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告 示

川崎市告示第１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すの

で、同規則第９条の規定に基づき告示します。

　　令和３年１月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　国民健康保険、介護保険、自立支援給付及び住民基

本台帳事務専用市印

　⑴ 　保管場所及び個数

　　　 健康福祉局障害保健福祉部障害者雇用・就労推進

課　１個

　⑵ 　廃止年月日

　　　令和３年１月８日

　　　令和３年１月７日

　　　───────────────────

川崎市告示第２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３年１月５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３号

　住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号。以下

「法」という。）に基づき住居表示を実施するため、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定

による町区域の設定案を法第５条の２第１項の規定によ

り別図のとおり告示します。

　なお、この案に係る町又は字の区域内に住所を有する

者で本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、こ

の案に異議があるときは、住居表示に関する法律施行令

（昭和42年政令第246号）第１条の定めるところにより、

告示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の

連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請

求をすることができます。

　　令和３年１月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

町区域の設定調書

 町区域の設定

新町名 左に含まれる現在の区域

岡上
おかがみ　いっちょうめ

１丁目 岡上字川内

岡上字開戸の一部

岡上字宝殿の一部

岡上字関の一部

岡上
おかがみ　にちょうめ

２丁目 岡上字開戸の一部

岡上字宝殿の一部

岡上字栗畑の一部

岡上
おかがみ　さんちょうめ

３丁目 岡上字宝殿の一部

岡上字関の一部

岡上字栗畑の一部

岡上字丸山の一部

岡上字川井田下の一部

岡上
おかがみ　よんちょうめ

４丁目 岡上字川井田下の一部

岡上字川井田の一部

岡上
おかがみ　ごちょうめ

５丁目 岡上字川井田の一部

岡上字杉山下の一部

岡上
おかがみ　ろくちょうめ

６丁目 岡上字杉山下の一部

岡上字杉山
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川崎市告示第４号

　　　2020年度版環境基本計画年次報告書の公表

　　　について

　川崎市環境基本条例（平成３年川崎市条例第28号）第

９条の２第１項の規定に基づき、2020年度版環境基本計

画年次報告書を次のとおり公表します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第５号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、川崎市地方卸売市場南部市場の指

定管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市地方卸

売市場業務条例（平成18年川崎市条例第70号）第３条第

３項の規定により告示します。

　　令和３年１月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

川崎市地方卸売市場南部市場

川崎市幸区南幸町３丁目126番地１

指定管理者 （所 在 地） 川崎市幸区南幸町３丁目

126番地１

（名　　称） 川崎市場管理株式会社

（代表者名）代表取締役　柴崎　太喜一

指定期間 令和３年４月１日から

令和８年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第６号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　令和３年１月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第７号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　令和３年１月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和３年１月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社IDEC-Global 1475402903 ふたばケアステーション 川崎市多摩区菅１丁目６番25号 訪問介護

有限会社明寿会 1475004204 柳田デイサービス中島 川崎市川崎区中島１－13－３ 通所介護

株式会社青空 1495200485 そらの家　新丸子 川崎市中原区丸子通１－638 地域密着型通所介護

合同会社Y'sCREA 1495600593 ファミリーケア新緑 川崎市麻生区片平３丁目５番１－６号 地域密着型通所介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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令和２年11月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

Oneプラス合同会社 1465490230
訪問看護ステーション

Oneプラス
川崎市多摩区菅１丁目２番31号403

訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社ティーズケア 1475003099 通所介護オレンジライフ 川崎市川崎区追分町１番５号 通所介護

株式会社ティーズケア 1475003081 ティーズケア 川崎市川崎区追分町１番５号 居宅介護支援

有限会社メドックス 1475202725 つばさケアセンター
川崎市中原区小杉町１－547－23

ローリエ小杉103
居宅介護支援

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

川崎市告示第８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３年１月14日から令和３年１月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
上 麻 生

第380号線

川崎市麻生区上麻生

３丁目14番18先
5.11

～

8.71

34.11
川崎市麻生区上麻生

３丁目14番18先

新
上 麻 生

第380号線

川崎市麻生区上麻生

３丁目14番12先
6.00

～

8.71

34.11
川崎市麻生区上麻生

３丁目14番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第９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３年１月14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３年１月14日から令和３年１月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

上 麻 生

第38 0号線

川崎市麻生区上麻生３丁目14番12先

川崎市麻生区上麻生３丁目14番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第10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３年１月14日から令和３年１月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月14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
有 馬

第20号線

川崎市宮前区有馬

１丁目1871番７先
3.64 21.66

川崎市宮前区有馬

１丁目1871番７先

新
有 馬

第20号線

川崎市宮前区有馬

１丁目1871番26先
3.82 21.66

川崎市宮前区有馬

１丁目1871番25先

　　　───────────────────

川崎市告示第11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３年１月14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３年１月14日から令和３年１月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月14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

有 馬

第 2 0 号 線

川崎市宮前区有馬１丁目1871番26先

川崎市宮前区有馬１丁目1871番25先

　　　───────────────────
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川崎市告示第12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３年１月14日から令和３年１月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月14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
神木本町

第33号線

川崎市宮前区神木本町

２丁目698番２先
1.82 13.46

川崎市宮前区神木本町

２丁目714番１先

新
神木本町

第33号線

川崎市宮前区神木本町

２丁目698番２先
1.82

～

2.91

13.46
川崎市宮前区神木本町

２丁目714番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第13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、次の名称の公印を新調しましたの

で、同規則第９条の規定に基づき告示します。

　　令和３年１月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　川崎市空家等対策協議会会長印

　⑴ 　使用開始日　　　　令和３年２月10日

　⑵ 　一般公印　　　　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　 まちづくり局住宅政策部住宅

整備推進課　１個

　⑹ 　印　　　　影　　　

　　　───────────────────

川崎市告示第14号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和37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３年１月15日から令和３年１月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
中 原

９ 号 線

川崎市中原区木月伊勢

町2248番７先
22.50

～

23.32

4.74
川崎市中原区木月伊勢

町2248番７先

新
中 原

９ 号 線

川崎市中原区木月伊勢

町2248番８先
22.50 4.74

川崎市中原区木月伊勢

町2248番８先

　　　───────────────────

川崎市告示第15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３年１月15日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年１月15日から令和３年１月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

蟹 ヶ 谷

第 7 9 号 線

川崎市高津区蟹ヶ谷265番５先

川崎市高津区蟹ヶ谷265番６先

公 告

川崎市公告第１号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月６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 長尾こども文化センター外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区長尾１丁目12番７号

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」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。

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３年１月29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 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「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。
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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３年１月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 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３年２月３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２号

　川崎市海外ビジネス支援センター運営等業務委託の業

者選定に関する公募型企画提案の実施について、次のと

おり公告します。

　　令和３年１月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市海外ビジネス支援センター運営

等業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　センター運営

　　イ 　国際会計、税務、法務に関する相談対応

　　ウ 　海外ビジネスマッチング支援の実施

　　エ 　海外商談会の開催

　　オ 　商社等との国内商談会の実施

　　カ 　独自提案内容

　⑶ 　委託期間　令和３年４月１日から令和６年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　中小企業の海外展開支援に関するノウハウと実
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績がある者

　　イ 　法人格を有する者

　　ウ 　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

　　エ 　ＮＰＯ法人においては、特定非営利活動促進法

第２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の

運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動）に該当する活動を行う者、その他の法人にお

いては定款等により同様の事業目的が確認できる

者

　　オ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でない者

　　カ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと

　　キ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

　　ク 　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

　　ケ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条

例第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反

しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局国際経済推進室

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）：044－200－2363

　　ＦＡＸ：044－200－3920

　　メールアドレス：28keisu@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　令和３年１月６日（水）～１月18日（月）

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年１月18日（月）16時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月１日（月）16時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（８部）、提案者概要（企

業パンフレット等）（８部）、業務実施

体制（８部）、類似事業の実績（８部）、

所要経費・概算見積書（８部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　79,860,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の発表は２月９日（火）を予定してい

ます。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案公募要

領を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第３号

　川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（令和元

年川崎市条例第35号）第17条第１項の規定に基づき、イ

ンターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止す

るために必要な措置を講じたので、同条第２項の規定に

基づき、次のとおり公表する。

　　令和３年１月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する

旨の認識

　⑴ 　インターネット上の電子掲示板「５ちゃんねる」

へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由とする「○○民

族は出て行け（○○は人以外のものにたとえる侮蔑

的表現）」という趣旨の記載をした表現を含む投稿

をした行為は、本邦外出身者に対する不当な差別的

言動に該当する。

　⑵ 　インターネット上の電子掲示板「５ちゃんねる」
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へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由とする「殺すぞ

○○朝鮮人、早く日本から出て行け（○○は人以外

のものにたとえる侮蔑的表現）」という趣旨の記載

をした表現を含む投稿をした行為は、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動に該当する。

２ 　インターネット表現活動に係る表現の内容の概要

　　上記１⑴及び⑵に記載のとおり

３ 　拡散を防止するために講じた措置

　 　上記１⑴及び⑵の表現を含む投稿について、「５ち

ゃんねる」を運営するロキテクノロジー社に削除を要

請した。

４ 　拡散を防止する措置を講じた年月日

　　令和３年１月６日

５ 　その他

　⑴ 　上記１⑴及び⑵の表現は、本邦外出身者に対する

不当な差別的言動に該当するものであるが、広く市

民に周知することにより、本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消を図るものである。

　⑵ 　公表したもの以外の表現が本邦外出身者に対する

不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではない。

　　　───────────────────

川崎市公告第７号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　基幹相談支援センター業務委託

２ 　履行期間

　　令和３年10月１日から令和４年３月31日

３ 　履行場所

　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室　他

４ 　事業概要

　 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第77条の２に規定する基幹相談支援センタ

ー業務を実施する。

５ 　契約上限額

　⑴ 　川崎市南部基幹相談支援センター・川崎市北部基

幹相談支援センター

　　　22,980,000円（消費税及び地方消費税非課税事業）

　⑵ 　川崎市中部基幹相談支援センター

　　　35,520,000円（消費税及び地方消費税非課税事業）

６ 　応募資格

　 　社会福祉法人、医療法人、公益財団法人、公益社団

法人又は特定非営利活動法人その他市が適当と認めた

法人（営利法人を除く）であって、中立・公正な運営

を行うことができ、かつ、次の要件を満たす法人であ

ること。

　⑴ 　令和３年１月１日時点において、川崎市から基幹

相談支援センター又は地域相談支援センターの業務

委託を受けていること。

　⑵ 　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ものであること。

　⑶ 　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。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指定停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　法人税、消費税・地方消費税及び地方税を滞納し

ていないこと。

　⑹ 　法人又はその代表者が、暴力団員による不当な行

為の防止に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団（又はその構成員）その他集団的又は常習的に暴

力的不法行為その他の違反行為を行うおそれがある

者（及びそれらの利益となる活動を行う者）でない

こと。

７ 　応募資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－013 　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話：044－200－3945

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月７日（木）から令和３年１月19日

（火）午前８時30分から正午まで及び午後１時から

５時15分まで（土、日、休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　応募資格を有していることについての申立書

（様式２）

　　ウ 　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　エ 　誓約書（様式４）

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　　（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る）

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は電子メールにて、令和３年

１月20日（水）までに通知する。

８ 　質問書の提出

　⑴ 　照会窓口
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　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月７日（木）から令和３年１月19日

（火）まで

　⑶ 　質問受付方法

　　 　質問は電子メールにて提出（メール本文又はＷｏ

ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ若しくはＰＤＦ）

　　 　 質 問 受 付 メ ー ル ア ド レ ス：40keasui@city.

kawasaki.jp

　　 　メール件名：【質問】基幹相談支援センター設置

運営法人募集に関する質問

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月20日（水）までに参加意向申出書を

提出したすべての事業者に電子メールにて送付

９ 　応募書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月20日（火）から令和３年１月29日

（金）まで

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時

15分まで（土、日、休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　障害福祉サービス等の実施状況（様式５）

　　イ 　企画提案書（様式６）

　　ウ 　見積書（様式７）

　　エ 　法人の理念や事業内容等がわかる資料（パンフ

レット等でも可）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法

に限る）

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

10 　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーション次のとおり実施

する。

11 　選考委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定に当たっては、選考審査委員会を

実施する。

　⑵ 　通知方法

　　 　選定結果については、令和３年２月８日（月）ま

でにすべての応募法人に文書で通知するとともに、

市ホームページで公表します。

12 　その他

　⑴ 　提出書類

　　 　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「プロポーザ

ル実施要項」及び「仕様書」も同様にダウンロード

可能）して作成すること。また、提出された書類は

返却しない。

　⑵ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案参加事業者の負担とする。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　要する。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹ 　選定の効果

　　 　本調達における選定の効果は、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

を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第８号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　地域相談支援センター業務委託

２ 　履行期間

　　令和３年10月１日から令和４年３月31日

３ 　履行場所

　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室　他

４ 　事業概要

　 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第77条第１項に規定する障害者相談支援事

業を実施する地域相談支援センター業務を実施する。

５ 　契約上限額

　　11,850,000円（消費税及び地方消費税非課税事業）

６ 　応募資格

　 　社会福祉法人、医療法人、公益財団法人、公益社団

法人又は特定非営利活動法人その他市が適当と認めた

法人（営利法人を除く）であって、中立・公正な運営

を行うことができ、かつ、次の要件を満たす法人であ

ること。

　⑴ 　令和３年１月１日時点において、指定特定相談支

援事業又は指定一般相談支援事業を行う者であるこ

と。

　⑵ 　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ものであること。
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　⑶ 　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。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指定停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　法人税、消費税・地方消費税及び地方税を滞納し

