 

川崎市役所第４庁舎１階 

（総務企画局総務部庁舎管

理課 044-200-2081） 

川崎区宮本

町 3-3 

0.97（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,291  1,000 

274 

みぞのくち市税事務所２階 

（財政局税務部税制課 

044-200-2191） 

高津区下作

延 2 丁 目

7-60 

1.09（回収

箱含む） 
課税 

・生田の天然水恵水

（別記１） 

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,281  500 

286 

浮島処理センター１階 

（環境局浮島処理センター

044-287-9600） 

川崎区浮島

町 509-1 

1.44（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

10,520  32,000 

 

［別記１］ 

川崎市上下水道局において製造する生田の天然水恵水を１区画以上設置すること。販売目的が災害時

における飲料水の備蓄啓発等であることを踏まえ、その売価は、他のミネラルウォーターの売価と同程

度の価格とすること。なお、販売事業者に販売するとき（川崎市上下水道局と販売契約を締結していた

だきます）の価格は、８７円となります。 

 
［別記２］ 

 ユニバーサルデザインの使用を施した自動販売機とすること。 

 

［別記３］ 

場所番号１２４、１２５の回収箱については、場所番号１２６の回収箱の設置スペースが確保できな

いため、場所番号１２６との共用とすることを条件とします。 
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 物件番号 ４ 

場所 

番号 

財産名称・場所 

（財産管理者・連絡先） 
所在地 

貸付面積 

（㎡） 
消費税 設置・運営 販売品 

令和元年

度の売上

数量（本） 

最低貸付料 

（円／月） 

（税抜） 

16 

川崎生活環境事業所１階 

（環境局川崎生活環境事業

所 044-266-5747） 

川崎区塩浜4

丁目 11-9 

1.03（回収

箱 2個含む

） 

課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

12,128 37,000 

75,500 

19 

川崎生活環境事業所２階 

（環境局川崎生活環境事業

所 044-266-5747） 

川崎区塩浜4

丁目 11-9 

1.30（回収

箱含む） 
課税 

・プラスチック商品

不使用 

飲料(ペッ

ト ボ ト ル

なし) 

3,700  500 

50 

入江崎クリーンセンター１

階 

（環境局入江崎クリーンセ

ンター044-266-2726） 

川崎区塩浜3

丁目 14-1 

0.94（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,032  9,000 

62 

堤根処理センター（工場棟

）２階 

（環境局堤根処理センター

044-541-2047） 

川崎区堤根

52 

0.99（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

6,168  16,000 

124 

消防局総合庁舎４階 

（消防局総務部施設装備課

044-223-2550） 

川崎区南町

20-7 

0.93（回収

箱含む） 

（別記１）

課税  
飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,861  1,000 

129 
臨港消防署４階 

（同上） 

川崎区池上

新町 3 丁目

1-5 

0.78（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,954  500 

137 
幸消防署１階 

（同上） 

幸区戸手 2

丁目 12-1 

0.86（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

4,424  10,000 

139 
幸消防署平間出張所 

（同上） 
幸区下平間4 

1.02（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,606  1,000 

140 
幸消防署加瀬出張所１階 

（同上） 

幸区南加瀬4

丁目 18-5 

0.96（回収

箱 2個含む

） 

課税  
飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,534  500 

 

［別記１］ 

場所番号１２４、１２５の回収箱については、場所番号１２６の回収箱の設置スペースが確保できな

いため、場所番号１２６との共用とすることを条件とします。 
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 物件番号 ５ 

場所 

番号 

財産名称・場所 

（財産管理者・連絡先） 
所在地 

貸付面積 

（㎡） 
消費税 設置・運営 販売品 

令和元年

度の売上

数量（本） 

最低貸付料 

（円／月） 

（税抜） 

53 

加瀬クリーンセンター３階 

（環境局加瀬クリーンセン

ター044-588-4241） 

幸区南加瀬4

丁目 40-23 

1.10（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,807 500 

20,000 

64 

堤根処理センター 

（環境局堤根処理センター

044-541-2047） 

川崎区堤根

52 

1.11（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,923  1,000 

126 

消防局総合庁舎４階 

（消防局総務部施設装備課

044-223-2550） 

川崎区南町

20-7 

0.67 

（別記１）
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

2,262  1,000 

142 
中原消防署４階 

（同上） 

中原区新丸

子東 3 丁目

1175－1 

0.98（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

1,922 500 

198 

川崎市教育文化会館１階 

（川崎区役所まちづくり推

進部生涯学習支援課 

044-233-6361） 

川崎区富士

見 2丁目 1-3 

0.77（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

5,032  12,000 

639 

生田出張所（新庁舎）２階 

（多摩区役所生田出張所 

044-712-3109） 

多摩区生田

７丁目 16-1 

0.96（回収

箱含む） 
課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

新規  5,000 

 

［別記１］ 

場所番号１２４、１２５の回収箱については、場所番号１２６の回収箱の設置スペースが確保できな

いため、場所番号１２６との共用とすることを条件とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 物件番号 ６ 

場所 

番号 

財産名称・場所 

（財産管理者・連絡先） 
所在地 

貸付面積 

（㎡） 
消費税 設置・運営 販売品 

令和元年

度の売上

数量（本） 

最低貸付料 

（円／月） 

（税抜） 

640 

王禅寺エコ暮らし環境館４

階 

（環境局施設部王禅寺処理

センター044-966-6135） 

麻生区王禅

寺 1285 番地 

1.16（回収

箱含む） 
課税 

・プラスチック商品

不使用 

・ウォーターサーバ

ー設置済（別記１）

飲料(ペッ

ト ボ ト ル

なし) 

新規 500 

 

［別記１］ 

  ウォーターサーバーの設置場所 

施設内の普及啓発施設の受付付近に設置しており、自動販売機の設置予定場所とは異なる場所です

。 

（ウォーターサーバー仕様） 

      ・供給方式：タンク型（今後、水道直結型へ変更する可能性有り） 

      ・供給する水の状態：冷水、常温水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 物件番号 ７ 

場所 

番号 

財産名称・場所 

（財産管理者・連絡先） 
所在地 

貸付面積 

（㎡） 
消費税 設置・運営 販売品 

令和元年

度の売上

数量（本） 

最低貸付料 

（円／月） 

（税抜） 

641 

浅野町工場会館 

（経済労働局産業振興部工

業振興課 044-200-2326） 

川崎区浅野

町１－４ 

1.35（回収

箱含む） 
非課税  

飲料(缶・

ペ ッ ト ボ

トル) 

新規 500 
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川崎市公告第927号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路維持（側溝・桝清掃）委託

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

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

者であること。

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

れている者。

⑹ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれて

いること）を受けている者。

⑺ 　東京都産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていること）を受け

ている者。

⑻ 　バキューム車を保有または調達することが可能な者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月15日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路詳細設計委託

履行場所 川崎市麻生区古沢80番地先　ほか１箇所

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

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。なお、アとイは兼務できない。

　ア　主任技術者は、技術士（建設部門－道路）の資格を有する者であること。

　イ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門－道路又は建設部門－道路）又はＲＣＣＭの「道路」

部門のいずれかの資格を有する者であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 令和２年12月15日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 柳町公園整備設計業務委託

履行場所 川崎市幸区柳町42

履行期限 令和３年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「造園部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月15日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平橋ほか１橋橋りょう長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市宮前区平５丁目１番地先ほか１箇所

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「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。

　ア 　管理技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート部門）又はＲＣＣＭの「鋼構造

及びコンクリート」部門のいずれかの資格を有する者であること。

　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート部門）又はＲＣＣＭの「鋼構造

及びコンクリート」部門のいずれかの資格を有する者であること。

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 令和２年12月15日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第928号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年11月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市中原区下小田中五丁目1678番２

 ほか１筆　　　　　

 1,423平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都中央区日本橋二丁目16番３号

　　株式会社　モリモトホーム

　　代表取締役　森本　浩義

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：16戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年６月１日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第20号

　　令和２年９月23日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第59号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第929号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年11月13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