ていないこと。

　⑹ 　法人又はその代表者が、暴力団員による不当な行

為の防止に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団（又はその構成員）その他集団的又は常習的に暴

力的不法行為その他の違反行為を行うおそれがある

者（及びそれらの利益となる活動を行う者）でない

こと。

７ 　応募資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－013 　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話：044－200－3945

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月７日（木）から令和３年２月９日

（火）午前８時30分から正午まで及び午後１時から

５時15分まで（土、日、休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　応募資格を有していることについての申立書

（様式２）

　　ウ 　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　エ 　誓約書（様式４）

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　　（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る）

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は電子メールにて、令和３年

２月10日（水）までに通知する。

８ 　質問書の提出

　⑴ 　照会窓口

　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月７日（木）から令和３年２月９日

（火）まで

　⑶ 　質問受付方法

　　 　質問は電子メールにて提出（メール本文又はＷｏ

ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ若しくはＰＤＦ）

　　　質問受付メールアドレス：

　　　40keasui@city.kawasaki.jp

　　 　メール件名：【質問】地域相談支援センター設置

運営法人募集に関する質問

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月10日（水）までに参加意向申出書を

提出したすべての事業者に電子メールにて送付

９ 　応募書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月15日

（月）まで

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時

15分まで（土、日、休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　全ての法人が提出

　　（ア）障害福祉サービス等の実施状況（様式５）

　　（イ）企画提案書（様式６）

　　（ウ）見積書（様式７）

　　（エ ）法人の理念や事業内容等がわかる資料（パン

フレット等でも可）

　　イ 　令和３年１月１日時点において川崎市から基幹

相談支援センター又は地域相談支援センターの業

務委託を受けていない法人のみ提出

　　（ア）定款又は寄付行為

　　（イ ）履歴事項全部証明書（申請時より３か月以内

に発行されたものの原本）

　　（ウ）印鑑証明書（原本）

　　（エ）役員名簿（任意様式、応募時点のもの）

　　（オ）決算書（財務諸表）（直近２か年分）

　　（カ ）指定一般相談支援事業所又は指定特定相談支

援事業所の運営にあたり都道府県知事又は市町

村長から指定を受けたことがわかる書類の写し

（令和３年１月１日時点で有効なもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　　（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る）

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

10 　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーション次のとおり実施

する。

11 　選考委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定に当たっては、選考審査委員会を

実施する。
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　⑵ 　通知方法

　　 　選定結果については、令和３年３月４日（木）ま

でにすべての応募法人に文書で通知するとともに、

市ホームページで公表します。

12 　その他

　⑴ 　提出書類

　　 　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「プロポーザ

ル実施要項」及び「仕様書」も同様にダウンロード

可能）して作成すること。また、提出された書類は

返却しない。

　⑵ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案参加事業者の負担とする。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　要する。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹ 　選定の効果

　　 　本調達における選定の効果は、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

を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第９号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　令和３年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　　教育委員会広報誌作成等業務委託

２ 　委託内容

　 　教育だよりかわさきの編集及びレイアウトに関する

業務、カット及び写真に関する業務、印刷及びＰＤＦ

ファイル作成業務、梱包業務、配送業務等

３ 　委託期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

４ 　企画提案書提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格名簿の業種「99その他業務　０９印刷物の

デザイン」に登載されていること。

　⑷ 　本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務

能力を有すること。

５ 　担当部署

　　教育委員会事務局教育政策室

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　令和３年１月８日（金）から１月15日（金）

　　　平日の午前９時から12時、午後１時から５時まで

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番　明治安田生命ビル３階

　　　教育委員会事務局教育政策室

　　　※市ホームページからもダウンロード可

　⑶ 　提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出期限

　　　令和３年１月18日（月）午後５時まで

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　　持参又は郵送

７ 　企画提案書等　

　⑴ 　提出期限

　　　令和３年２月５日（金）午後５時（必着）

　　　平日の午前９時から12時、午後１時から５時

　⑵ 　提出場所

　　　上記６⑵と同じ

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　10部（Ａ４判縦横どちらでも可。

書式自由。片面５枚以内。社名無記入。補足資料

として代表作品を10部（カラーコピー可）提出す

ること。）

　　イ 　提案紙面　10部（Ａ３判　２枚（表紙・裏表紙

１枚、特集１枚））

　　ウ 　見積書　１部（総額及び作成作業内訳を記載の

こと。）

８ 　企画提案会　

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月15日（月）午後（詳細時間は後日連絡。）

　　　時間各社約30分（うち約10分は質疑応答とする。）

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市第３庁舎11階　会議

　⑶ 　評価項目

　　　次の項目に基づき選考する。

　　ア 　企画提案書

　　（ア）組織体制

　　（イ）実績
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　　（ウ）独自提案

　　イ 　提案紙面

　　（ア）紙面構成案

　　（イ）デザイン

　　（ウ）表現・アイデア

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　教育委員会事務局教育政策室

　　（住所は上記６⑵と同じ）

　　電話番号　044－200－3268

　　メールアドレス　88seisaku@city.kawasaki.jp

10 　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　　5,065,000円（消費税及び地方消費税を含む）以下

　⑸ 　提出された応募書類等は返却しない。

　⑹ 　当該落札の効果は、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する。

　　　───────────────────

川崎市公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第11号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 パソコン用外付けディスプレイの購入

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地　第３庁舎９階　ＩＣＴ推進課ほか

履行期限 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中でないこと。

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

ンピュータ」種目「コンピュータ」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

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

れている者。

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　この購入（製造）物品について、平成22年４月１日以降に、類似の契約実績があること。

　　または、この物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けていること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和３年２月16日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千鳥町７号岸壁耐震化実施設計その２委託

履行場所 川崎市川崎区千鳥町地内

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「港湾及び

空港部門」で登録されている者。

⑷ 　平成22年度以降に供用中の既設岸壁・護岸の耐震化設計業務を元請けとして実施し、完了した

実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

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

及び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のいずれかの資格に加え、管理技術者として、平成

22年度以降に供用中の既設岸壁・護岸の耐震化設計業務の履行完了実績を有し、かつ海洋・港湾

構造物設計士を有する者

　 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に加え、照査技術者として、平成

22年度以降に供用中の既設岸壁・護岸の耐震化設計業務の履行完了実績を有し、かつ海洋・港湾

構造物設計士を有する者

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月９日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島２期廃棄物埋立管理型護岸対策工詳細設計業務委託

履行場所 川崎市川崎区浮島町地先

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「港湾及び

空港部門」で登録されている者。

⑷ 　平成22年度以降に管理型護岸の構造計算を伴う設計業務を元請けとして実施し、完了した実績

をＴＥＣＲＩＳ等により確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

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

及び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のいずれかの資格を有する者であること。

　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。

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３年２月９日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

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

 川崎市公告第12号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区万福寺二丁目482番83

 ほか１筆の一部　　

 617平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市青葉区市ヶ尾町1162番地４

　　株式会社　ピーアイコーポレーション

　　代表取締役　折田　浩一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年７月11日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第56号

　　平成31年４月16日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第６号（変更）

　　令和２年11月18日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第82号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第13号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指

導課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路事業の名称
都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線

（蟻山坂工区）

指定区間の

地名・地番

高津区千年字蟻山570番３、570番６、

570番８、570番９、571番４の各一部

 別図省略

幅員・延長 15.00ｍ　×　10.01ｍ

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第511号

令和３年１月８日

　　　───────────────────

川崎市公告第14号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指

導課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路事業の

名称

都市計画道路宮内新横浜線

（宮内工区）

指定区間の

地名・地番

中原区宮内一丁目1243番８、1244番５、

1244番６及び1244番８の各一部、1244

番７ 別図省略

幅員・延長 17.00ｍ～ 33.00ｍ×6.50ｍ～ 21.00ｍ

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第512号

令和３年１月８日

　　　───────────────────

川崎市公告第15号

　　　一団地の総合的設計制度の認定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条第１項の

規定による認定をしましたので、同条第８項の規定に基

づき次のとおり公告し、当該認定に関する計画書を一般

の縦覧に供します。

　　令和３年１月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



（第1,811号）令和３年(2021年)１月25日 川 崎 市 公 報

－172－

対象区域 川崎市中原区新城一丁目200番16

縦覧に供する場所
川崎市まちづくり局指導部

建築指導課

申請者　住　所

　　　　氏　名

東京都新宿区西新宿一丁目26番２号

野村不動産株式会社

代表取締役社長　宮嶋　誠一

認定年月日及び

認定番号

令和３年１月８日

川崎市指令ま建指第704号

　　　───────────────────　

川崎市公告第16号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月12日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

　　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　東扇島島内道路一斉清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島島内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月22日まで

　⑷ 　概　　要

　　 　本委託は、東扇島島内の不法投棄及び放置自動車

の抑制を目的とした監視カメラを設置することに伴

い、島内道路の不法投棄を一掃することにより、抑

止効果を向上させるため、東扇島島内の指定する道

路等（国道及び市道等）の一斉清掃を行うもの。

２ 　一般競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「屋外清掃」種目「道路清掃」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に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　「官公署について中小企業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であること。

　⑹ 　本市又は他官公庁において、道路清掃の契約実績

があること。

　⑺ 　川崎市「一般廃棄物収集運搬業」の許可を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　川崎市港湾振興会館業務棟４階

　　　川崎市港湾局川崎港管理センター港湾管理課

　　　電　話　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　電子メールアドレス 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」（https://

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３年１月12日（火）から令和３年１月19日

（火）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土・日

曜日及び祝日を除く）

　　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑹を証する書類（契約書の写し等）

　　ウ 　上記２⑺を証する書類（一般廃棄物収集運搬業

許可書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において令和３年１月12

日（火）から令和３年１月19日（火）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年１月22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
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　　　　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３年１月

22日（金）まで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３年１月25日（月）午前９時から

　　　令和３年１月27日（水）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３年２月２日（火）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 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当したときは、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 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札金額は、委託の総額（税抜き）とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年２月８日（月）　午後２時00分

　　イ 　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 　入札書の提出方法　

　　　持参に限ります。

　⑷ 　入札保証金　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札

　　 　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。

９ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書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「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。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは川崎市

財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報か

わさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」をご覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第17号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12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

　　　 かわさき新産業創造センターチラーユニットその

他設備長寿命化整備業務委託

　⑵ 　履行場所
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　　　川崎市幸区新川崎７番７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

　　 　かわさき新産業創造センターのクリーンルーム棟

に設置されているチラーユニット４台の部品交換、

中央監視装置監視用ＰＣ等の部品交換、及び、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

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

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル10階

　　　経済労働局　イノベーション推進室

　　　ベンチャー産業創出担当

　　　電　話　044－200－2973（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　　E-mail　28sozo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月19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

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３年１月22日（金）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　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３年１月25日（月）から令和２年１月29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　2sozo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3920

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月３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。
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　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３年２月12日（金）午前11時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　川崎フロンティアビル６階

　　　　川崎市経済労働局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑷ 　本調達は、契約締結後、令和３年第１回川崎市議

会定例会における議決に基づき工期の変更（令和４

年３月31日限り）を行う予定です。

　　　───────────────────

川崎市公告第18号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12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年度川崎水素施設ＶＲコンテンツ制作委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部

　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

　　 　川崎の水素関連施設を企業等に紹介するため、撮

影した実地の画像に説明等を付加し、視聴者が一定

程度自由な角度で実地の様子を確認できるバーチャ

ルリアリティー（以下「ＶＲ」と記載）コンテンツ

を制作するもの。

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 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「その他」、種目「映
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画・ビデオ制作」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、提出及

び問い合わせ先

　 　入札に参加を希望する者は、次により所定の一般競

争入札参加資格確認申請書及び上記２⑷に示す契約実

績を確認できる書類（契約書等の写し）を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布場所

　　 　入札情報かわさき「入札公表一覧」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/servlet/p）の当該

件名の入札ページからダウンロードすることができ

ます。ダウンロードできない場合は下記⑶の場所で

下記⑵の期間に配布します。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）までとします（９時から12時まで及び13時か

ら17時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝

日を除く）。

　⑶ 　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

　　　川崎市臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部

　　　電話　044－200－0856

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送又は持参（いずれの場合も、令和３年１月18

日（月）17時までに川崎市臨海部国際戦略本部臨海

部事業推進部に到着する必要があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち参加資格があると認められた者には、平成31・32年

度川崎市業務委託有資格業者名簿に登録された電子メ

ールのアドレスに令和３年１月20日（水）に送付しま

す。

５ 　仕様書等の配布及び質問受付

　⑴ 　仕様書等の配布場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　上記３⑵に同じ

　⑶ 　仕様書等に関する質問受付

　　 　質問は指定の「質問書」様式に記入し、電子メー

ルで送付してください。

　　ア 　質問書の配布場所

　　　　上記３⑴に同じ

　　イ 　質問受付期間

　　　　上記３⑵に同じ

　　ウ 　質問書提出方法

　　　 　電子メールで受け付けます。件名を「水素ＶＲ

制作委託質問」とし、59jigyo@city.kawasaki.jp

（川崎市臨海部国際戦略本部臨海部事業　推進

部）あてに質問書（印不要、ワードファイルのま

ま）を送付ください。

　　エ 　質問回答

　　　 　回答は令和３年１月20日（水）までに、一般競

争入札参加資格確認申請書等を提出した者全ての

上記４の電子メールアドレスに送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　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パーセント）を加算した金

額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時　 令和３年１月22日（金）11

時00分

　　イ 　入札・開札の場所　川崎市役所第３庁舎10階

　　　　　　　　　　　　　 （臨海部国際戦略本部会議

室）

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札

件名が記載された封書に封印し、提出してくださ

い。なお、郵送は認められません。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、その者の入

札価格が著しく低価格であるときは、調査を行うこ

とがあります。

　　 　なお、最低の価格をもって有効な入札を行った者

が２者以上あるときは、当該者のくじ引きによって

落札者を定めます。この場合において、当該入札参

加者は、くじを引くことを辞退することはできませ
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ん。当該落札候補者については、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。