　　鈴木ビル

　　川崎市宮前区南野川１丁目35番７号

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　鈴木　欽二

　　川崎市宮前区東有馬五丁目31番10号

　　鈴木　諭

　　川崎市宮前区東有馬五丁目31番10号

３ 　変更した事項

　　大規模小売店舗の所在地

　　（変更前）

　　川崎市宮前区野川4180番地の１ 　外

　　（変更後）

　　川崎市宮前区南野川１丁目35番７号

４ 　変更の年月日

　　令和２年11月９日

５ 　変更する理由

　　住居表示化によるもの

６ 　届出の年月日

　　令和２年11月10日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和２年11月13日から令和３年３月13日の午前８時

30分から午後５時まで。

　 　ただし、土曜日、日曜日、休日、12月29日から１月

３日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10 　意見書の提出期限及び提出先

　　令和３年３月13日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第930号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年11月13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

　　ホームセンターコーナン川崎小田栄店

　　川崎市川崎区小田栄二丁目１番地１他

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　芙蓉総合リース株式会社

　　代表取締役　辻？？田　泰徳

　　東京都千代田区麹町五丁目１番地１

３ 　変更した事項

　⑴ 　大規模小売店舗を設置する者の住所

　　　（変更前）

　　　東京都千代田区神田三崎町三丁目３番23号

　　　（変更後）

　　　東京都千代田区麹町五丁目１番地１

　⑵ 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名ま

たは名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名
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　　　（変更前）

氏名又は名称 代表者 住所

株式会社ノジマ 代表取締役

野島　廣司

神奈川県横浜市西区

みなとみらい２丁目

２番３号

株式会社

ジーフット

代表取締役

神谷　和秀

愛知県名古屋市

千種区今池

三丁目４番10号

　　　　他計12者

　　　（変更後）

氏名又は名称 代表者 住所

株式会社ノジマ 代表取締役

野島　廣司

神奈川県横浜市西区

南幸１－１―１

ＪＲ横浜タワー 26階

株式会社ロピア 代表取締役

髙木　勇輔

神奈川県川崎市幸区

南幸町２丁目９番地

　　　他計９者

４ 　変更の年月日

　⑴ 　令和２年６月１日

　⑵ 　令和２年７月６日　他

５ 　変更する理由

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の変更によ

るもの

６ 　届出の年月日

　　令和２年11月４日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　　令和２年11月13日から令和３年３月13日の午前８時

30分から午後５時まで。

　　ただし、土曜日、日曜日、休日、12月29日から１月

３日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10 　意見書の提出期限及び提出先

　　令和３年３月13日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第422号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　 令和３年度国民健康保険料納入通知書等に係る帳

票作成及び封入封緘等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課、各区役

所保険年金課及び支所区民センター

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４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「その他業務」種目「その

他」で登録されていること。

　⑷ 　本市国民健康保険システム（NEC製「COKAS-X」を

使用）で取り扱う以下のフォントを正しく印字でき

る環境を有していること

　　ア 　川崎市明朝（川崎市独自フォント）

　　イ 　川崎市明朝用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　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）

　　　※ 　上記アからエのフォントを表示するソフト

ウェアとして「FontAvenue外字コントロール

2000」（NEC製）がある。

　　　※ 　上記アからエのフォントファイル（拡張子：

.TTF/.TTE）について、配布する。

　⑸ 　平成31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184,000件程度となる封

入物を作成し、封入封緘する業務）に関する契約実

績があり、問題なく履行したこと。
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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

　　　〒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医療保険課

　　　担当：伊藤・山崎

　　　電　話：044－200－2637

　　　ＦＡＸ：044－200－3930

　　　MAIL　：40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年12月２日

（水）まで（土曜日、日曜日除く）

　　 　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 　提出書類

　　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）

　　　 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　申込書・実績調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。（「令和

３年度国民健康保険料納入通知書等作成及び封入封

緘業務委託」https://www.city.kawasaki.jp/350/

page/0000122213.html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、令和２年12月４日（金）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

　　 　令和２年12月４日（金）から令和２年12月９日

（水）まで（土曜日、日曜日除く）

　　 　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、令和２年12

月14日（月）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

　　 　入札は、消費税及び地方消費税を除いた単価の合

計で行います。

　　 　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、仕様書の「別紙３　

予定数量」に記載された項目ごとに消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた単価を見積り、各単

価を合計した金額を入札書に記載してください。ま

た、各項目に対応する単価を記入した単価契約一覧

表を必ず添付してください。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所　

　　　令和２年12月21日（月）午後１時30分

　　　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）

　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。
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８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします。なお、契約単価は消費税及び地方

消費税を含まないものとし、委託料支払いのときに

加算するものとします。

　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、令和３年第１回川崎市議

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423号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　災害対策用毛布リパック業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　回収場所

　　　 　南部防災センター（川崎区小田７－３－１）ほ

か、市内16箇所

　　イ 　納品場所

　　　 　南部防災センター（川崎区小田７－３－１）ほ

か、市内16箇所

　⑶ 　完了期限

　　　令和２年３月31日（水）限り

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種が

「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で国又は地方公共団体において類似の

契約実績があること。

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、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証す

る書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　津田

　　　電　話　044－200－3553（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年12月１日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付、仕様書の

配布及び入札説明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和２年12月４日（金）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　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」の委託の「入札公表」の中にありま

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

index.html）。なお、インターネットから入手でき

ない者には、申し出により無償で入札説明書を交付

します。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、

一般競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会
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　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年12月４日（金）から令和２年12月11日

（金）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説書に添付の「質問書」の様式により提出し

てください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答期日・方法

　　 　令和２年12月16日（水）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にて

送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は契約金額の単価で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年12月21日（月）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－8577

　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　総務企画局危機管理室　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口３⑴ に同じ。

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第424号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します

　　令和２年11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　東小倉小学校増築校舎賃貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市幸区東小倉１番１号

　⑶ 　履行期間　令和９年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり
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２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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条の規定によ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「仮設ハウ

ス」、等級区分「Ａ］に登録されていること。

　⑷ 　本市または他官公庁において、平成22年度以降

に、重量鉄骨造３階建て以上かつ延べ面積2000㎡以

上の学校施設で、賃貸借契約に基づく賃貸借料の支

払いを受けた実績が２件以上あり、当該実績を契約

書等で確認できること。

　⑸ 　設計業務、工事監理業務において、次のすべてを

満たす自社に所属する管理技術者を配置すること。

　　ア 　建築士法第２条第２項に規定する１級建築士

　　イ 　５年以上の１級建築士の実務実績を有する。

　⑹ 　工事期間中、次のすべてを満たす自社に所属する

監理技術者を配置すること。

　　ア 　建設業法第27条の18第１項に規定する監理技術

者資格者証の交付を受けており、国土交通大臣の

登録を受けた講習を受講したもの。

　　イ 　工事期間における専任ができるもの。

　　　※ 　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登録のない者は、財政局

資産管理部契約課に所定の様式により資格審査

申請を令和２年11月30日（月）までに行うこと。

登録手続の詳細は同課に問い合わせること。

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、次により入札

参加の申し込みを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は、下記３⑴の場所で配布し

ています。また、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」からダ

ウンロードすることができます。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 　配布場所

　　　〒210－0004　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　

　　　電話：044－200－3319（担当：山中　平岡）

　⑵ 　配布期間

　　 　令和２年11月25日（水）～令和２年12月８日（火）

（ただし、土曜日、日曜日を除く。）午前８時30分

～午後５時（ただし、正午～午後１時を除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２⑷について実績が確認できる契約書の写し等

　　ウ 　２⑸について設計及び工事監理の配置予定技術

者の資格証の写しおよび経歴書等

　　エ 　２⑹について工事の配置予定技術者の資格証の

写しおよび経歴書等

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑷ 　提出期間

　　ア 　持参の場合：令和２年11月25日（水）～令和２

年12月８日（火）（土曜日、日曜日を除く。）午前

８時30分～午後５時（正午～午後１時を除く。）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る）の場合：令和２年11月

25日（水）～令和２年12月７日（月）（土曜日、

日曜日を除く。）午後５時までに必着

　⑸ 　提出場所

　　ア 　持参の場合：３⑴の場所に提出

　　イ 　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　　〒210－0004　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　担当：山中　平岡

４ 　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。入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル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、３⑵の期間に３⑴の場所で配布

します。

５ 　参考図の配布

　 　本件の仕様書にある参考図については、一般競争入

札参加資格確認通知書が交付された後に、次によりＣ

Ｄで配布します。

　⑴ 　配布期間　 一般競争入札参加資格確認通知書交付

後～令和２年12月22日（火）

　⑵ 　配布場所　３⑴と同じ

　　※　一般競争入札参加資格確認通知書を提示すること

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　　 ※ 　参考図から仕様の変更を協議したい場合は、必

ず質問書にて確認することとします。

　　 　質問があげられていない契約後の仕様変更につい

ては原則として認められません。

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和２年11月25日（水）～令和２年12月22日（火）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は入札公表の「入札公表詳細」からダウン
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ロードしてください。ダウンロードができない場

合、３⑵の期間に３⑴の場所で配布します。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります。

　　　※　郵送による提出は認めません

　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑴の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答

　　ア 　回答日：令和３年１月６日（水）

　　イ 　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。当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸで送付しま

す。なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、参加資格業種に登録されていることを確認し、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「物品」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。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

いずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失しま

す。

　⑴ 　２に定める資格要件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき。

９ 　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。なお、入札金額は税抜の総額で

行います。

　⑵ 　入札書の提出日時

　　ア 　持参の場合：

　　　　令和３年１月12日（火）午後２時

　　　※　事前提出不可

　　イ 　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　　令和３年１月12日（火）正午までに必着

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア　令和３年１月12日（火）午後２時

　　イ　場所　明治安田生命ビル４階

　　　　　　　第２会議室（川崎区宮本町６番地）

　　 ※ 　社会情勢により会場を変更する場合は入札参加

者あて別途お知らせします。

　⑷ 　入札書の提出方法

　　ア 　持参の場合：９⑶イの場所へ持参

　　イ 　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　　〒210－0004　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　担当：山中　平岡

　⑸ 　入札保証金　免除

10 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　落札者の決定

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき予定価格を

総額で定めます。当該予定価格の範囲内で有効な入

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。

　　 　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。

　⑵ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

11 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　要

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

12 　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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、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。

　⑷ 　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」で閲覧することができます。）

13 　Summary

　⑴ 　 Lease agreement in a Enlargement schoolhouse 

in Higashi-Ogura Elementary School

　⑵ 　 The date and time limit of the tender : 

　　　 14:00 Tuesday, January,12th, 2021(If you 

want to bring)

　　　 12:00 Tuesday, January,12th, 2021(If you 

mailed by registered mail)

　⑶ 　Inquiry:

　　　 Kawasaki City Board of Education Secretariat

　　　 Educational environment maintenance 

promotion office
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　　　 5TH Floor,Meiji Yasuda Seimei Kawasaki 

Building

　　　 6 Miyamoto-cho,Kawasaki Ward,Kawasaki City, 

Kanagawa 210-0004

　　　Tel:044-200-3319

　　　Email:88seibi@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第425号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　市民防災農地看板作製・設置業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　市内防災農地のうち、31箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市市民防災農地登録実施要綱第５条に基づ

き、市民防災農地に登録された農地に関する標識板

作製及び設置を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他」種目「その他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、標識、看板の作製を含む類似の契約を締結

し、これらをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　計画調整担当

　　　電話　044－200－2474（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から12月１日（火）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から

午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年12月４日（金）午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年11月25日（水）から12月11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
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わせ先」に同じ。ただし、「６⑵質

問受付期間」の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年12月15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110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年12月17日（木）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　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426号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和２年11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

　　　 幸市民館空調用ポンプその他設備長寿命化整備業

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

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　幸市民館・図書館に設置されている空調用冷却水

ポンプ等の機器更新及び部品交換などを行う。

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 　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（昭和41年法律第97号）第２条第１項による
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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 　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。

　⑹ 　過去５年以内（平成27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。

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　　044－541－3911

　　　ＦＡＸ　044－555－8224

　　　E-mail　88saisi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から12月１日（火）まで

（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　２⑹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

　　 　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、入札説明書は、川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」において、本案件の入札公表

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、令和２年12月８日（火）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 　質問書の受付場所及び問合せ先

　　 　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。

　⑵ 　質問書の受付期間

　　 　令和２年11月25日（水）から12月14日（月）まで

（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

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044－541－3911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、令和２年12月21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。

　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　現地確認の方法

　⑴ 　現地確認期間

　　 　令和２年11月25日（水）から12月11日（金）まで

（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時を除く）

　⑵ 　現地確認の方法

　　 　現地確認を希望される場合は、必ず事前に現地確

認を希望する旨を電話（044－541－3911）にて連絡
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してください。電話連絡を受けていない場合の現地

確認はできません。

　　 　なお、現地確認の日時は双方の調整により決定す

るため、必ずしも希望日時に行えるものではありま

せん。

　　 　また、口頭での質問には回答できません。加えて、

図面等資料の閲覧はできません。

８ 　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。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。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。

　　ウ 　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をもって落札金額とし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時

　　　令和２年12月23日（水）　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。

10 　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、入札・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。

11 　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、契約条項等は、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。

12 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第427号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　⑴ 　新型コロナウイルス感染対策器具

　　　（サーマルカメラ）の購入（中部）　　　　76式

　⑵ 　新型コロナウイルス感染対策器具

　　　（サーマルカメラ）の購入（南部）　　　　54式

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地
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　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和２年11月４日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　綜合警備保障　株式会社　川崎支社

　　支社長　柳　種美

　　川崎市川崎区砂子２－４－10

　　ヒューリック川崎ビル７階

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　⑴ 　14,546,400円

　⑵ 　10,335,600円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年９月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第428号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　家庭学習用インターネット通信回線に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市総合教育センター

　　川崎市高津区溝口６－９－３

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年10月28日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　ソフトバンク　株式会社

　　代表取締役　今井　康之

　　東京都港区東新橋１丁目９番１号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く）

　　1,528円

６ 　契約の相手方を決定した手続き

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年９月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第429号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年11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

　　　 Office365及びZoomライセンスの導入支援及び保守

（サポート）委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年３月１日から令和８年２月28日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　別途調達するテレビ会議用パソコンで使用する

Office365及びZoomライセンスを導入し、必要なサポ

ートを受けるために委託を行うものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業務」

に登載されていること。なお、有資格業者名簿に登

録のない者（入札参加業種（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令和２年12月８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。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書

等が添付された入札説明書については、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、

次の配布・提出場所においても配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により一

般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　 川崎市川崎区宮本町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　村石、水口

　　　電　話　044－200－2109（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から12月８日（火）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　提出方法
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　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和２年12月８

日（火）17時15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

　　　令和２年12月16日（水）13時00分から17時15分まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メール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。

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

　　 　令和２年12月16日（水）から12月21日（月）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メール又は持参で送付し

てください。また、質問書を電子メールで提出した

場合は、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで電話

で御連絡ください。ただし、入札参加資格のない者

からの質問には回答しません。

　⑷ 　回答

　　 　令和２年12月25日（金）までに、入札参加資格が

あると認められる者に対し、電子メールで送付しま

す。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を

もって落札価格とするので、入札者は見積った契

約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年１月８日（金）15時30分

　　イ 　場所　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

　　ア 　川崎市契約規則第33条第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
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閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　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 　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。

12 　Summary

　⑴ 　Entrusted content :

　　　 Procurement and maintenance consignment for 

Office365 and Zoom licenses.