　⑹ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を

した書類を事前に提出しなければなりません。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　開札日に予定価格の制限の範囲内の入札書を提出

した者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、「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は除きます。なお、

開札に立ち会わない者は再度入札に参加の意志が無

いものとみなします。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札、及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、

これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報」（http://

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

約関係規程」から閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　入札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。

　⑸ 　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

に立ち会わない者は除きます。

　⑹ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑶に同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第19号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度川崎市立川崎高等学校定時

制生徒自立支援業務委託

　⑵ 　委託期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑶ 　履行場所　川崎市立川崎高等学校

　　　　　　　　川崎市川崎区中島３－３－１

　⑷ 　業務内容　 様々な課題を持つ生徒の自立に向け

て、学校と生徒に関する情報交換等

を行いながら、「学校内における生徒

の居場所づくりと相談への対応」「基

礎学力の定着を目標とした学習支援」

「卒業後の進路にむけたキャリアサポ

ート」等を行う。

　⑸ 　事業概算額　 1,575,310円

　　　　　　　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

２ 　提案書の提出者の資格

　 　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　プレゼンテーション実施日までに、令和３・４年

度川崎市業務委託有資格名簿に業種「その他」種目

「その他」で登録されている者。

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　法人の基本理念と姿勢

　⑵ 　業務実績

　⑶ 　個人情報保護の取組

　⑷ 　居場所づくり

　⑸ 　学力の定着

　⑹ 　キャリアサポート

　⑺ 　連携体制

　⑻ 　職員の体制
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　⑼ 　職員の人材育成

　⑽ 　事業費の妥当性

４ 　担当部課

　⑴ 　所属名：川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　⑵ 　所在地：〒210－0004

　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　明治安田生命ビル４階

　⑶ 　電話（直通）：044－200－3329

　⑷ 　ＦＡＸ：044－200－2853

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

５ 　参加要領（所定様式類を含む。）及び基本仕様書の

公表

　⑴ 　公 表 日　令和３年１月12日（火）

　⑵ 　配布場所　 ４の担当部課と同じ。また、本市ホー

ムページに掲載します。

　　　　　　　　 URL：https://www.city.kawasaki.

jp/880/page/0000123974.html

６ 　参加意向申出書の受付

　 　本公募へ参加を希望する場合は、参加要領に添付さ

れた「参加意向申出書」（様式１）に必要事項を記入

の上、次のとおり持参又は郵送により御提出ください。

　⑴ 　受付期間　 令和３年１月12日（火）～令和３年１

月21日（木）（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　受付場所　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　提出書類　参加意向申出書（様式１）

７ 　企画提案のための必要書類

　⑴ 　提案書　 　５部（会社名入り（代表者印を押印）

１部及び、会社名なし４部）

　⑵ 　見積書　　 １部（経費の内訳を明記）

８ 　企画提案書作成に対する質問と回答

　⑴ 　質問方法　 質問は、任意様式（ただし、Ｗｏｒｄ

文書としてください）にて、電子メー

ルで御提出ください。電話、ファック

ス、持参等による受付は行いません。

　⑵ 　受付期間　 令和３年１月25日（月）～令和３年１

月29日（金）

　⑶ 　送 信 先　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　回　　答　 令和３年２月５日（金）に、参加申込

者全員に電子メールにて回答いたしま

す。電話による個別対応は行いません。

９ 　提案書等の提出

　 　提案書、見積書及び実績を証明する書類は、次によ

り、持参で御提出ください。

　⑴ 　提出期限　令和３年２月16日（火）午後５時まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　提出場所　４の担当部課と同じ。

10 　プレゼンテーション及びヒアリングの実施

　⑴ 　開催日程　令和３年３月10日（水）

　⑵ 　そ の 他　 時間、場所及びその他詳細について

は、提案各社へ別途通知します。

11 　提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

12 　契約書の要否

　　要する。

13 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部課と同じ。

14 　その他

　⑴ 　提案書等の作成及び提出に係る一切の費用は、参

加者の負担とします。

　⑵ 　応募に当たっては、必ず参加要領を御確認くださ

い。

　⑶ 　審査結果の発表は、令和３年３月下旬に提案各社

全てに郵送で通知します。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第20号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度川崎市立橘高等学校定時制

生徒自立支援業務委託

　⑵ 　委託期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑶ 　履行場所　川崎市立橘高等学校

　　　　　　　　川崎市中原区中丸子562

　⑷ 　業務内容　 様々な課題を持つ生徒の自立に向け

て、学校と生徒に関する情報交換を行

いながら、「卒業後の進路にむけたキ

ャリアサポート」等を行う。

　⑸ 　事業概算額　 1,575,310円

　　　　　　　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

２ 　提案書の提出者の資格

　 　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　プレゼンテーション実施日までに、令和３・４年
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度川崎市業務委託有資格名簿に業種「その他」種目

「その他」で登録されている者。

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　法人の基本理念と姿勢

　⑵ 　業務実績

　⑶ 　個人情報保護の取組

　⑷ 　キャリアサポート

　⑸ 　個別サポート

　⑹ 　学力の定着

　⑺ 　連携体制

　⑻ 　職員の体制

　⑼ 　職員の人材育成

　⑽ 　事業費の妥当性

４ 　担当部課

　⑴ 　所属名：川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　⑵ 　所在地：〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル４階

　⑶ 　電話（直通）：044－200－3329

　⑷ 　ＦＡＸ：044－200－2853

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

５ 　参加要領（所定様式類を含む。）及び基本仕様書の

公表

　⑴ 　公 表 日　令和３年１月12日（火）

　⑵ 　配布場所　 ４の担当部課と同じ。また、本市ホー

ムページに掲載します。

　　　　　　　　 URL：https://www.city.kawasaki.

jp/880/page/0000123974.html

６ 　参加意向申出書の受付

　 　本公募へ参加を希望する場合は、参加要領に添付さ

れた「参加意向申出書」（様式１）に必要事項を記入

の上、次のとおり持参又は郵送により御提出ください。

　⑴ 　受付期間　 令和３年１月12日（火）～令和３年１

月21日（木）（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）

　⑵ 　受付時間　 午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　受付場所　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　提出書類　 参加意向申出書（様式１）

７ 　企画提案のための必要書類

　⑴ 　提 案 書　 ５部（会社名入り（代表者印を押印）

１部及び、会社名なし４部）

　⑵ 　見 積 書　１部（経費の内訳を明記）

８ 　企画提案書作成に対する質問と回答

　⑴ 　質問方法　 質問は、任意様式（ただし、Ｗｏｒｄ

文書としてください）にて、電子メー

ルで御提出ください。電話、ファック

ス、持参等による受付は行いません。

　⑵ 　受付期間　 令和３年１月25日（月）～令和３年１

月29日（金）

　⑶ 　送 信 先　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　回　　答　 令和３年２月５日（金）に、参加申込

者全員に電子メールにて回答いたしま

す。電話による個別対応は行いません。

９ 　提案書等の提出

　 　提案書、見積書及び実績を証明する書類は、次によ

り、持参で御提出ください。

　⑴ 　提出期限　 令和３年２月16日（火）午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　提出場所　４の担当部課と同じ。

10 　プレゼンテーション及びヒアリングの実施

　⑴ 　開催日程　 令和３年３月10日（水）

　⑵ 　そ の 他　 時間、場所及びその他詳細について

は、提案各社へ別途通知します。

11 　提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言　語　日本語

　⑵ 　通　貨　日本国通貨

12 　契約書の要否

　　要する。

13 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部課と同じ。

14 　その他

　⑴ 　提案書等の作成及び提出に係る一切の費用は、参

加者の負担とします。

　⑵ 　応募に当たっては、必ず参加要領を御確認くださ

い。

　⑶ 　審査結果の発表は、令和３年３月下旬に提案各社

全てに郵送で通知します。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第21号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度川崎市立高津高等学校定時

制生徒自立支援業務委託

　⑵ 　委託期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑶ 　履行場所　川崎市立高津高等学校

　　　　　　　　川崎市高津区久本３－11－１

　⑷ 　業務内容　 様々な課題を持つ生徒の自立に向け

て、学校と生徒に関する情報交換を行

いながら、「卒業後の進路にむけたキ

ャリアサポート」等を行う。
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　⑸ 　事業概算額　1,575,310円

　　　　　　　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

２ 　提案書の提出者の資格

　 　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　プレゼンテーション実施日までに、令和３・４年

度川崎市業務委託有資格名簿に業種「その他」種目

「その他」で登録されている者。

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　法人の基本理念と姿勢

　⑵ 　業務実績

　⑶ 　個人情報保護の取組

　⑷ 　キャリアサポート

　⑸ 　個別サポート

　⑹ 　学力の定着

　⑺ 　連携体制

　⑻ 　職員の体制

　⑼ 　職員の人材育成

　⑽ 　事業費の妥当性

４ 　担当部課

　⑴ 　所属名：川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　⑵ 　所在地：〒210－0004

　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　明治安田生命ビル４階

　⑶ 　電話（直通）：044－200－3329

　⑷ 　ＦＡＸ：　　 044－200－2853

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

５ 　参加要領（所定様式類を含む。）及び基本仕様書の

公表

　⑴ 　公 表 日　令和３年１月12日（火）

　⑵ 　配布場所　 ４の担当部課と同じ。また、本市ホー

ムページに掲載します。

　　　　　　　　 URL：https://www.city.kawasaki.

jp/880/page/0000123974.html

６ 　参加意向申出書の受付

　 　本公募へ参加を希望する場合は、参加要領に添付さ

れた「参加意向申出書」（様式１）に必要事項を記入

の上、次のとおり持参により御提出ください。

　⑴ 　受付期間　 令和３年１月12日（火）～令和３年１

月21日（木）（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　受付場所　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　提出書類　参加意向申出書（様式１）

７ 　企画提案のための必要書類

　⑴ 　提案書　　 ５部（会社名入り（代表者印を押印）

１部及び、会社名なし４部）

　⑵ 　見積書　　１部（経費の内訳を明記）

８ 　企画提案書作成に対する質問と回答

　⑴ 　質問方法　 質問は、任意様式（ただし、Ｗｏｒｄ

文書としてください）にて、電子メー

ルで御提出ください。電話、ファック

ス、持参等による受付は行いません。

　⑵ 　受付期間　 令和３年１月25日（月）～令和３年１

月29日（金）

　⑶ 　送 信 先　４の担当部課と同じ。

　⑷ 　回　　答　 令和３年２月５日（金）に、参加申込

者全員に電子メールにて回答いたしま

す。電話による個別対応は行いません。

９ 　提案書等の提出

　 　提案書、見積書及び実績を証明する書類は、次によ

り、持参で御提出ください。

　⑴ 　提出期限　 令和３年２月16日（火）午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　受付時間　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　提出場所　４の担当部課と同じ。

10 　プレゼンテーション及びヒアリングの実施

　⑴ 　開催日程　令和３年３月10日（水）

　⑵ 　その他　　 時間、場所及びその他詳細について

は、提案各社へ別途通知します。

11 　提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言　　語　日本語

　⑵ 　通　　貨　日本国通貨

12 　契約書の要否

　　要する。

13 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部課と同じ。

14 　その他

　⑴ 　提案書等の作成及び提出に係る一切の費用は、参

加者の負担とします。

　⑵ 　応募に当たっては、必ず参加要領を御確認くださ

い。

　⑶ 　審査結果の発表は、令和３年３月下旬に提案各社

全てに郵送で通知します。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　　　───────────────────
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川崎市公告第22号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 港湾情報システムにおけるネットワーク分離業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　川崎市港湾振興会館内

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格者

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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「電算関連」（種目「その

他の電算関連業務」）に登録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載がない者を含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和

３年１月19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

指名停止の措置期間中でないこと。

　⑷ 　過去に官公庁で同様業種の委託を受託した実績が

あること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　川崎駅前タワー・リバーク20階

　　　港湾局港湾振興部誘致振興課　担当　小林・横田

　　　電　話　044－200－3069（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3981

　　　電子メールアドレス　58yuuti@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月19日

（火）までとします（土曜日、日曜日を除く平日午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により一般競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年１月22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 　その他

　　 　審査の上、一般競争入札参加資格があると認めら

れた者には、併せて入札説明書（添付資料含む。）

を無償交付します。また、入札説明書（添付資料含

む。）は、上記３⑴の場所において、令和３年１月

12日（火）から令和３年１月19日（火）まで縦覧に

供します（土曜日、日曜日を除く平日午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

 　 　この入札の参加者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付し、併せて無償で入札説明書（添付資料

含む。）を配布しますので、上記４で指定した場所及

び日時に御来庁の上、お受け取りください。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間は、令和３年１月22日（金）から令

和３年１月27日（水）までとします（平日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。また、質問については、入札説明書に添付の

「質問書」に必要事項を記載の上、御提出くださ

い。提出方法は、ＦＡＸ、電子メール及び持参とし

ます。さらに、ＦＡＸ又は電子メールで質問する場

合には、「質問書」を送信した旨を、３⑴まで電話

してください。

　　 　なお、質問に対する回答は、令和３年２月２日

（火）に、競争参加者全てに書面（ＦＡＸ又は電子

メール）にて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、導入機器（中間セグメント）

が仕様書に合致することを示すため、導入予定の物品

の商品説明書（カタログ等）を、令和３年２月３日

（水）から令和３年２月５日（金）午後５時15分まで

に、３⑴に提出してください。（土曜日、日曜日を除

く平日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。

　 　また、提出者は、開札日の前日までの間において、

本市から該当書類に関し説明を求められたときには、

これに応じなければなりません。

８ 　競争参加資格の喪失
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　 　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当したときは、競争参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたことが判明し