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　3:30 P.M.January 8,2021

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　ICT Promotion Section

　　　Information System Administration Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　Tel : 044-200-2109

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第430号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　令和２年11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無線ＬＡＮ整

備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　契約締結日から令和３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に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」の業種「電算関連業務」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年以内に類似の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年12月２日

（水）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

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。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

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

jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和２年11月25日（水）午前８時30分から令和２

年12月９日（水）午後５時まで（土曜日、日曜日及

び祝日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和２年12月16日

（水）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに令和２年12月４日（金）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
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合は、令和２年12月４日（金）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札金額は、税抜きの総額となります。

　　 　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

　　　　令和２年12月23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４研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

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％

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

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 　支払については、一括払いとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第431号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11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　 令和２年度川崎市立高等学校教員研修

用コンピュータ機器賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市立高等学校９拠点

　⑶ 　履行期間　 令和３年３月１日から令和８年２月28日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

いること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

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

　⑴ 　一般競争入札参加申込書等配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年12月２日

（水）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年12月11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、令和２年12月18日

（金）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに令和２年12月９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、令和２年12月９日（水）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　カタログの提出について

　 　導入予定機種等のカタログを令和２年12月22日

（火）午後５時までに３⑴の場所に提出してくださ

い。なお、落札者については、落札決定後、契約書類

として機器明細書の提出を求めます。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）

を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく

ださい。

　　 　なお、入札に際しては、川崎市競争入札参加者心

得第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額か

ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年12月25日（金）午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　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
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札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

10 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

11 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　支払については、毎月払いとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第432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。

　　令和２年11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 　契約名

　　　給食費徴収システム機器賃貸借契約

　⑵ 　賃貸借の期間

　　　令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

　⑶ 　機器の設置場所

　　ア 　サーバ機器等

　　　　川崎市高津区溝口６丁目９－３

　　　　川崎市総合教育センター

　　イ 　クライアント機器等

　　（ア）川崎市川崎区宮本町６

　　　　　明治安田生命ビル10階

　　　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　（イ）川崎市幸区南幸町３丁目149

　　　　　川崎市南部学校給食センター

　　（ウ）川崎市中原区上平間1700－373

　　　　　川崎市中部学校給食センター

　　（エ）川崎市麻生区栗木２丁目８

　　　　　川崎市北部学校給食センター

　⑷ 　契約の概要

　　 　「給食費徴収システム機器賃貸借契約　仕様書」

（以下「仕様書」という。）及び「給食費徴収シス

テム機器賃貸借契約　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、かつ

ランクＡ又はＢ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、資格審査申請を令和２年12月１

日（火）までに行うこと。

　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

名停止期間中でないこと。

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 　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10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　担当：國分

　　　電　話　　　044－200－2539（直通）

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年12月１日

（火）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

　　　郵送又は電子メールによる送付とします。



（第1,807号）令和２年(2020年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4312－

　　 　郵送の場合は、配達記録が残る方法により郵送し

てください。

　　 　電子メールによる送付の場合は、ＰＤＦ形式のフ

ァイルを送付するものとし、併せて原本を郵送にて

送付ください。電子メールに添付したＰＤＦファイ

ルの到達をもって入札参加資格確認申請書の提出と

します。また、電子メールを送付した際に上記問合

せ先電話番号宛てにその旨御一報ください。

　⑸ 　仕様書等の縦覧

　　 　本契約に係る仕様書及び入札説明書は、３⑴の場

所において、入札参加資格確認申請書の提出期間

中、配布するほか、以下のＵＲＬのウェブページ内

で公開します。

　　 https://www.city.kawasaki.jp/880/soshiki/

　　25-10-0-0-0.html

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

　　　　令和２年12月８日（火）

　　イ 　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　令和２年12月14日（月）

　　ウ 　仕様等に関する質問への回答

　　　　令和２年12月16日（水）

　　エ 　カタログ等の提出

　　　　令和２年12月18日（金）

　　オ 　入札及び開札

　　　　令和２年12月23日（水）

　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

　　　 　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）」を送付します。

　　（ア）送付日

　　　　　令和２年12月８日（火）

　　（イ）送付方法

　　　　　電子メールにより送付します。

　　イ 　仕様等に関する質問

　　（ア）質問の方法

　　　　 　仕様書等の配布書類の内容に疑義がある場合

は、「給食費徴収システム機器賃貸借契約質問

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。

　　（イ）質問の受付期間

　　　　 　令和２年12月８日（火）９時から令和２年12

月14日（月）17時まで

　　（ウ）回答

　　　　 　令和２年12月16日（水）までに、質問者名を

伏せた上で、全ての質問及び回答を全参加者宛

てに電子メールで送付します。

　　ウ 　カタログ等の提出

　　　 　入札参加者は、納品予定の機器等の性能等を把

握できるカタログ等を、次のとおり提出してくだ

さい。

　　（ア）提出期限

　　　　　令和２年12月18日（金）17時まで（必着）

　　（イ）提出方法

　　　　　持参、郵送又はメールによる送付とします。

　　　　 　持参又は郵送の場合、提出先は３⑴の住所と

します。メールによる送付の場合、ＰＤＦ形式

のファイルを、３⑴記載のメールアドレス宛て

に送付してください。

　　（ウ）疑義に関する説明

　　　　 　提出されたカタログ等の内容について、仕様

書に規定する性能を満たすか否か疑義が生じた

場合、本市から説明を求めることがあります。

　　エ 　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、持参又は郵送とします。

　　（イ）持参による入札及び開札の日時

　　　　ａ　日時

　　　　　　令和２年12月23日（水）13時30分

　　　　ｂ　場所

　　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　川崎市役所第３庁舎12階会議室

　　（ウ）郵送による入札の期限等

　　　　ａ　期限

　　　　　　令和２年12月22日（火）　必着

　　　　ｂ　宛先

　　　　　　３⑴に同じ

　　　　ｃ　注意事項

　　　　　 　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、当該封筒に件名と

「入札書在中」の文言を明記し、必ず書留郵

便により送付してください。また、送付後速
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やかに、３⑴記載の担当に電話連絡をしてく

ださい。

　　（エ）入札保証金

　　　　　入札保証金は免除とします。

　　（オ）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

確認結果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。

　　（カ）落札者の決定方法

　　　　 　川崎市契約規則第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。

　　（キ）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。

　　（ク）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」（https://

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。

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 　入札説明書に定めのない事項

　　 　入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑶ 　予算の減額又は削除があった場合の契約の変更又

は解除

　　ア 　本市は、翌年度以降における所要の予算の該当

金額について減額又は削除があった場合は、本件

契約を変更または解除することができるものとし

ます。

　　イ 　アに規定する場合において本市が本件契約を解

除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はそ

の損失の補償を本市に対して請求することができ

るものとします。この場合における補償額は、本

市と受注者とが協議して定めるものとします。

７ 　Summury

　⑴ 　Nature of the required services:

　　　 Renting of the School lunch fee collection 

system equipments.

　⑵ 　Date and time of tender:

　　ａ　Direct Delivery

　　　　13:30 December 23, 2020

　　ｂ　Postal Delivery

　　　　December 22, 2020

　　ｃ　 The language and currency used for the 

contract application is limited to the 

Japanese language and the Japanese 

currency.

　⑶ 　For Further Inquiry, Please Contact:

　　　Account charge 

　　　Healthy School Lunch Promotion Office

　　　Board of Education Secretariat 

　　　 Meiji Yasuda Seimei Building 10F, 6, 

Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki City, Kanagawa 210-0004 Japan 

　　　TEL: 044-200-2539 

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

税 公 告

川崎市税公告第156号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和２年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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年　度 税　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日
件数・備考

令和２年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 令和２年11月10日 計17件

令和２年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第２期分 令和２年11月10日 計357件

令和２年度
市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分 令和２年11月10日 計69件

令和２年度
市民税・県民税

（普通徴収）
８月随時分 令和２年11月10日 計８件

令和２年度

（平成31年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分 令和２年11月10日 計８件

令和２年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第２期分 令和２年11月10日 計４件

令和２年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

７月随時分 令和２年11月10日 計１件

令和２年度

（平成31年度課税分）
市民税（法人） ８月随時分 令和２年11月10日 計１件

令和２年度 軽自動車税 全期分 令和２年11月10日 計１件

 （別紙省略）

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

川崎市税公告第157号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第158号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年10月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第159号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年10月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第160号

　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決

定・変更通知書（特別徴収義務者用）を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、地方税

法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税
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条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年10月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第161号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　令和２年10月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第162号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　令和２年10月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第163号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第164号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第165号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第166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。

　　令和２年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第53号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和２年11月12日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定有効期間

　　令和２年12月１日から

　　令和７年10月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1135

　　商号又は名称　株式会社ネクフィル

　　営業所所在地　横浜市緑区霧が丘４丁目17番地12

　　代表者氏名　橋本　裕紀
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　　指 定 番 号　1136

　　商号又は名称　株式会社みなと住建

　　営業所所在地　横浜市栄区金井町162番地１

　　代表者氏名　尾形　浩之

　　指 定 番 号　1137

　　商号又は名称　ＫＩＮＤＬＹ

　　営業所所在地　川崎市川崎区中島２丁目12番３号

　　代表者氏名　伊藤　良将

　　指 定 番 号　1138

　　商号又は名称　株式会社熊谷設備

　　営業所所在地　 神奈川県足柄上郡大井町金子1764番

地１横山モカール102号

　　代表者氏名　熊谷　洋一

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第81号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月２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 井田杉山町350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：中原区下小田中６－32先

至：中原区井田三舞町13先　ほか３件

履行期限 契約の日から390日間

参 加 資 格

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

という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録さ

れていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

企業者であること。

　カ　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。

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

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

　イ　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ 　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。

　　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場ま

での兼任を可とします。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　イ　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099
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入札日時等 令和２年12月８日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

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

適用します。

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

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

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

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

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度南部下水管内管きょ清掃委託その３

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

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

業者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類

に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能な者。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年11月26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。

川崎市上下水道局公告第82号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月４日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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そ　の　他

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

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

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下水道管路施設遠隔監視システム構築業務委託

履行場所 川崎市全区

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「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。

⑷ 　過去10年間（平成22年度以降）に、次のいずれかの履行完了実績を有すること。

　ア 　施設の維持管理を目的としたクラウド型遠隔監視システムの構築及び運用に関する業務の元

請けとしての実績

　イ 　国又は地方公共団体と施設の維持管理を目的としたシステムの構築に関する共同研究を行っ

た実績

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年11月26日午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工業用水道　浄水場連絡管及び送水連絡管新設に伴う基本設計業務委託

履行場所
自：多摩区三田５－１－１（長沢浄水場）

至：多摩区生田１－１－１（工水生田浄水場）　ほか２件

履行期限 契約の日から令和３年10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31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されていること。

⑷ 　平成17年４月１日以降において、口径1000㎜以上の送配水管における更新ルート検討及び非開

削工法を含む設計業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記ア及びイは兼務できません。

　ア 　業務責任者として、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

　イ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者

⑹ 　業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ恒常的に３

箇月以上の雇用関係（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。）があること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月１日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 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83号

　上下水道局用地の一時貸付契約に関する一般競争入札

について次のとおり公告します。

　　令和２年11月６日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　上下水道局用地（野立て看板設置）の一時貸付け

　⑵ 　貸付物件の所在地

　　　次表のとおりです。

物件番号 所在地

４ 川崎市川崎区本町２丁目４番

５ 川崎市中原区上平間2110番

　⑶ 　契約期間

　　　契約日から令和８年３月31日まで

　⑷ 　貸付期間

　　　令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

　⑸ 　貸付物件の指定用途

　　　野立て看板の設置

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 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市上下水道局契約規程（昭和41年川崎市水道

局規程第28号）第２条に該当しないこと。

　⑶ 　地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）

第26条の５により貸付けが認められている法人であ

ること。

　⑷ 　国税又は市税の未納がないこと。

　⑸ 　６の入札参加申込みに必要な書類を提出すること。

　⑹ 　本入札の趣旨、本入札説明書に定める条件及びそ

の他法令等を遵守し、借受人自らが一時貸付物件

（入札物件）に屋外看板を設置し、貸付期間中継続

して、運営（広告主募集等含む）及び維持管理でき

る資力、能力等を有する法人であること。

　⑺ 　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する

法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号

に掲げる処分を受けている団体でないこと。

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年条例第５号）第

２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定す

る暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支

配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と

密接な関係を有すると認められる者でないこと。

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項に違反している事

実がある者でないこと及び警察当局から排除要請が

ある者でないこと。

　⑽ 　その他法令等の規定により、川崎市（上下水道局）

との間で上下水道局用地の一時貸付契約ができない

者でないこと。？

３ 　契約上の条件

　⑴ 　原状回復義務

　　 　一時貸付物件は現況有姿の状態で引き渡しますの

で、借受人は原状に回復して返還しなければなりま

せん。

　　 　なお、貸付期間満了後も川崎市（上下水道局）が

貸付物件を一時貸付事業のために貸し付ける場合に

おいて、川崎市（上下水道局）、借受人及びこの貸

付物件の新たな借受人が合意したときは、この貸付

物件に借受人が設置した工作物につき、原状回復義

務を免れることができます。

　⑵ 　違約金

　　 　「令和２年度一般競争入札による上下水道局用地

（野立て看板設置）一時貸付けの入札説明書」（以

下「入札説明書」という。）に違約金の要件として

規定した契約上の条件に違反した場合には、契約金

額の100分の30に相当する額を違約金として川崎市

（上下水道局）に支払わなければなりません。

　⑶ 　その他の条件

　　 　入札説明書によります。
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４ 　入札説明書及び一般競争入札参加申込書の交付

　 　本入札に参加を希望する者には、入札説明書及び一

般競争入札参加申込書等を次により交付します。

　⑴ 　場所　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　 川崎市上下水道局経営管理部管財課（川崎

市役所第２庁舎１階）

　　　　　　電話　044－200－3113・3114（直通）

　⑵ 　期間　令和２年11月６日から令和２年12月８日まで

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。）

　　　　　　 午前９時から午後４時まで（正午から午後

１時までを除く。）

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　 　本入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加の

申込みをしなければなりません。

　　期間　 令和２年11月24日から令和２年12月８日まで

　　　　　（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　 午前９時から午後４時まで（正午から午後１

時までを除く。）

　 　一般競争入札参加申込書及び６の書類の提出につい

ては、上記の期間に４⑴の場所へ直接持参し、提出し

てください。なお、一般競争入札参加申込書等の郵送

等持参以外による提出は認めません。

６ 　一般競争入札参加申込みに必要な書類

　 　入札説明書によります。

７ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和２

年12月22日午前９時から午後４時まで（正午から午後

１時までを除く。）の間に４⑴の場所にて、一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。なお、一般競

争入札参加資格確認通知書において資格が「有」と認

められた者には、入札保証金の納入通知書を交付しま

す。

８ 　入札保証金

　 　入札保証金は１万円とし、納付については指定の納

入通知書にて令和３年１月21日までに納付しなければ

なりません。なお、入札保証金の返還は入札説明書に

添付されている入札保証金返還請求書への記載に基づ

き返還されます。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格確認通知書において資格が

「有」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 　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。

10 　入札手続等

　　次により入札手続等を行います。

　⑴ 　入札方法

　 　総額で行います。また、入札は入札書の持参により

行うものとし、郵送等持参以外の方法による入札は認

めません。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年１月22日　午前10時

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　 川崎市役所第２庁舎４階（上下水道局会

議室）

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　入札説明書に記載する最低貸付料以上で最高の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　また、落札者となるべき同価の入札をした者が２

人以上あるときは、直ちに「くじ」によって落札者

を決定します。落札者となるべき者は、くじ引きを

辞退することはできません。

　⑷ 　入札の無効

　　 　この公告に示した一般競争入札参加資格のない者

が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者

心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約締結期限

　　　令和３年２月10日

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10分の１（円未満切り上げ）の額を納

付することとします。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　入札保証金の帰属

　　 　落札者が、⑴の期限までに契約を締結しない場

合、８の入札保証金は、川崎市（上下水道局）に帰

属します。

　⑸ 　契約金額の納入期限

　　 　契約金額を貸付年数で分割した金額を、貸付期間

の各年度の４月１日から30日以内に納付しなければ

なりません。ただし、その納期ごとの分割金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額の全てを

最初の納期に係る分割金額に合算するものとします。

12 　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札の中止や内容の変更をす

ることがあります。

　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、地方自治法（昭和

22年法律第67号）、地方自治法施行令、地方公営企

業法施行令、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上

下水道局財務規程（昭和39年川崎市水道局規程第８

号）、川崎市上下水道局競争入札参加者心得等の定
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めるところによります。