たとき。

９ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　　総額（税抜き）を入札金額として行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年２月16日（火）　午前10時

　　イ 　場所　川崎駅前タワー・リバーク20階

　　　　　　　港湾局会議室

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛先

　　ア 　期限　令和３年２月15日（月）必着

　　イ 　宛先　３⑴に同じ

　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。また、当該送付を行った場合は、

速やかに、３⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

10 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、３⑴の場所において閲覧できます。また、川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」（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 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第23号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎区内道路清掃汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」

で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市川崎区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒210－0834　川崎市川崎区大島１丁目25番10号

　　　川崎市川崎区役所道路公園センター

　　　電　話：044－244－3206

　　　ＦＡＸ：044－246－4909

　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書等は、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し

てください。

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）
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　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市川崎区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－246－4909

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前10時20分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし川崎市

契約規則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第24号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎区内道路側溝等汚泥処分業務委託
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　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」

で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市川崎区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒210－0834　川崎市川崎区大島１丁目25番10号

　　　川崎市川崎区役所道路公園センター

　　　電　話：044－244－3206

　　　ＦＡＸ：044－246－4909

　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書等は、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し

てください。

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市川崎区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－246－4909

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前９時00分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。
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　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし川崎市

契約規則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第25号

　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　外国人介護人材雇用支援事業

２ 　事業概要

　 　外国人介護人材の活用については、ＥＰＡや、介護

福祉士の国家資格を有する方を対象とする新たな在留

資格「介護」の創設のほか、外国人技能実習制度の中

に新たに「介護職」を認めるなどの法改正や「特定技

能」として新たに在留資格が付与されるなど、外国人

受入れの門戸が広がっている。

　 　本事業において、技能実習制度等の趣旨や目的を踏

まえ、海外との覚書（ＭＯＵ）の締結や、インターン

シップ制度の導入、雇用マニュアルや指導マニュアル

の作成を行い福祉・介護現場への外国人労働者の受入

れを進め、ビジネスマナー研修やメンタルケア、日本

語のフォローアップ研修など、必要な支援策を行う。

３ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和５年３月31日まで

４ 　応募資格

　　以下をすべて満たすこと。

　⑴ 　提案期日までの間、川崎市契約規則（昭和39年川

崎市規則第28号）第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　提案期日まで川崎市競争入札参加資格指名停止等

要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市の「令和３・４年度業務委託有資格業者名

簿」において、「業種　その他」「種目　その他」と

して登載されている（または契約時に登載見込みで

ある）こと。

　⑷ 　職業安定法による職業紹介事業許可を得ているこ

と。

　⑸ 　本事業について確実に履行することができること。

　⑹ 　本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑺ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　評価項目

　⑴ 　事業効果

　　①　適切な事業達成目標の設定

　　② 　 外国人対象者の確保に向けた効果的な広報・ア

プローチ等の実施

　　③　適正な業務拠点地の設置

　　④　インターンシップ受入れによる体制整備

　　⑤　外国人対象者の適切な選考の実施

　　⑥　具体的な研修の実施

　⑵ 　事業基盤

　　⑦　事業を円滑に実施できる財務状況等の運営基盤

　　⑧　事業の適切な運営体制

　　⑨　類似する事業の実績

　⑶ 　適正実施

　　⑩　個人情報保護の取組

　　⑪　適切な経費の積算

６ 　担当部署

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

７ 　公募参加申込書

　⑴ 　配布期間

　　　令和３年１月12日（火）から

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　 （川崎市インターネットホームページからもダウ

ンロード可能）
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　⑶ 　提出書類

　　　公募参加申込書（様式１）　１部

　⑷ 　提出期限

　　　令和３年１月15日（金）　午後５時（必着）

　⑸ 　提出方法

　　　郵送または持参のいずれかとする。

８ 　企画提案書

　⑴ 　提出期限

　　　令和３年１月28日（木）午後５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　 　事務局（問合せ先）へ事前に予約の上、持参とす

る。（提出期限までの開庁日で午前９時から午後５

時まで。ただし正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　提出書類

　　 　次の書類をファイルに綴じてインデックスを付

し、７部（原本１部＋写し６部）作成して、提出する。

　　①　応募法人の紹介に関する書類

　　　ア 　応募法人が運営する他の事業の実績が分かる

資料

　　　イ 　応募法人の組織、財務状況等が分かる資料

　　　（ア ）定款又は寄附行為及び登記事項証明書（３

か月以内のもの）

　　　（イ ）平成31年度の財産目録、貸借対照表及び損

益計算書又は収支計算書

　　　　　 令和２年度に設立された法人にあっては、設

立時の財産目録

　　　（ウ ）職業紹介事業許可を証する書類の写し

　　　（エ ）「コンプライアンス（法令遵守）に関する

申告書（様式３）」

　　　（オ ）川崎市の入札契約における暴力団等排除措

置要綱に定める「誓約書（様式４）」

　　　②　企画提案書

９ 　提案会の実施（予定）

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月上旬から中旬

　　　※　日程変更の可能性あり。

　　　※　日時詳細は後日通知予定。

　⑵ 　場所

　　　ソリッドスクエア西館10階（予定）

　⑶ 　時間

　　 　各応募法人について説明時間は20分、質疑応答15

分程度とする。

10 　事務局（問い合わせ先）

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　　場　所　　　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電　話　　　044（200）2652

　　　ＦＡＸ　　　044（200）3926

　　　電子メール　40kosui@city.kawasaki.jp

11 　その他

　⑴ 　募集要領の承諾と辞退

　　 　公募に関する事項については「令和３年度外国人

介護人材雇用支援事業委託提案書作成要領」によ

る。応募法人は、応募書類の提出をもってこの募集

要領の記載内容を承諾したものとみなす。なお、参

加意向申出書（様式１）提出後、辞退をする場合は

令和３年１月28日（木）までに辞退届（様式５）を

提出すること。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　費用負担

　　 　応募に関して必要となる費用は、応募法人の負担

とする

　⑷ 　概算金額

　　　概算金額は２か年度分とし、

　　 　33,948,200円（消費税及び地方消費税相当額を含

む）を限度額とする。

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　当該落札決定の効果は、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す

るものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第26号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　地域ケア会議運営支援業務委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和６年３月29日

３ 　履行場所

　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室　他

４ 　事業概要

　 　介護保険法（平成11年法律第123号）第115条の48に

規定される地域ケア会議として実施する「相談支援・

ケアマネジメントワーキンググループ」の運営支援

５ 　契約上限額

　　38,100,000円（消費税及び地方消費税を除く）

６ 　参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中ではないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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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「その他業務」に登載されていること。

　⑷ 　３年以内に国又は地方自治体から、本業務と同様

の業務（地域ケア会議の効果的な活用・運営支援

等、又は介護保険法第115条の45に規定する地域支

援事業の効果的な施策立案等のための業務）の受託

等の実績があり、運用実績を１年以上有しているこ

と。

　⑸ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

７ 　参加資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話：044－200－2681

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　実績表（様式２）

　　ウ 　契約等の実績を証する書類（契約書の写し、補

助事業の交付決定通知等）

　　ウ 　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　エ 　誓約書（様式４）

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　　（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る）

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は文書にて、令和３年１月20

日（水）までに通知する。併せて、参加資格を与え

られた者に対し、提案書等作成要領別紙１から３を

提示する。

８ 　質問書の提出

　⑴ 　照会窓口

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）から令和３年１月22日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問受付方法

　　　「質問書」（様式あり）により電子メールにて提出

　　　電子メール　40keasui@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）までに参加資格を有する

すべての事業者に文書（電子メール）にて送付

９ 　提案書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月27日（水）から令和３年２月５日

（金）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土、日、休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　提案書（任意様式）

　　イ 　提案書の業務実績に記載した内容を証する書類

（契約書の写し、補助事業の交付決定通知等）

　　ウ 　要件確認書（様式あり）

　　エ 　見積書

　⑷ 　提出方法

　　　 　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方

法に限る）

　　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

10 　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーションの開催日時、開

催場所及び発表時間については、提案参加業者に令和

３年１月下旬に電子メールにて通知する。

11 　選定審査委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定に当たっては、選定審査委員会を

実施する。

　　 　企画提案の評価は、あらかじめ定めた選定評価基

準を基に項目ごとに数値化して採点し、総合評価点

が最も高く、かつ総合評価点が満点の60％を超えた

者を本業務の受託事業者とする。

　　 　詳細は、「地域ケア会議運営支援業務委託受託予

定者の選定基準」を参照のこと。

　⑵ 　通知方法

　　 　審査結果については、書面にて通知する。

12 　その他

　⑴ 　提出書類

　　 　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「提案書作成

要領」及び「仕様書」も同様にダウンロード可能）

して作成すること。また、提出された書類は返却し
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ない。

　⑵ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案参加事業者の負担とする。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　要する。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹ 　選定の効果

　　 　本調達における選定の効果は、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

を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第27号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 （仮称）等々力大橋橋台築造に伴う主要地方道幸多摩線切回し工事

履行場所 川崎市中原区宮内１丁目１－６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 　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３年１月26日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内主要地方道丸子中山茅ヶ崎舗装道補修（切削その２）工事

履行場所 川崎市高津区東野川２丁目17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 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

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

こと。

⑺ 　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 　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。

⑼ 　「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。

⑽ 　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。

⑾ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑿ 　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３年１月26日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 栗平橋ほか１橋橋りょう整備（高欄改良）工事

履行場所 川崎市麻生区栗平２丁目１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 　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。
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参 加 資 格
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３年１月26日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道長沢71号線道路改良工事

履行場所 川崎市多摩区長沢３丁目15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「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３年１月26日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 八幡橋ほか３橋耐震補強工事

履行場所 川崎市中原区西加瀬13－１番地先ほか３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。
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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「土木」種目「橋りょう」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３年１月26日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 けやき歩道橋他１橋補修工事

履行場所 川崎市麻生区虹ヶ丘２丁目３番地先他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 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　「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。
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　 　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３年１月26日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道溝口98号線道路補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区溝口２丁目16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 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

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

こと。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年１月27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28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３年１月12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年度燃料電池自動車の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所公用車車庫

　⑶ 　賃貸借期間及び台数

　　　令和３年３月15日から令和10年３月14日まで　１台

　⑷ 　賃貸借物品の特質等

　　　仕様書によります。
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２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」種目「車両」に登載されており、かつ、Ａ又は

Ｂの等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５箇年に、本市又は他官公庁において類似の

賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市環境局地球環境推進室　郡谷　岩橋

　　　郵便番号　210－8577

　　　住　所　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　（第３庁舎17階）

　　　電　話　　044－200－2178

　　　ＦＡＸ　　044－200－3921

　　　E-mail　　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）午前９時から令和３年１

月18日（月）午後５時まで（正午から午後１時及び

土日祝日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　類似の賃貸借契約実績（契約期間・金額等）を

確認できるものの写し

　⑷ 　提出方法

　　 　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）は、インターネ

ットからダウンロードすることができます。（「入札

情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札

公表」の中にあります。）ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布

します。（「入札情報かわさき」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　業務仕様書類の閲覧

　　次により業務仕様書類を閲覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　閲覧期間

　　　上記３⑵に同じ。

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、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争

入札参加資格があると認めた者には、入札説明書及び

仕様書等を交付します。なお、平成31・32年度製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿に電子メールアド

レスが登録されている場合は、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ること。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時までを除く）

６ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時まで（正午から午後１時及び

土日祝日を除く）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　上記５に添付の「質問書」の様式に必要事項を記

入し、質問書記載のＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年１月25日

（月）までに、参加全社あてに電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記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

借料に賃貸借期間（84か月）を乗じた額で見積もり

をしてください。なお、入札は所定の入札書をもっ

て行い、入札書は入札件名を記載した封筒にて提出

してください。

　　ア 　入札の日時

　　　　令和３年１月27日（水）　午前９時30分

　　イ 　入札の場所

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第３会議室

　⑵ 　入札保証金
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　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴アに同じ。

　⑷ 　開札の場所

　　　上記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落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　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

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

程」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第29号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　高津区内道路清掃汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市高津区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」

で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市高津区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口５丁目15番７号

　　　川崎市高津区役所道路公園センター

　　　電　話：044－833－1221

　　　ＦＡＸ：044－833－2498

　　　E-Mail：67doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市高津区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。
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５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：67doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－833－2498

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前10時50分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２－９－１

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和２年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第30号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　高津区内道路側溝等汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市高津区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」

で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市高津区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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
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参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口５丁目15番７号

　　　川崎市高津区役所道路公園センター

　　　電　話：044－833－1221

　　　ＦＡＸ：044－833－2498

　　　E-Mail：67doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市高津区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：67doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－833－2498

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前９時30分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２－９－１ 

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。
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９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第31号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　 川崎市総合事業普及啓発事業コールセンター運営業

務委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和６年３月29日

３ 　履行場所

　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階

　　川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課　ほか

４ 　事業概要

　 　川崎市介護予防・日常生活支援総合事業等に係るコ

ールセンターの運営委託業務

５ 　契約上限額

　　38,034,000円（消費税及び地方消費税を除く）

６ 　参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中ではないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」に登載されていること。

　⑷ 　３年度以内に国又は地方公共団体から本業務と同

様の業務（不特定多数の者からの電話による問い合

わせ等に対して回答を行うコールセンター業務）の

受託実績があり、運用実績を１年以上有しているこ

と。

　⑸ 　個人情報の取扱いに係るプライバシーマーク及び

ＩＳＭＳ認証を取得していること。

　⑹ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

７ 　参加資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－013 　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

　　　電話：044－200－0447

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40kaigo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）午前９時から正午まで及び午後１時から５時

まで（土、日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式あり）

　　イ 　実績表（様式あり）

　　ウ 　取得規格認証書の写し

　　エ 　類似の契約実績を証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送（郵送の場合は提出期間内必着）

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は文書（電子メール）にて、

令和３年１月20日（水）までに通知する。

８ 　質問書の提出

　⑴ 　照会窓口

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）から令和３年１月22日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問受付方法

　　「質問書」（様式あり）により電子メールにて提出

　　　電子メール　40kaigo@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）までに参加資格を有する

すべての事業者に文書（電子メール）にて送付

９ 　提案書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月27日（水）から令和３年２月１日

（月）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土、日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　提案書（様式あり）

　　イ 　要件確認書（様式あり）

　　ウ 　見積書

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送の場合は提出期間内必着）

10 　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーションの開催日時、開

催場所及び発表時間については、提案参加業者に令和

３年１月下旬までに電子メールにて通知する。
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11 　選定審査委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定にあたっては、川崎市総合事業普

及啓発事業委託事業者選定審査委員会設置要綱に基

づき設置する川崎市総合事業普及啓発事業コールセ

ンター運営業務委託事業者選定審査委員会（以下

「審査委員会」という。）において評価を行う。審

査委員会では、「提案書」、「要件確認書」、「プレゼ

ンテーション」及び「見積書」の内容等をもとに審

査し、総合評価点数が高い者を委託予定業者として

決定する。ただし、総合評価点数が満点の60％に満

たない場合は、不合格とする場合がある。

　⑵ 　総合評価点数が同点の場合

　　 　次の優先順位で委託予定業者を決定する。

　　（ア ）プレゼンテーションによる提案項目の合計点

数が高い者

　　（イ ）出席委員の多数決

　　　　　 （ア）（イ）によっても同点の場合は、選定

委員会の委員長が決するものとする。

12 　その他

　⑴ 　提出書類

　　 　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「提案書等作

成要領」及び「仕様書」も同様にダウンロード可能）

して作成すること。なお、提出された書類は返却し

ない。

　⑵ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案参加事業者の負担とする。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　要する。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹ 　選定の効果

　　 　本調達における選定の効果は、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

を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第32号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　宮前区内道路清掃汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」

で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市宮前区役所道路公園センター

から直線距離で25キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号

　　　川崎市宮前区役所道路公園センター

　　　電　話：044－877－1661

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市宮前区役所道路公園セン

ターまでの直線距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し
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ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２丁目９番１号　

中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第33号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項　

　⑴ 　件　　名　宮前区内道路側溝等汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」

で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市宮前区役所道路公園センター
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から直線距離で25キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号

　　　川崎市宮前区役所道路公園センター

　　　電　話：044－877－1661

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 　業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市宮前区役所道路公園セン

ターまでの直線距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前９時40分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２丁目９番１号　

中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。
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　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第34号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立殿町小学校ほか41校窓サッシ・

飛散防止フィルム劣化調査業務委託

　⑵ 　履行場所　 教育環境整備推進室（川崎区宮本町６

番地）他

　⑶ 　履行期間　契約締結の日～令和３年３月31日（水）

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校において、各学校の外部

に面する建具の劣化状況を確認する。

　　　　　　　　※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

19　施設維持管理 99　その他の施設維持管理

　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（窓サッシの補修や改修工

事、点検業務実績も含める。委託、工事等の契約の

形態は問わない。）があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績については、同等の契約

履行実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。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

　　　環境整備担当

　　　電　話　044－200－3272

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年１月12日（火）～令和３年１月15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３年１月12日（火）～令和３年１

月15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３年１月12

日（火）～令和３年１月14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

　　　環境整備担当　あて

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）

　⑵ 　日時

　　　令和３年１月20日（水）までに交付
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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３年１月21日（木）～令和３年１月22日（金）

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３年１月27日（水）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３年２月４日（木）午後

２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２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 　特定業務委託契約

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基

準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくこ

とが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違

反した場合は受注者の責任となり、場合によっては

契約解除となる可能性もありますので、入札に臨ま

れる際には十分にご注意ください。

　　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関

する情報」をご確認ください。

　⑹ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「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35号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　麻生区内道路側溝等汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　麻生区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。
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２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市麻生区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120番地

　　　川崎市麻生区役所道路公園センター

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　 ※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市麻生区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前10時00分

　　イ 　場所　 川崎市中原区下小田中２－９－１

　　　　　　　中原区役所道路公園センター

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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。
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８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ

とします。

　　　───────────────────

川崎市公告第36号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項　

　⑴ 　件　　名　麻生区内道路清掃汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　麻生区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市麻生区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120番地

　　　川崎市麻生区役所道路公園センター

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　 　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市麻生区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法
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　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前11時20分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２－９－１中原区

役所道路公園センター

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ

とします。

　　　───────────────────

川崎市公告第37号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　中原区内道路側溝等汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区役所道路公園センター管

内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市中原区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒210－8577　川崎市中原区下小田中２－９－１

　　　川崎市中原区役所道路公園センター

　　　電　話：044－788－2311

　　　ＦＡＸ：044－788－1106

　　　E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間
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　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市中原区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる地図

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－788－1106

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前９時20分

　　イ 　場所　中原区下小田中２－９－１

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────
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川崎市公告第38号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　中原区内道路清掃汚泥処理業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区役所道路公園センター管

内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市中原区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒210－8577　川崎市中原区下小田中２－９－１

　　　川崎市中原区役所道路公園センター

　　　電　話：044－788－2311

　　　ＦＡＸ：044－788－1106

　　　E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市中原区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる地図

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－788－1106

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前10時40分

　　イ 　場所　中原区下小田中２－９－１

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ
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　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。⑵公告に定めるも

ののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川

崎市競争入札参加者心得等の定めるところによりま

す。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第39号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　　小地域における生活支援体制等整備事業業務委託

２ 　委託内容

　 　小地域における生活支援体制等整備に取り組むた

め、介護事業所に生活支援コーディネーターを配置

し、地域の課題解決にむけた支援を行う。等

３ 　履行期限

　　契約締結日～令和６年３月31日

４ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市から介護保険法（平成

９年法律123号。以下「法」という。）第８条第19項

に規定される小規模多機能型居宅介護、同条第23項

に規定される複合型サービスの事業所指定を受けて

いること。

　⑷ 　本年度４月１日から起算して過去２年の間に、川

崎市から法第78条の９第１項に定める勧告、同条第

３項に定める命令を受けていないこと。

　⑸ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　担当部署

　　健康福祉局地域包括ケア推進室

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　令和３年１月12日（火）から１月15日（金）まで

　　　土日祝日を除く９：00～12：00／13：00～17：00

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担当

　　　所在地：川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　⑶ 　提出書類

　　①　参加意向申出書（様式１）

　　②　事業者概要書（様式２）

　　③　 コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　④　誓約書（様式４）

　⑷ 　提出期限

　　　令和３年１月15日（金）

　　　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　　郵送又は持参

　　　※郵送の場合は受付期間最終日当日消印有効

７ 　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　令和３年２月８日（月）17：00

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　 　郵送又は持参　＊郵送の場合は提出期間最終日当

日消印有効

　⑷ 　提出書類

　　①　表紙（様式７） １部　　
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　　②　提案書（様式８ 　⑥－２を含む） １部　　

　　③　要件確認書（様式９） １部　　

　　④　見積書（様式10） １部　　

　　⑤　添付書類 １部　　

８ 　選定審査委員会

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月18日（木）

　　　（時間及び開催場所は後日連絡。）

　⑵ 　時間

　　　各社プレゼンテーション15分、質疑10分とする。

　⑶ 　評価項目

　　　次項参照
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１ 　各項目と配点比率

項　　目 配　　点

１ 　活動実績 40点

　⑴ 　活動実績

　　① 利用者の自宅や地域での暮らしを支えるために、事業所による直接的な支援以外に、ど

のような工夫を行っているか。
10点

　　②利用者へのケアを通じて、近隣住民や地域の関係者との関係づくりが行われているか。 5点

　　③ 地域との積極的な関係づくりや、地域課題の解決向けた取組、介護保険サービスを利用

していない地域住民からの相談・支援等に取り組んでいるか。
10点

　　④ 活動にあたっては、事業所が直接支援をするだけではなく、地域との協働体制が築けて

いるか。
10点

　⑵ 　対象エリアの状況把握

　　① 地域での取組にあたって、対象エリアの状況を把握できているか。また、どのように情

報を収集しているか。
5点

２ 　活動計画 45点

　⑴ 　体制

　　① 対象エリアの状況を把握している等、円滑な事業実施が可能な人材を配置する提案とな

っているか。又は、地域での活動について実績・経験を有する人材を配置する提案とな

っているか。

10点

　　② 事業所のスタッフが増える等、事業所全体として円滑な業務実施が可能となる提案にな

っているか。
10点

　⑵ 　活動計画

　　①取組を効果的に進めるために、地域の生活支援ニーズをどのように把握するか。 10点

　　②地域交流スペース等の事業所の持つ資源を積極的に活用する計画になっているか。 5点

　　③ 事業所の資源を活用した支援だけではなく、地域の様々な資源（人・活動・場所等）を

活用・連携する視点が盛り込まれているか
10点

３ 　その他の取組 10点

　⑴ 　事業所のネットワークづくり等の取組

　　 事業所間の顔の見える関係づくり、複数事業所による勉強会の開催など、地域の介護サー

ビス事業所のネットワークづくりの取組実績があるか。
5点

　⑵ 　行政との連携・制度の理解

　　過去１年間に、次の項目に該当した取組の実績があるか。（法人としての取組を評価）

　　● 介護保険制度に関する、国・県・市等の行政機関による検討会への参画、研修企画等へ

の協力実績がある

　　● かわさきいきいき長寿プランの推進に資する取組がある

　　●区役所と連携して実施した取組がある

5点

４ 　その他評価 5点

　　積極的な提案が行われているか。 5点

合　　計 100点
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９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　（ソリッドスクエア西館10階）

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担当

　　永井・川崎

　　電話　044（200）3718

　　メールアドレス　40keasui@city.kawasaki.jp

10 　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額（上限）

　　　令和３年度から５年度

　　　１事業所あたり合計10,500,000円（非課税）

　　　〔１年あたり3,500,000円（非課税）×３年〕

　⑸ 　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する。

　⑹ 　提出された書類は返却しない。

　⑺ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　　　───────────────────

川崎市公告第40号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　多摩区内道路清掃汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　多摩区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市多摩区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒214－0008　川崎市多摩区菅北浦４丁目11番20号

　　　川崎市多摩区役所道路公園センター

　　　電　話：044－946－0044

　　　ＦＡＸ：044－946－0105

　　　E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市多摩区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－946－0105

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入
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札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前11時10分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第41号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　多摩区内道路側溝等汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所　多摩区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限　 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　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」で登録されている者。

　⑷ 　処分受入先が川崎市多摩区役所道路公園センター

から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３ 　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

　　　〒214－0008　川崎市多摩区菅北浦４丁目11番20号

　　　川崎市多摩区役所道路公園センター

　　　電　話：044－946－0044

　　　ＦＡＸ：044－946－0105

　　　E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」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 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）
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　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市多摩区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和３年１月20日（水）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－946－0105

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　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 　回答方法

　　 　令和３年１月26日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　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いたしません。

６ 　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 　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

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年１月28日（木）午前９時50分

　　イ 　場所　川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

　　　　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第42号

　　　入　　札　　公　　告　

　川崎市幸区役所行政サービス総合案内及び庁舎警備等

業務委託に関する一般競争入札について、次のとおり公

告します。
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　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市幸区役所行政サービス総合案内及び庁舎警

備等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市幸区役所庁舎（川崎市幸区戸手本町１丁目

11番地１）

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　 川崎市幸区役所の行政サービス総合案内及び庁舎

警備等、これらに付随する業務等を行う。詳細は

仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格者名簿の業種「警備」種目「人的警備」に

登載予定であること。

　⑷ 　国又は地方公共団体において類似の契約実績があ

ること。

　⑸ 　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい

ること。

　⑹ 　官公需についての中小企業の受注の確保に関する

法律第２条第１項による中小企業であること。

　⑺ 　入札期日において、令和３・４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０市

内」で登載予定であること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　担当：吉田

　　　電話　044－556－6603

　　　※ 一般競争入札参加申込書は、川崎市のホームペ

ージからダウンロードができます。（「入札情報

かわさき」－「入札情報」の「委託」－「入札

公表・財政局」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html））

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月19日

（火）までの次の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書の写し

　　ウ 　情報セキュリティに関する規格の認証取得を証

明する書類の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り一般競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び

仕様書等を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年１月21日（木）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります。また、質問書

送付した旨を３　⑴ 　宛てに電話でご連絡ください。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月21日（木）午前９時から令和３年１

月25日（月）午後４時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月27日（水）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又

はＦＡＸにより送付します。なお、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けていない者からの質

問に関しては、回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。
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　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月３日（水）午後４時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　幸区役所４階第３会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

札・契約関連情報」→「特定契約（公契約）に関す

る情報」を御確認ください。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第43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３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区東有馬二丁目2703番６

 789平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市西区南軽井沢５番地１

　　株式会社　あさひハウジングセンター

　　代表取締役　香山　裕司

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年８月13日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第49号

　　令和２年５月22日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第16号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第44号

　　　入　　札　　公　　告

　幸区内道路清掃汚泥処分業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　幸区内道路清掃汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項
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　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」に登載されていること。