　⑷ 　この公告に関する問い合わせ先は、４⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告84号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

川崎市上下水道局公告第85号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 スキャナ27台賃貸借一式

履行場所 川崎市川崎区砂子１－９－３川崎市役所第２庁舎ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和８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 　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。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和２年12月23日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 デジタル水道メーター（修理品）13mm　13,500個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 令和３年５月31日限り

参 加 資 格

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

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

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

道用品」、希望種目「水道用品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2092

入札日時等 令和２年12月21日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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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１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 １号送水管1100㎜－400㎜仮移設に伴う詳細設計業務委託

履行場所
自：川崎市幸区小倉５－24先

至：横浜市鶴見区上末吉５－12先

履行期限 契約の日から令和３年６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31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「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、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）又は上

下水道部門技術士（上水道及び工業用水道）のいずれかの資格を有する者を配置すること。

　　ただし、業務責任者と照査技術者は兼任することはできません。

　 　また、業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ恒常

的に３箇月以上の雇用関係（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。）があることが必要です。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月３日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　加瀬水処理センターほか地質調査業務委託その１

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れている者。

⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「地質調査」、種目「陸上ボーリング」に

登載されている者。

⑸ 　業務責任者は、総合技術監理部門技術士（建設－土質及び基礎又は応用理学－地質）、建設部門

技術士（土質及び基礎）、応用理学部門技術士（地質）又はＲＣＣＭ（地質又は土質及び基礎）の

いずれかの資格を有する者を配置すること。

川崎市上下水道局公告第86号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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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 令和２年12月３日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　雨水区画割平面図及び流量計算表作成業務委託

履行場所 川崎市麻生区地内

履行期限 契約の日から令和３年３月26日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　過去15年間（平成17年度以降）に、地方公共団体又は地方共同法人が発注した業務委託において、

50ｈａ以上の下水道整備計画業務（基本設計を含む。）の元請としての履行完了実績をＴＥＣＲＩ

Ｓにより確認できること。

⑸ 　業務責任者及び照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）又は上下水

道部門技術士（下水道）の資格を有する者を配置できること。なお、業務責任者と照査技術者は

兼務できません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年12月３日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

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

川崎市上下水道局公告第87号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月10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 東古市場地区下水枝線第216号工事

履行場所 川崎市幸区東古市場地内

履行期限 契約の日から275日間

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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参 加 資 格

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

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　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月７日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 枡形１丁目300mm・200mm配水管布設替工事

履行場所 多摩区枡形１－５－９先

履行期限 契約の日から90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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格
⑻ 　水道施設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「水道施設」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月２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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター建具改修その１工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期限 契約の日から令和３年７月31日まで

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月７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。



（第1,807号）令和２年(2020年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4326－

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 加瀬水処理センターほか北系№１簡易放流ゲート整備その他工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」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 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月２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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター東系高度処理№３無酸素槽撹拌機整備その他工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期限 契約の日から令和３年３月26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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」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 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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
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入札日時等 令和２年12月２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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センターほか№１次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ整備その他工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」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 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 令和２年12月２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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上平間地区下水枝線第217号工事

履行場所 川崎市中原区上平間地内

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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。
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⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

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　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月７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 白鳥地区下水枝線第214号工事

履行場所 川崎市麻生区白鳥１丁目地内

履行期限 契約の日から135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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

ていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。



川 崎 市 公 報 （第1,807号）令和２年(2020年)11月25日

－4329－

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。当該技術

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

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　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月２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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久本２丁目100mm・75mm配水管布設替工事

履行場所
自：高津区久本２－11－33先

至：高津区久本２－11－46先ほか16件

履行期限 契約の日から325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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。た

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

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

案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者

を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。



（第1,807号）令和２年(2020年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4330－

参 加 資 格
　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

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　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月７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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浅田３丁目100mm・75mm配水管布設工事

履行場所
自：川崎区浅田３－３－９先

至：川崎区浅田３－４－６先　ほか18件

履行期限 契約の日から345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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。た

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

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

案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者

を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

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　044－200－2099
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入札日時等 令和２年12月７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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石６丁目100mm－50mm配水管布設替工事

履行場所
自：麻生区高石６－５－３先

至：麻生区高石６－15－70先ほか14件

履行期限 契約の日から280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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需について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 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　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。当該

技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。た

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

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

案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者

を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

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　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月７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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 片平地区ほか下水枝線第７号工事

履行場所 川崎市麻生区片平１丁目、古沢地内

履行期限 契約の日から305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でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」で登録され

ていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退職金共済加入履行証明

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、

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

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

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

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

場合は専任を要しません。

　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場まで

の兼任を可とします。

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　044－200－2099

入札日時等 令和２年12月７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29号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年11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 　件　　名

　　 　令和３年度　長沢浄水場　脱水土処理（セメン

ト）業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要
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　　 　本脱水土処理（セメント）業務委託は、川崎市上

下水道局が管理する長沢浄水場から排出する浄水汚

泥の処分を行うものです。

　　※　詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は、競争入札参加申込書を３⑵の期間中に３⑴の場

所に書留郵便又は持参により提出してください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物処分業」

に登載予定であること。（令和２年10月12日までに

令和３・４年度競争入札参加資格申請の手続きを行

っているもの。）

　　 　なお、令和３・４年度競争入札参加資格申請を行

っていない者（入札参加業種・種目に登載のない者

を含む。）で当該入札に参加を希望する者は、令和

２年12月９日までに川崎市財政局資産管理部契約課

で所定の様式により、競争入札参加資格審査申請の

手続きを行ってください。

　⑷ 　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けているこ

と。

　⑸ 　産業廃棄物の処分を行う事業場は、道路交通法第

３条に規定する大型自動車が通行できる行程で長沢

浄水場からの行程距離が30キロメートル以内にある

こと。

　⑹ 　平成17年４月１日以降に、国又は地方公共団体等

が発注した脱水土処理業務委託（セメント原料化）

において、元請として年間1,000トン以上の履行完

了実績を有すること。

　⑺ 　脱水土を１日150トン以上かつ１か月1,500トン以

上受け入れることが可能であること。

　　※ 　２⑷～⑺に関しましては、10⑵を必ずお読みく

ださい。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　※　 「入札情報かわさき」のアドレス：

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

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　 　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　令和２年11月25日～令和２年12月９日

　　　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の提出方法及び提出期間

　⑴ 　競争入札参加申込書等提出方法

　　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所に書留郵便又

は持参により提出してください。

　　 　各書類は、川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上下水

道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。インターネ

ットからの取得ができない場合には、３⑴の場所に

て、３⑵の期間に配布します。

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月８日　必着

　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵便

により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月９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

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は電子ファイルのダウンロードに

より取得してください。

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」内「入札公表（上下水道局）」に掲げる

「入札公表詳細」からＰＤＦファイル「見積用設計図

書類」をダウンロードすることができます。インター

ネットから取得できない場合には、３⑵の期間に、３

⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。
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　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（CD-R/RW）により、３⑴の場所に書留郵便又は

持参により、次の期間に提出してください。（ど

ちらか一方の場合は、質問は受付いたしません。）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月13日　必着

　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵便

により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月14日

　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑶ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和２年12月24日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法については、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の「ダウンロー

ドコーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」

に掲げる「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧

ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、令和２年12月24日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、令和２年12月24日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和２年12月24日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の記載における注意事項

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳価格の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額

を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出及び入札方法

　　ア 　書留郵便による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年１月11日　必着

　　（イ）提出場所　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、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の場

所に必ず電話をしてください。

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年１月12日　午後１時30分

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　⑶ 　入札予定日時

　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑷ 　入札場所

　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は後日、再度入札を行い

ます。（詳細につきましては、再入札となることが

決定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいた

します。）

10 　落札者の決定及び競争入札参加資格の審査等
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　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で有効な入札を