　⑷ 　処分受入先が川崎市幸区役所道路公園センターか

ら直線距離で30ｋｍ程度以内であること。

　⑸ 　過去５年以内に国又は地方自治体において類似実

績があること。

３ 　競争参加申込書の配布・提出及び問い合わせ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出及び問い合わせ先

　　　〒212－0053

　　　川崎市幸区下平間357番地３

　　　川崎市幸区役所道路公園センター管理課

　　　電話：044－544－5500

　　　ＦＡＸ：044－556－1650

　　　E-Mail：63doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 一般競争入札参加申込書・仕様書・質問書は川

崎市のホームページからダウンロードできま

す。（「入札情報かわさき」－「入札情報」－「入

札情報（入札公表・落札結果）」－「入札情報」

－「委託」－「入札公表」－「財政局」）

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

　⑵ 　配布・提出及び問い合わせ期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）までの下記時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市幸区役所道路公園センタ

ーまでの距離がわかる地図の提出

　　エ 　類似契約の契約書の写し（契約書の件名と契約

者の代表印が確認できるページのみで可）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年１月19日（火）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで。ただし、電子メールで

配信する場合は令和３年１月19日（火）午前９時か

ら令和３年１月20日（水）午前11時までに配信しま

す。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸで送信して下さい。

　　　電子メール　63doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－556－1650

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）正午まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　３⑴で配布する「質問書」により提出してくださ

い。

　　 　「質問書」を送信した場合、その旨を３⑴の所管

課まで電話で連絡をしてください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年１月26日（火）に、

全ての入札参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて

送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年１月28日（木）　午前10時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市中原区役所道路公園センター会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所
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　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第45号

　　　入　　札　　公　　告

　幸区内道路側溝等汚泥処分業務委託に関する一般競争

入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　幸区内道路側溝等汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所道路公園センター管内

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」に登載されていること。

　⑷ 　処分受入先が川崎市幸区役所道路公園センターか

ら直線距離で30ｋｍ程度以内であること。

　⑸ 　過去５年以内に国又は地方自治体において類似実

績があること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0053

　　　川崎市幸区下平間357番地３

　　　川崎市幸区役所道路公園センター管理課

　　　電話：044－544－5500

　　　ＦＡＸ：044－556－1650

　　　E-Mail：63doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ

さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・

落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入

札公表」－「財政局」）

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

　⑵ 　配布・提出期間及び問い合わせ期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　産業廃棄物処分業の許可証の写し

　　ウ 　処分受入先から川崎市幸区役所道路公園センタ

ーまでの距離がわかる地図の提出

　　エ 　類似契約の契約書の写し（契約書の件名と契約

者の代表印が確認できるページのみで可）

　⑷ 　提出方法
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　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年１月19日（火）午前９時から正午までと

午後１時から午後５時まで。ただし、電子メールで

配信する場合は令和３年１月19日（火）午前９時か

ら令和３年１月20日（水）午前11時までに配信しま

す。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　63doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－556－1650

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月20日（水）午前９時から令和３年１

月22日（金）正午まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　３⑴で配布する「質問書」により提出してくださ

い。

　　 　「質問書」を送信した場合、その旨を３⑴の所管

課まで電話で連絡をしてください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年１月26日（火）に、

全ての入札参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて

送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年１月28日（木）　午前９時10分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市中原区役所道路公園センター会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第46号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎港東扇島他で使用する電力（低圧電力等）の

供給に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　東扇島他

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約895,454キロワット時

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般送配電事業者とし

て許可を得ている者、又は同法第２条の２の規定に

基づき小売電気事業者として登録を受けている者で

あること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　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 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他物

品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　港湾局川崎港管理センター港湾管理課

　　　電　話　044－287－6027

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月２日

（火）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書の提出を予定して

いる者に、無償で入札説明書を交付します。また、入

札説明書は３⑴の場所において、令和３年１月25日

（月）から令和３年２月２日（火）までの土曜日、日

曜日、休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　郵送又は３⑴と同じ場所にて交付

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月８日（月）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、質問書により受け付

けます。

　⑴ 　受付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　提出方法

　　　持参、ＦＡＸ又はメール

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月８日

（月）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月15日（月）、

全社に文書をＦＡＸ又はメールにて送付します。ま

た、３⑴の場所において、令和３年２月15日（月）

から同年２月17日（水）までの土曜日、日曜日、休

日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで縦覧に供します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年２月26日（金）　午前10時30分
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　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　　　川崎市港湾振興会館　業務棟１階会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　令和３年２月25日（木）　必着

　　（イ）入札書の提出先

　　　　　３⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第47号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎港東扇島他で使用する電力（定額電灯等）の

供給に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　東扇島他

　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

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量

調達見込数量（ｋＷｈ） 調達見込数量（定額制）

合計170,152（25か所） 20ｗ１灯

40ｗ１灯

100ｗ９灯

200ｗ26灯

300ｗ34灯

500ｗ24灯

800ｗ２灯

50va ２灯

100va10灯

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、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般送配電事業者とし

て許可を得ている者、又は同法第２条の２の規定に

基づき小売電気事業者として登録を受けている者で

あること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　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 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他物

品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速
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やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　港湾局川崎港管理センター港湾管理課

　　　電　話　044－287－6027

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月２日

（火）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　提出方法

　 　持参又は郵送

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書の提出を予定して

いる者に、無償で入札説明書を交付します。また、入

札説明書は３⑴の場所において、令和３年１月25日

（月）から令和３年２月２日（火）までの土曜日、日

曜日、休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　郵送又は３⑴と同じ場所にて交付

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月８日（月）　午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時15分まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、質問書により受け付

けます。

　⑴ 　受付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　提出方法

　　　持参、ＦＡＸ又はメール

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月８日

（月）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月15日（月）、

全社に文書をＦＡＸ又はメールにて送付します。ま

た、３⑴の場所において、令和３年２月15日（月）

から同年２月17日（水）までの土曜日、日曜日、休

日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで縦覧に供します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年２月26日（金）　午前11時00分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　　　川崎市港湾振興会館　業務棟１階会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　令和３年２月25日（木）　必着

　　（イ）入札書の提出先

　　　　　３⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金
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　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第48号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　第１期地域リハビリテーション支援拠点事業業務委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和６年３月31日

３ 　履行場所

　　 地域リハビリテーション支援拠点事業所から自動車

で概ね30分の範囲（市内に限る）

４ 　事業概要

　　 地域リハビリテーション支援拠点事業所の運営委託

業務

５ 　契約上限額

　　 36,900,000円（消費税及び地方消費税については非

課税）

６ 　参加資格

　⑴ 　市内に事業所を設置していること。

　⑵ 　理学療法士及び作業療法士法（昭和40年６月29日

法律第137号）第１条第３項に規定する理学療法士、

同法第１条第４項に規定する作業療法士、又は言語

聴覚士法（平成９年12月19日法律第132号）第２条

に規定する言語聴覚士を常勤で３名以上配置する事

業所で、本事業を実施することができる法人である

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 　本年度４月１日から起算して過去２年の間に、以

下の規定による命令及び勧告を受けていないこと。

　　ア 　医療法第64条第１項及び同条第２項に定める命

令、勧告

　　イ 　介護保険法第103条第１項に定める勧告、同条

第３項に定める命令

　　ウ 　介護保険法第76条の２に定める勧告、同条第３

項に定める命令

　　エ 　介護保険法第78条の９に定める勧告、同条第３

項に定める命令

　　オ 　介護保険法第115条の８に定める勧告、同条第

３項に定める命令

　⑹ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

　⑺ 　民事再生法に基づく再生手続きの開始の申立をし

ていないこと。

７ 　参加資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－0013 　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　専門支援担当

　　　電話：044－200－3801

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月18日

（月）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式あり）

　　イ 　事業者概要書（様式あり）

　　ウ 　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式あり）

　　エ 　誓約書（様式あり）

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送（郵送の場合は提出期間内必着）

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は文書にて、令和３年１月21

日（木）までに通知する。

８ 　質問書の提出

　⑴ 　照会窓口

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月21日（木）から令和３年１月25日

（月）午後５時まで

　⑶ 　質問受付方法

　　 　「質問書」（様式あり）により電子メールにて提出
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　　　電子メール　40keasui@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月29日（金）までに参加資格を有する

すべての事業者に文書（電子メール）にて送付

９ 　提案書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年２月１日（月）から令和３年２月８日

（月）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土、日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　提案書（様式あり）

　　イ 　要件確認書（様式あり）

　　ウ 　見積書（様式あり）

　　エ 　添付書類（任意・Ａ４片面５枚まで）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送の場合は提出期間内必着）

10 　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加事業

者は出席すること。プレゼンテーションの開催日時、

開催場所及び発表時間については、提案参加事業者に

令和３年１月下旬に電子メールにて通知する。

11 　選定審査委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定にあたっては地域リハビリテーシ

ョン支援拠点事業業務委託事業者選定審査委員会

（以下「審査委員会」という。）において以下によ

り評価を行う。審査委員会では、「提案書」「要件確

認書」「プレゼンテーション」及び「見積書」の内

容等をもとに審査し、総合評価点数が高い者を委託

予定業者として決定する。ただし、総合評価点数が

満点の60％に満たない場合は、不合格とする場合が

ある。

　⑵ 　選定の優先順位

　　ア 　地域区分の設定

　　　 　全市を対象エリアとして網羅するため、３つの

地域区分を設定し、地域区分ごとに受託予定者を

選定する。各地域区分の範囲は、提案者が提案し

たエリアを踏まえ、委員会が決める。

　　イ 　地域区分ごとの受託予定者が２事業者以下の場

合

　　　　基準点を満たした事業者を、受託予定者とする。

　　ウ 　地域区分ごとの受託予定者が２事業所を超える

場合

　　　 　第２位までの提案者が基準点を満たしている場

合、その提案者を受託予定者とする。なお、第２

位の業者が複数いる場合、当該事業者について、

次の表に従い点数を付け、点数の合計が最も高い

提案者を受託予定者とする。

各委員の評価順位 得点

１位 ３点

２位 ２点

３位 １点

　　エ 　受託予定者数の特例

　　　 　委員会が特に必要と認める場合は、地域区分ご

との受託予定者を３業者とすることができる。こ

の場合において当該地域区分の受託予定者が３業

者を超える場合、ウの第２位とあるのは、第３位

と読み替え、ウにより選定する。

12 　その他

　⑴ 　提出書類

　　 　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「提案書作成

要領」及び「仕様書」も同様にダウンロード可能）

して作成すること。また、提出された書類は返却し

ない。

　⑵ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案参加事業者の負担とする。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　要する。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹ 　選定の効果

　　 　本調達における選定の効果は、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

を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第49号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　地域包括支援センター業務委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和６年３月31日

３ 　履行場所

　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室　他



（第1,811号）令和３年(2021年)１月25日 川 崎 市 公 報

－224－

４ 　事業概要

　　 介護保険法第115条の46第１項（第４号から第６号

に掲げる事業除く）に規定する包括的支援事業及び

その他厚生労働省令で定める事業等を実施する。

５ 　契約上限額

　　 106,695,111円（消費税及び地方消費税を除く）

　（※ ）なお、地域包括支援センター開設にあたって必

要となる準備経費及び事務所の賃借料（更新料を

含む。）については、契約上限額に含めず、予算

の範囲内で別途契約を締結する。

６ 　参加資格

　 　社会福祉法人、医療法人、財団法人、社団法人、特

定非営利法人及びその他市が適当と認めた法人（営利

法人を除く。）で、中立・公正な運営を行うことがで

き、円滑に包括的支援事業等を実施できる法人である

こと。

　　また、次の要件も満たす法人であること。

　⑴ 　応募圏域内に地域包括支援センターを設置するこ

と。

　⑵ 　川崎市内において、介護保険サービスを提供する

事務所・事業所を有し、かつ１年以上（令和３年１

月１日現在）の提供実績があること。

　⑶ 　介護保険法第115条の22第２項の規定に該当しな

いものであること。

　⑷ 　地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該

当しないものであること。

　⑸ 　法人税、消費税及び地方消費税、地方税を滞納し

ていないこと。

　⑹ 　法人またはその代表者が、暴力団員による不当な

行為の防止に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団（またはその構成員）その他集団的または常習

的に暴力的不法行為その他の違反行為を行うおそれ

がある者（及びそれらの利益となる活動を行う者）

でないこと。

７ 　参加資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－013 　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話：044－200－2681　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月22日

（金）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　応募資格を有していることについての申立書

（様式２）

　　ウ 　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　エ 　誓約書（様式４）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法

に限る）

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は電子メールにて、令和３年

１月20日（水）までに通知する。

８ 　質問書の提出

　⑴ 　照会窓口

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月12日（火）から令和３年１月22日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問受付方法

　　　「質問書」（様式あり）により電子メールにて提出

　　　電子メール　40keasui@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月27日（水）までに参加資格を有する

すべての事業者に文書（電子メール）にて送付

９ 　応募書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月20日（火）から令和３年２月８日（月）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土、日、休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　応募申込書（様式１）

　　イ 　法人の概要（様式２）

　　ウ 　役員名簿（様式３）

　　エ 　基本理念・運営希望理由（様式４）

　　オ 　介護サービス等実績（様式５）

　　カ 　申立書（様式６）

　　キ 　地域包括支援センター業務実施方針（様式７）

　　ク 　職員の採用と配置及び勤務体制（様式８）

　　ケ 　職員の質の確保について（様式９）

　　コ 　個人情報保護の取組み、公平性・中立性の方策

（様式10）

　　サ 　受託準備状況（様式11）

　　シ 　地域との連携、ネットワーク構築の取組み

　　　（様式12）

　　ス 　その他（様式13）
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　　セ 　その他必要書類

　　　・定款または寄附行為等

　　　・登記事項証明書

　　　・印鑑証明書

　　　・納税証明書（国税及び地方税）

　　　・ 損益計算書、賃借対照表、キャッシュフロー計

算書、財産目録（直近３ヵ年分）

　　　・ 収支計算書（平成29 ～令和元年度）、収支予算

書（平成30 ～令和２年度）

　　　・ 事業報告書（平成29 ～令和元年度）、事業計画

書（平成30 ～令和２年度）

　　　・組織図

　　　・就業規則

　　　・法人の概要がわかるパンフレット

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法

に限る）

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

10 　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーション次のとおり実施

する。

11 　選定審査委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定に当たっては、選定審査委員会を

実施する。

　⑵ 　通知方法

　　 　審査結果については、令和３年２月末までにすべ

ての応募法人に文書で通知するとともに、市ホーム

ページで公表します。

12 　その他

　⑴ 　提出書類

　　 　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「提案書作成

要領」及び「仕様書」も同様にダウンロード可能）

して作成すること。また、提出された書類は返却し

ない。

　⑵ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案参加事業者の負担とする。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　要する。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹ 　選定の効果

　　 　本調達における選定の効果は、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

を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第50号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１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 北部地域療育センター外壁改修その他工事

履行場所 川崎市麻生区片平５丁目26番１号

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」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。
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参 加 資 格

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、本工事の請負金額が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りま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

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

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

　 　また、本工事の請負金額が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、本工事の請負金額が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配置する場合は、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２月12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51号

　公募型プロポーザル方式の実施について、次のとおり

公告します。

　　令和３年１月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　令和３年度ストレスチェック実施業務委託

２ 　委託期間

　　契約締結日から令和４年３月31日まで

３ 　委託内容

　⑴ 　川崎市職員のストレスチェック実施

　⑵ 　個人及び組織の結果分析及び報告

　⑶ 　職場環境改善の取組支援

４ 　参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　企画提案書に関するプレゼンテーション実施時に

おいて、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者

名簿の業種「その他業務」に登録予定であること。

　⑷ 　過去５年間に、自治体、民間事業者等における同

種業務の実績を有すること。

　⑸ 　一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰ

ＤＥＣ）によるプライバシーマークを付与されてい

る又は個人情報保護の対策が具体的に示されている

こと。

　⑹ 　本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑺ 　宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でな

いこと。

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年３月19日条例第

５号）第７条に基づく、暴力団員等、暴力団経営支

配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認

められる者でないこと。

５ 　参加意向申出書の配布、提出及び問合せ先

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１－８－９

　　　川崎御幸ビル６階

　　　川崎市総務企画局人事部職員厚生課

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月13日（水）から令和３年１月20日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）
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　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　郵送又は持参

　　※郵送の場合、令和３年１月20日（水）午後５時必着

６ 　提案資格確認結果通知書の交付

　 　令和３年１月22日（金）に、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登載したメールアドレスに送付します。な

お、提案資格がないという通知を受けた参加者は、通

知日から30日以内において、書面によりその理由につ

いて説明を求めることができます。

７ 　質問及び回答

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月22日（金）から令和３年１月27日

（水）まで

　⑵ 　質問方法

　　 　質問書（様式２）により、電子メールにて送信し

てください。また、送信後に電話で事務局に質問書

が到達したことを確認してください。

　⑶ 　質問に対する回答

　　 　令和３年１月29日（金）までに、参加資格がある

全ての者に電子メールで回答します。

８ 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出先

　　　５⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年２月１日（月）から令和３年２月８日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑶ 　提出書類及び部数

　　ア 　企画提案書　10部

　　イ 　経費見積書　１部

　⑷ 　提出方法

　　　郵送又は持参

　　※ 郵送の場合、令和３年２月８日（月）午後５時必着

９ 　企画提案会（プレゼンテーション）

　 　企画提案書が６者以上から提出された場合は、プロ

ポーザル評価委員会が企画提案書に基づき事前審査を

行い、提案者（原則として５者）を選定します。事前

審査を行った場合の選定結果は、令和３年２月15日

（月）までに通知します。

　⑴ 　日程

　　 　令和３年２月19日（金）午前８時40分から正午ま

で（予定）

　⑵ 　場所

　　　川崎市役所本庁舎周辺会議室（予定）

　⑶ 　プレゼンテーションについて

　　 　統括責任者又は担当者を含む２名以内の出席によ

り各社約30分（説明20分、質疑応答10分）

　⑷ 　評価について

　　ア 　次の項目につき本提案に係るプロポーザル評価

委員会が数値化して採点し、最高得点を得た者を

受託候補者とする。

　　イ 　評価項目

　　　　提案内容

　　　　業務実施体制及び実績

　　　　実施内容

　　　　調査結果の報告とフォローアップ

　　　　経費見積

10 　その他

　⑴ 　事業概算額（参考）

　　 　22,061,000円（消費税額及び地方消費税額を含

む。）を上限とします。

　⑵ 　書類作成及び提出に要した費用は、応募者の負担

になります。

　⑶ 　企画提案は１社につき１案とします。

　⑷ 　本企画提案手続に関して、本市において作成した

資料は本市の了解なく公表又は使用することはでき

ません。

　⑸ 　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。

11 　事務局

　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１－８－９

　　川崎御幸ビル６階

　　川崎市総務企画局人事部職員厚生課

　　電　話　044（200）3470

　　E-mail　17kosei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第52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３年１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

　　川崎市高津区下作延六丁目1845番１

 ほか５筆の一部　　

 2,055平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市高津区梶ヶ谷三丁目13番地31

　　株式会社　末長組　代表取締役　根本　裕之

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：60戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年６月19日
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　　川崎市指令　ま宅審（イ）第28号

　　令和２年11月20日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第83号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第53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３年１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

　　川崎市多摩区生田八丁目1664番１

 の一部　ほか２筆の一部　　

 954平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市麻生区東百合丘四丁目８番５号

　　株式会社　緑野丘企画

　　代表取締役　片山　ひろみ

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：７戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年９月４日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第57号

　　　───────────────────

川崎市公告第54号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年１月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名 　

道路位置の

地名・地番

川崎市多摩区宿河原３丁目493番２・493

番３・495番１の各一部 別図省略

幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

14.50メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第609号

指　定

年月日

令和３年

１月13日

　　　───────────────────

川崎市公告第55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３年１月14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３年度学校給食残さ資源化処理業務委託

　⑵ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　概　　要

　　 　生ごみリサイクルを推進するため、各学校やセン

ターより運び込まれた給食残さについて資源化（飼

料化）を行う業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種

目「産業廃棄物処分業」で登載されていること。（令

和２年10月12日までに令和３・４年度川崎市競争入

札参加資格審査申請を行っていること。）

　⑶ 　資源化処理施設がある自治体の一般廃棄物処分業

許可証を有していること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　調理残さ及び食べ残しの資源化処理が可能である

こと。

　⑹ 　登録再生利用事業者であること。

　⑺ 　資源化処理施設が川崎市近郊にあること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　〒210－0004

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　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　小学校給食

　　　　　　　　　太田担当

　　イ 　閲覧期間　 令和３年１月14日（木）～令和３年

１月20日（水）

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時00分
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　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市教育委員会ホームページ「そ

の他」の「令和３年度学校給食残さ

資源化処理業務委託受託事業者募

集について」（アドレス　https://

www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000123250.html）

　　イ 　閲覧期間　 令和３年１月14日（木）～令和３年

１月20日（水）

４ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　 　また、提出された競争参加申込書等を審査した結

果、当該業務の入札に参加することが認められた者に

限り、入札に参加することができます。

　⑴ 　配布、提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局

　　　健康給食推進室小学校給食　太田担当

　　　電　話：044－200－3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　　 　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと

おり、インターネットからダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　提出期間

　　 　上記３⑴イに同じ。ただし、書留郵便による場合

は、令和３年１月20日（水）まで必着とします。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき

ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に

配布します。

　　イ 　資源化処理施設がある自治体の一般廃棄物処分

業許可証の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は書留郵便とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。

５ 　資料の縦覧

　 　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に令和３年１月26日（火）までに送

付します。

　⑴ 　「令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。なお、仕様書の内容以外についての質問

は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込みを済

ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回

答しませんので御注意ください。

　　ア 　問合せ先

　　　 　上記４⑴まで入札説明書に添付の「質問書」の

様式に必要事項を記入し、持参、電子メール又は

ＦＡＸで送付してください。また、電子メール又

はＦＡＸで質問をする場合は、質問書を送信した

旨を担当まで御連絡ください。電話等による問合

せには一切応じません。

　　　 　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、インタ

ーネットからダウンロードすることができます。

　　イ 　質問受付期間

　　　　令和３年１月26日（火）～令和３年１月28日（木）

　　　　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時00分

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　令和３年２月２日（火）まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、全ての質問

及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイルに

し、競争入札参加資格があると認められた入札参

加者に対して電子メール又はＦＡＸで送付しま

す。質問がなかった場合には、連絡はいたしませ

ん。なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。
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　⑵ 　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申

請をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札、開札の場所及び日時

　　ア 　日時　令和３年２月５日（金）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　明治安田生命ビル４階

　　　　　　　教育委員会事務局第２会議室

　⑵ 　入札の方法、金額等

　　ア 　所定の入札書及び入札内訳書により入札してく

ださい。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。また、入札書には、住所、商

号又は名称、代表者の役職及び氏名を明示し、本

市の業者登録に使用した印鑑による押印及び封印

をしてください。

　　イ 　入札は、１㎏あたりの単価（税抜き）を入札金

額として行います。なお、入札内訳書の残さ飼料

化処理業務費用については、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律第七条第12項の通り、資源化処理

施設がある自治体が地方自治法第二百二十八条第

一項の規定により条例で定める処分に関する手数

料の額に相当する額を超えない額となるよう御注

意ください。また、調査報告等業務費用について

は、その他に係る経費を含め見積るものとします。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　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

受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり

ません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除

します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約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」（https://

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

関係規定において閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問合せ窓口は４　⑴ 　に同じです。

　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告第56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３年１月14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３年度川崎市学校給食センター産業廃棄物

（焼却処分廃プラスチック類）処分業務委託

　⑵ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　概　　要

　　 　川崎市学校給食センターから排出される食材が付

着したプラスチック類の焼却処分業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種

目「産業廃棄物処分」で登載されていること。（令

和２年10月12日までに令和３・４年度川崎市競争入

札参加資格審査申請を行っていること）

　⑶ 　川崎市の産業廃棄物処分業許可証を有しているこ

と。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　食材が付着したプラスチック類の焼却処分が可能

な事業所（処理施設）が川崎市内にあること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　〒210－0004

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　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〔中学校給食〕　今井担当

　　イ 　閲覧期間　 令和３年１月14日（木）～令和３年

１月20日（水）

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時00分

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市教育委員会ホームページ「学

校教育・学校施設＞学校給食＞川崎

市の学校給食」の「令和３年度川崎

市学校給食センター産業廃棄物（焼

却処分廃プラスチック類）処分業務

委託受託事業者募集について」（ア

ドレスhttps://www.city.kawasaki.

jp/880/page/0000123533.html）

　　イ 　閲覧期間　 令和３年１月14日（木）～令和３年

１月20日（水）

４ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　 　また、提出された競争参加申込書等を審査した結

果、当該業務の入札に参加することが認められた者に

限り、入札に参加することができます。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　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

　　　〔中学校給食〕：今井担当

　　　電　話：044－200－2538（直通）

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　　 　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと

おり、インターネットからダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき

ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に

配布します。

　　イ 　川崎市の産業廃棄物処分業許可証の写し

　　　 　許可証の更新手続きをしている場合は、更新手

続きに関する書類の写しを提出してください。

　　ウ 　食材が付着したプラスチック類の焼却処分が可

能な事業所（処理施設）の概要書

　　　 　食材が付着したプラスチック類の焼却処分が可

能な事業所（処理施設）が川崎市内にあることが

分かる資料を提出してください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。
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　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。

５ 　資料の縦覧

　　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に令和３年１月26日（火）までに送

付します。

　⑴ 　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。なお、仕様書の内容以外についての質問

は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込みを済

ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回

答しませんので御注意ください。

　　ア 　問合せ先

　　　 　上記４⑴まで入札説明書に添付の「質問書」の

様式に必要事項を記入し、持参、電子メール又は

ＦＡＸしてください。また、電子メールまたはＦ

ＡＸで質問する場合は、質問書を送信した旨を担

当まで御連絡ください。電話等による問合せは一

切応じません。

　　 　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、インター

ネットからダウンロードすることができます。

　　イ 　質問受付期間

　　　　令和３年１月26日（火）～令和３年１月28日（木）

　　　　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時00分

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　令和３年２月２日（火）まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイル

にし、競争入札参加資格があると認められた入札

参加者に対して電子メールします。質問がなかっ

た場合には、連絡はいたしません。なお、回答後

に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申

請をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札、開札の場所及び日時

　　ア 　日時　令和３年２月５日（金）午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　明治安田生命ビル４階

　　　　　　　教育委員会事務局第２会議室

　⑵ 　入札の方法、金額等

　　ア 　所定の入札書により入札してください。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。また、入札書には、住所、商号又は名称、代

表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に

使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　イ 　入札は、１ｋｇあたりの単価（税抜き）を入札

金額として行います。なお、この金額には契約期

間内の業務に際して必要となる費用、各種書類作

成作業等に係る一切の費用を含め見積るものとし

ます。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　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
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受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり

ません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除

します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約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」（https://

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

関係規定において閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問合せ窓口は４⑴に同じです。

　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第57号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年１月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　川崎市認知症サポーターキャラバン事業事務局委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