行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、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確保に

ついての可否を判断し、落札者として決定します。

これらの審査の結果、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、価格の

低い入札者について、必要に応じて、同様の審査を

実施し落札者を決定します。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「川崎市上下水

道局業務委託低入札価格調査取扱要領・運用指針」

を御覧ください。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者については、「入札参加条件確認（申

請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中から取得してください。）、２⑷～

⑺の条件を満たす事項を確認することができる書類

を担当課（長沢浄水場　住所：川崎市多摩区三田５

－１－１　電話：044－911－2022）に持参し、確認

を受けてください。

　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やかに

提出できるよう事前に御準備ください。

　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、実績の確認

ができないため無効となる場合がありますので御注

意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供（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

付に代えることができます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　奥山

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

13 　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Reiwa 3;

　　　 Dehydration of sludge (cement) for Nagasawa 

Water Purification Plant

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　1:30P.M. 12 January 2021

　　ｂ　By mail

　　　　11 January 2021

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department 

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097

　　　───────────────────
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川崎市上下水道局公告（調達）第30号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年11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 　件　　名

　　 　令和３年度　長沢浄水場　脱水土処理（粒状改良

土）業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本脱水土処理（粒状改良土）業務委託は、川崎市

上下水道局が管理する長沢浄水場から排出する浄水

汚泥の処分を行うものです。

　　※　詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は、競争入札参加申込書を３⑵の期間中に３⑴の場

所に書留郵便又は持参により提出してください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物処分業」

に登載予定であること。（令和２年10月12日までに

令和３・４年度競争入札参加資格申請の手続きを行

っているもの。）

　　 　なお、令和３・４年度競争入札参加資格申請を行

っていない者（入札参加業種・種目に登載のない者

を含む。）で当該入札に参加を希望する者は、令和

２年12月９日までに川崎市財政局資産管理部契約課

で所定の様式により、競争入札参加資格審査申請の

手続きを行ってください。

　⑷ 　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けているこ

と。

　⑸ 　産業廃棄物の処分を行う事業場は、道路交通法第

３条に規定する大型自動車が通行できる行程で長沢

浄水場からの行程距離が30キロメートル以内にある

こと。

　⑹ 　平成17年４月１日以降に、国又は地方公共団体等

が発注した脱水土処理業務委託（有効利用粒状改良

土）において、元請として年間1,000トン以上の履

行完了実績を有すること。

　⑺ 　脱水土を１日150トン以上かつ１か月1,500トン以

上受け入れることが可能であること。

　※ 　２⑷～⑺に関しましては、10⑵を必ずお読みくだ

さい。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　※ 　「入札情報かわさき」のアドレス：

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

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　令和２年11月25日～令和２年12月９日

　　　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の提出方法及び提出期間

　⑴ 　競争入札参加申込書等提出方法

　　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所に書留郵便又

は持参により提出してください。

　　 　各書類は、川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上下水

道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。インターネ

ットからの取得ができない場合には、３⑴の場所に

て、３⑵の期間に配布します。

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月８日　必着

　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵便

により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月９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

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は電子ファイルのダウンロードに

より取得してください。

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」内「入札公表（上下水道局）」に掲げる

「入札公表詳細」からＰＤＦファイル「見積用設計図

書類」をダウンロードすることができます。インター

ネットから取得できない場合には、３⑵の期間に、３
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⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所に書留郵

便又は持参により、次の期間に提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問は受付いたし

ません。）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月13日　必着

　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵便

により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和２年11月25日～令和２年12月14日

　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑶ 　回答

　　ア 　回答日　

　　　　令和２年12月24日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法については、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の「ダウンロー

ドコーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」

に掲げる「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧

ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、令和２年12月24日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、令和２年12月24日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和２年12月24日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の記載における注意事項

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳価格の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額

を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出及び入札方法

　　ア 　書留郵便による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年１月11日　必着

　　（イ）提出場所　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、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の場

所に必ず電話をしてください。
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　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年１月12日　午後１時30分

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　⑶ 　入札予定日時

　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑷ 　入札場所

　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は後日、再度入札を行い

ます。（詳細につきましては、再入札となることが

決定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいた

します。）

10 　落札者の決定及び競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で有効な入札を

行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、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確保に

ついての可否を判断し、落札者として決定します。

これらの審査の結果、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、価格の

低い入札者について、必要に応じて、同様の審査を

実施し落札者を決定します。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「川崎市上下水

道局業務委託低入札価格調査取扱要領・運用指針」

を御覧ください。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者については、「入札参加条件確認（申

請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中から取得してください。）、２⑷～

⑺の条件を満たす事項を確認することができる書類

を担当課（長沢浄水場　住所：川崎市多摩区三田５

－１－１　電話：044－911－2022）に持参し、確認

を受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、実績の確認

ができないため無効となる場合がありますので御注

意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供（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

付に代えることができます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　奥山

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

13 　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Reiwa 3;

　　　 Dehydration of sludge (into improved 

granular soil) for Nagasawa Water 

Purification Plant
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　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　1:30P.M. 12 January 2021

　　ｂ　By mail

　　　　11 January 2021

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department 

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第66号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月４日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　池上町ほか２か所バス停留所上屋設置工事

　⑵ 　履行期間

　　　契約の日から令和３年３月24日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市川崎区池上町２番地先ほか２か所

　⑷ 　工事概要

　　　下記バス停留所上屋の設置を行う。

　　ア 　池上町　　　　　　標準型　Ｓ造

　　　　　　　　　　　　　延べ面積　9.08㎡

　　イ 　ＪＦＥ池上正門前　標準型　Ｓ造

　　　　　　　　　　　　　延べ面積　8.08㎡

　　ウ 　平間銀座　　　　　標準型　Ｓ造

　　　　　　　　　　　　　延べ面積　8.08㎡

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 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建

設業退職金共済制度加入が「有」で登録されている

こと又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若

しくは建設業退職金共済加入履行証明書により建設

業退職金共済制度加入が確認できること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に業

種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｄ」で登録さ

れていること。

　⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を

有していること。

　⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

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 　建設業退職金共済制度加入履行証明

　　　（ 本市の登録情報又は経営事項審査の総合評定値

通知書で確認できない場合のみ必要。発行から

３か月以内に証明を受けたものに限る。）

　　　※ 　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

　　 　令和２年11月４日から令和２年11月10日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　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、

令和２年11月16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
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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

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

　　　　令和２年12月４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

　　　令和２年12月８日　午前10時00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 　入札の無効

　　ア 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定め

る入札はこれを無効とします。

　　イ 　添付又は提出した積算内訳書に不備等のある場

合はこれを無効とします。

　　ウ 　設計書等の購入が確認できない者の入札はこれ

を無効とします。

　　　　（設計図書の電子化実施対象案件を除く）

　⑷ 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、工事担当課（まちづくり局施設整備部公

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。
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　　イ 　主任技術者の場合

　　　 　配置予定主任技術者の１、２級の技術検定合格

証明書等の写し、または建設業法第７条第２号

イ、ロ、ハの条件を満たす主任技術者経歴証明書

（第２号様式）（交通局所定の様式）

　　　※ 　配置予定技術者届及び主任技術者経歴証明書

については、「案件固有書類へのリンク」から

ダウンロードした様式を使用してください。

　⑶ 　配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類（健

康保険被保険者証の写し）

　　 　健康保険被保険者証の写しを提出できない者は下

記の書類の写し

　　ア 　市区町村作成の住民税特別徴収税額通知書の写

し

　　イ 　年金事務所作成の被保険者標準報酬決定通知書

の写し

　　ウ 　公共職業安定所作成の雇用保険資格取得等確認

通知書の写し

　　エ 　その他雇用関係が確認できる書類

　　　 　なお、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な

雇用関係にあることを要します。

　　　 　直接的な雇用関係とは、配置予定技術者とその

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 　下請負人の制限

　 　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を

下請負人とした場合は、契約違反となる場合がありま

すので御注意ください。

　　※ 　平成31年４月１日から、制限の対象を１次下請

負人に限らず「全ての下請負人」に拡大しており

ますので御注意ください。

13 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市交通局契約規程

及び川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得は、財政局資産管理部契約課で閲覧でき

ます。

　⑷ 　公告に関する問い合わせは、川崎市財政局資産管

理部契約課になります。

　⑸ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

　【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　　（下請等の禁止）

　第 ７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市の契

約に係る下請けをし、若しくは受託をすることを承

認しないものとする。ただし、会社更生法（平成14

年法律第154号）に基づく更生手続きの申立て又は

民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生

手続きの申立てをしたことによる指名停止中の場合

は、この限りでない。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第67号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月５日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項
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　⑴ 　件　　名