３ 　履行場所

　　 受託事業所等に事務局を置き、会議及び研修開催に

ついては川崎市内を対象地域とする。

４ 　事業概要

　 　認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域にお

いて認知症の人と家族を支える認知症サポーター等を

養成することにより、認知症の人や家族が安心して暮

らせる地域づくりを推進する。また、事業を円滑に実

施するためキャラバン・メイト等で構成する連絡協議

会を設置し、関係機関との連携を図りながら、地域で

のサポーター養成等の活動及び認知症の普及啓発を事

務局として推進する。

５ 　契約上限額

　　3,200,000円（税込み）

６ 　参加資格

　　⑴～⑷の全てを満たしている業者

　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 　本年度４月１日から起算して過去２年の間に、川

崎市から法第78条の９第１項に定める勧告、同条第

３項に定める命令を受けていないこと。

　⑷ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

７ 　参加資格の確認

　⑴ 　提出場所

　　　〒212－013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話：044－200－0207

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月14日（木）から令和３年１月21日

（木）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土日・休日は除く）

　⑶ 　提出書類
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　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　事業者概要書（様式２）

　　ウ 　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　エ 　誓約書（様式４）

　⑷ 　提出方法

　　　郵送又は持参

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

　⑸ 　参加資格確認審査

　　 　参加資格の審査結果は電子メールにて、令和３年

１月22日（金）までに通知する。

８ 　質問書の提出

　⑴ 　照会窓口

　　７⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月22日（金）から令和３年１月26日

（火）まで

　⑶ 　質問受付方法

　　　質問書（様式６）を電子メールにて提出

　　　電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月29日（金）までに参加意向申出書を

提出したすべての事業者に電子メールにて送付

９ 　提案書等の提出

　⑴ 　提出場所

　　　７⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月29日（金）から令和３年２月２日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土日・休日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　提案書（様式７）

　　イ 　要件確認書（様式８）

　　ウ 　見積書（様式９）

　　エ 　添付書類（任意・Ａ４片面５枚まで）

　⑷ 　提出方法

　　　郵送又は持参

　　　※郵送の場合は提出期間内必着

　　　※持参の場合は、事前に電話連絡をすること

10 　プレゼンテーションの実施

　 　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーションの開催時間、開

催場所、及び発表時間については、提案者に別途通知

する。

11 　選定審査委員会の開催

　⑴ 　審査及び決定

　　 　委託業者の選定に当たっては、選考審査委員会を

実施する。

　　 　企画提案の評価は、あらかじめ定めた選定評価基

準を基に項目ごとに数値化して採点し、合計点数の

順に最高得点応募法人を受託予定者とする。総得点

が同点の場合、重点項目の合計得点が高い応募法人

を受託予定者とする。さらに重点項目の合計得点が

同点の場合、くじ引きによるものとする。

　⑵ 　通知方法

　　 　選定結果については、書面にて通知する。

12 　その他

　⑴ 　契約書作成の要否

　　　要する。

　⑵ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　　　───────────────────

川崎市公告第58号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　令和３年１月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　　川崎市成年後見支援センター運営事業実施委託

２ 　委託内容

　 　認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力の

十分ではない人の権利や財産を守る「成年後見制度」

の利用促進を図るために、民法（明治29年法律第89号）

で定める成年後見制度の利用について専門的に支援す

る「川崎市成年後見支援センター」を設置・運営する。

等

３ 　履行期限

　　令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 　提案書の提出者の資格

　　⑴～⑷の全て満たしていること

　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 　本年度４月１日から起算して過去２年の間に、川

崎市から法第78条の９第１項に定める勧告、同条第

３項に定める命令を受けていないこと。

　⑷ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　担当部署
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　 　健康福祉局地域包括ケア推進室

６ 　参加意向申出書等

　⑴ 　参加意向申出書等の受付期間

　　　令和３年１月14日（木）から１月22日（金）まで。

　　　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

　　＊土日・休日は除く

　⑵ 　提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　事務局：川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話：044－200－2470

　　　ＦＡＸ：044－200－3926

　⑶ 　提出書類

　　①　参加意向申出書（様式１）

　　②　事業者概要書（様式２）

　　③　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

　　　（様式３）

　　④　誓約書（様式４）

　⑷ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑸ 　提出方法

　　　郵送又は持参　＊郵送の場合は受付期間内に必着

７ 　質問書の提出

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和３年１月26日（火）午後５時まで。

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　質問書様式（様式６）を本市ホームページからダ

ウンロードし、質問内容を入力し、次のアドレスに

電子メールにて提出すること。

　　　電子メール　40keasui@city.kawasaki.jp

　　 　なお、やむを得ず様式をダウンロードができない

場合は、事務局まで連絡すること。

　⑷ 　回答方法

　　 　市はすべての質問について令和３年２月３日

（水）までに回答を行う。

８ 　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　令和３年２月10日（水）午後５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　　郵送又は持参　＊郵送の場合は提出期間内に必着

　⑷ 　提出書類

　　①　提案書（様式７） １部　　

　　②　要件確認書（様式８） １部　　

　　③　見積書（様式９） １部　　

　　④　添付書類 １部　　

９ 　選定審査委員会

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月17日（水）午前（時間及び開催場所

は後日連絡。）

　⑵ 　時間

　　 　各社プレゼンテーション20分、質疑10分とする。

　⑶ 　評価項目

　　　表参照
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各項目と配点比率

項　　目 配　　点

１ 　本事業の理解度について ５点

　本事業の背景や目的及び必要性を考慮した上で、現在の権利擁護事業の実績からこの事業を

実施するにあたり十分か。
５点

２ 　実施体制・委託費の用途について 10点

　ア 　仕様書の業務を実施するにあたり、どのような実施体制とするか。既存事業への影響、

個人情報の取扱いなど管理体制は十分かどうか。
５点

　イ 　仕様書の業務を実現するため、見積金額の内訳について経費が適切か。 ５点

３ 　川崎市成年後見支援センター運営の人材と支援体制について 15点

　⑴ 　仕様書に記載してある運営体制を配置予定としているか。また、成年後見制度に関する

知識や経験はあるか。
５点

　⑵ 　配置予定者の活動実績等を考慮し、成年後見支援センターとしてどのような効果が望め

るか。
５点

　⑶ 　仕様書から求められている業務に対し、成年後見支援センターが業務を円滑に遂行でき

るよう、受託法人がどのような支援ができるか。
５点

４ 　権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築について（重点項目） 10点

　 　仕様書に記載してある「チーム」への支援について、仕組みづくりやアウトリーチをどの

ように実施するか、またその内容が具体的かつ実現可能であるか。
10点

５ 　中核機関事業の４つの機能について（重点項目） 40点

　 　中核機関事業の４つの各機能（広報、相談、利用促進、後見人支援）において、どのよう

に実施していくか。また具体的な計画書があるか。その内容が具体的かつ実現可能であるか。
各10点

６ 　市民後見人推進事業について 10点

　 　仕様書に記載してある市民後見人推進事業において、どのように実施していくか。また具

体的な計画書があるか。その内容が具体的かつ実現可能であるか。
10点

７ 　その他 10点

　⑴ 　コロナ禍において、仕様書に求められている業務をどのように実施していくか。 ５点

　⑵ 　プレゼンテーションにおいて、上記以外の成年後見制度の利用促進を図るため、提案が

具体的かつ実現可能であるか。また本市の事業目的に沿った提案内容となっており、事業

実績を高めるために有効なものであるか。

５点

合　　計 100点

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　（ソリッドスクエア西館10階）

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　認知症・権利擁護担当　奉養

　　電話　044（200）2470

　　メールアドレス　40keasui@city.kawasaki.jp

11 　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　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する。

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　　　───────────────────

川崎市公告第59号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度給食用備品（牛乳保冷庫等17台）

履行場所 川崎市立大島小学校他15校

履行期限 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「厨房機器」、種目「給

食設備」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

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

れている者。

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和３年２月19日11時00分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

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

そ　の　他 契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」をご覧ください。

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

川崎市公告第60号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　令和３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請のあった

年月日

特定非営利活動法人

の名称
代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

令和２年12月23日 特定非営利活動法人

ハクビシン被害対策協会

柿原　夕弥 川崎市宮前区野川2356番

地28

　この法人は、ハクビシンの被害に困窮し

ている人々及び対策を行う自治体に対し、

ハクビシンに関する情報提供事業、及び、

駆除・予防技術者の育成紹介事業を行い、

もって、人々が安心して生活できる環境の

整った社会の実現に寄与することを目的と

する。

令和２年12月24日 特定非営利活動法人

キーパーソン21

朝山　敦子 川崎市中原区新丸子東３

丁目1100番地12

かわさき市民活動センタ

ーブース番号１

　この法人は、主として小中学生から大学

生世代に対して、様々な社会人との交流の

場を作り、自分の将来について考えるきっ

かけを持たせ、視野を広げ、社会への旅立

ちの自覚と自立心の醸成を促し、健全な育

成に寄与することを目的とする。

　あわせて、シニア世代までのすべての世

代が、わくわくしながら主体的に社会参加

することを支援し、一人ひとりを最大限に

活かす社会を創造することを目的とする。
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令和３年１月８日 特定非営利活動法人

みどりなくらし

堀　　由夏 川崎市中原区上新城２丁

目11番25号

セシーズイシイ５－３階

　この法人は、主に子育て世代に対して食

と農、環境をテーマに、無理はせず身の丈

で半歩先へ進めることを目指して事業を行

い、企業、行政、他団体、地域と協力して、

持続可能なあたたかい社会の形成に寄与す

ることを目的とする。

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

申請のあった

年月日

特定非営利活動法人

の名称
代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

令和３年１月12日 特定非営利活動法人

ダイバーシティサポート

かわさき

青池　昌道 川崎市宮前区宮崎91番地

８

　この法人は、貧困と社会的孤立化の広が

りのなか、障がい、ひきこもり、ニート、

ジェンダー、ＬＧＢＴ、外国籍など個の多

様性によって、働きづらさ・生きづらさを

抱える若者等に対して、①就労・自立サポ

ートの核心となる「人と人をつなぐ」就労

支援や地域住民のボランティアサポーター

による支援の仕組みづくりを行い、②多様

性を尊重し「人を育て・人を生かす」経営

者との連帯・協働で、誰もが人間らしく誇

りをもって働ける職場をつくり地域に普及

する事業を行うことで、“人が輝き、企業

と地域が輝く”社会をめざし社会に貢献す

ることを目的とする。

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

川崎市公告第61号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条

第１項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証申

請がありましたので、同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　令和３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第62号

プロポーザル方式の実施について次のとおり公告します。

　　令和３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　令和３年度介護ロボット等導入支援事業

２ 　事業概要

　 　介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化な

ど、介護従事者が継続して就労するための環境整備策

及びサービスの質の向上に向けた取り組みとして、昨

今介護ロボットの活用が期待されている。本市におい

ても、市内介護事業所に対する介護ロボットの普及・

啓発を進め、介護ロボット導入の意欲向上につなげる

とともに、介護人材の確保と一層の定着を推進するた

め、介護事業所が抱える課題の解決に資することを目

的とした介護ロボットのレンタルや普及啓発イベント

での事例発表、介護ロボット導入支援マニュアルの作

成などを実施する。

３ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

４ 　応募資格

　　以下をすべて満たすこと。

　⑴ 　提案期日までの間、川崎市契約規則（昭和39年川

崎市規則第28号）第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　提案期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市の「令和２年度業務委託有資格業者名簿」

において、「業種　その他」「種目　その他」として

登載されている（または契約時に登載見込みであ

る）こと。

　⑷ 　本事業について確実に履行することができること。

　⑸ 　本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑹ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　評価項目

　⑴ 　事業効果

　　①　適切な事業達成目標の設定

　　② 　求職者向け研修対象者へ向けた効果的な広報・

アプローチ等の実施

　　③　求職者の適切な選考の実施
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　　④　効果的な研修の実施（求職者向け研修）

　　⑤　効果的な研修の実施（インストラクター研修）

　　⑥　具体的かつ効果的な就職支援、定着支援の実施

　⑵ 　事業基盤

　　⑦　事業を円滑に実施できる財務状況等の運営基盤

　　⑧　事業の適切な運営体制

　　⑨　類似する事業の実績

　⑶ 　適正実施

　　⑩　個人情報保護の取組

　　⑪　適切な経費の積算

６ 　担当部署

　 　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

７ 　公募参加申込書

　⑴ 　配布期間

　　 　令和３年１月15日（金）から令和３年　１月29日

（金）まで

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　　〒212－0013 　川崎市幸区堀川町580

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　 （川崎市インターネットホームページからもダウ

ンロード可能）

　⑶ 　提出書類

　　　公募参加申込書（様式１）　１部

　⑷ 　提出期限

　　　令和３年　１月29日（金）　午後５時（必着）

　⑸ 　提出方法

　　　郵送または電子メールのいずれかとする。

８ 　企画提案書

　⑴ 　提出期限

　　　令和３年２月３日（水）午後５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　 　事務局（問合せ先）へ事前に予約の上、持参とす

る。（提出期限までの開庁日で午前９時から午後５

時まで。ただし正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　提出書類

　　 　次の書類をファイルに綴じてインデックスを付

し、７部（原本１部＋写し６部）作成して、提出する。

　　①　応募法人の紹介に関する書類

　　　ア 　応募法人が運営する他の事業の実績が分かる

資料

　　　イ 　応募法人の組織、財務状況等が分かる資料

　　　（ア ）定款又は寄附行為及び登記事項証明書（３

か月以内のもの）

　　　（イ ）令和元年度の財産目録、貸借対照表及び損

益計算書又は収支計算書

　　　　　 　令和２年度に設立された法人にあっては、

設立時の財産目録

　　　（ウ）職業紹介事業許可を証する書類の写し

　　　（エ ）「コンプライアンス（法令遵守）に関する

申告書（様式３）」

　　　（オ ）川崎市の入札契約における