　　　鷲ヶ峰営業所給湯設備改修その他工事設計委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区菅生ヶ丘41番１号

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月15日まで

　⑷ 　委託概要

　　　鷲ヶ峰営業所の改修設計をするものです。

　　※　詳細は仕様書を参照。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「設備設計」、種目「空調・衛生設備設計」

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 　管理技術者などの資格要件を満たすものを従事さ

せること。

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、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年11月５日から令和２年11月12日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び入札説明書の

入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局委託入札公表一覧」→「令和２年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和２年11月19日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　まちづくり局　施設整備部　機械設備担当　志村

　　電話　044－200－3219

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和２年12月１日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお川崎市交通局契約

規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要

10 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。
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　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第68号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年11月11日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 上平間営業所屋外附帯その他工事に伴う家屋事前

調査委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区上平間1140番地ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　上平間営業所屋外附帯その他工事に伴う周辺家屋

の家屋事前調査を行うもの。外部・内部調査５戸、

外部のみ調査３戸

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「補償コンサルタント」、地域区分「市内」

で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項

に定める建築士の資格を有する者又はこれと同等の

能力及び経験を有する者を従事させること。

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、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年11月11日から令和２年11月18日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局委託入札公表一覧」→「令和２年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和２年11月26日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　まちづくり局　施設整備部　公共建築担当　飯島

　　電話　044－200－2959

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和２年12月３日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　前払金
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　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要

10 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵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、３⑵に同じで

す。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第39号

　　　入　　札　　公　　告

　工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年11月４日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下

「建築契約係」といいます。）

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13

階　電話044－200－2100

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、インタ

ーネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧

することができます。

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

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

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。

　　イ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要

があります。

　　（ア ）川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当し

ないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案

件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別

途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申

込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す

ることはできません。

　⑸ 　入札及び開札について

　　ア 　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま

た、開札は別紙の案件ごとに定める日時におい

て、次の場所で執行します。

　　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　　（川崎市川崎区宮本町１番地）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま

す。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑹ 　契約の締結について

　　 　契約書の作成を必要とします。詳細については、

各案件の「一般競争入札のお知らせ」を御覧ください。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件 名 川崎市立井田病院外構工事

履行場所 川崎市中原区井田２丁目27番地

履行期間 契約の日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に建設業退職金共済制度加入が「有」

で登録されていること又は経営事項審査の総合評定値通知書の写し若しくは建設業退

職金共済加入履行証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

ること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」種目「造園」で登録

されていること。

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

よる中小企業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る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」（病院局所定の様式）を提出した場合は、一般建設業の許可

でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

と。当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな

ければならない。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」（病院局所定

の様式）を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

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

た場合は専任を要しません。なお、本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当

該配置予定監理技術者は、２現場までの兼任を可とします。

申 込 締 切 日 令和２年11月13日（金）まで受付けます。

予 定 価 格 未定

入 札 保 証 金 免除とします。

最 低 制 限 価 格 設定します。

郵 便 入 札 締 切 日 令和２年12月９日（水）必着

開 札 日 令和２年12月11日（金）午前10時00分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市病院局公告第40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。

　　令和２年11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

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。

　　（ https://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。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院15階厨房用自動消火設備更新整備委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月15日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「施設維持管理」

種目「消火設備保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和２年11月10日から令和２年11月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年11月26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、年度ごとに定める最新の作業報酬下限額を適用することとなります。

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

可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

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

ください。

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

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

川崎市病院局公告第41号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年11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

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

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

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

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。
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　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する手術用顕微鏡の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和２年11月10日から令和２年11月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年11月24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２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用するラベルプリンタの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「文具・事務機器」

種　目　「　　　―　　　」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和２年11月10日から令和２年11月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年11月24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。

病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第19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。

　　令和２年11月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　調達件名

　　　川崎市立井田病院で使用する電気の調達

　⑵ 　調達数量

　　　約7,397,460キロワット時

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市立井田病院（川崎市中原区井田２－27－１）

　⑷ 　履行期間

　　　令和３年２月１日から令和４年１月31日まで

　⑸ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　⑹ 　契約の失効

　　 　川崎市議会において、この契約に係る令和３年度

の予算を定める議決がない場合又は当該予算の削除

を伴う議決があった場合については、この契約は令

和３年３月31日をもって失効します。詳細について

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、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の

２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受け

ている者であること。

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（平成17年川崎市病院局規

程第39号。以下「契約規程」という。）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年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他の

物品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

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、資格審査申請を令和２

年12月３日（木）までに行うこと。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を順守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。なお、

Ａランク又はＢランクに格付けのない者は環境局地

球環境推進室に所定の様式により、評価の申請を令

和２年12月３日（木）までに行ってください。

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
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　　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階

　　　病院局経営企画室契約担当（担当：野本）

　　　電話（直通）　044－200－3857

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年11月25日（水）から令和２年12月３日

（木）までの下記の時間

　　 　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

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　仕様等

　 　仕様書は３⑴の場所において、令和２年11月25日

（水）から令和２年12月３日（木）まで縦覧に供する

とともに病院局入札情報のホームページに掲載します。

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

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

html）

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競

争入札参加確認通知書を交付します。詳細は入札説明

書によります。

６ 　仕様等に関する問い合わせ

　 　仕様等に関する質問は、質問書により受け付けま

す。詳細は別紙「仕様等に関する問合せの方法につい

て」のとおりです。

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

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和２年12月24日（木）　午前10時00分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　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

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　令和２年12月21日（月）　必着

　　（イ）入札書の宛先

　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

　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

　　 　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

　　 　川崎市病院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

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　契約規程第34条各号に該当する場合は、免除し

ます。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　契約規程及び川崎市病院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。

10 　その他

　⑴ 　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

11 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of product to be 

purchased:

　　　 Electricity to be used at Kawasaki Municipal 

Ida Hospital. The estimated electricity of 

the year about 7,397,460kWh.

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　10:00 A.M. 24th December 2020

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　21st December 2020

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE
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　　　Accounting section, Management PlanningOffice,

　　　Municipal Hospital Management Bureau

　　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　　TEL 044-200-3857(Direct-in)

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第22号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和２年11月４日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和２年11月10日（火）14時00分から

２ 　場　所　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　事

　　　（以下、非公開予定）

　　　　議案第34号　 （仮称）川崎市南部学校給食セン

ター整備等事業の契約の変更につ

いて

　　　　議案第35号　 （仮称）川崎市中部学校給食セン

ター整備等事業の契約の変更につ

いて

　　　　議案第36号　 （仮称）川崎市北部学校給食セン

ター整備等事業の契約の変更につ

いて

　　　　議案第37号　 地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第29条の規定に基づく意

見聴取について

　　　　議案第38号　令和２年度教員表彰について

４ 　その他報告等

　　　───────────────────

川崎市教育委員会告示第23号

　川崎市教育委員会臨時会を次のとおり招集します。

　　令和２年11月10日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和２年11月17日（火）14時00分から

２ 　場　所　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　事

　　　　議案第39号　 裁決取消請求事件、公文書開示請

求拒否処分取消請求事件について

４ 　その他報告等

監 査 公 表

 ２川監公第19号

 令和２年11月２日

　　　川崎市職員措置請求について（公表）

　令和２年９月８日付けをもって受理した標記の請求に

ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第

５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に

対する通知文を別紙のとおり公表します。

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　嶋　崎　嘉　夫　　

 同　　　　　　　沼　沢　和　明　　

　


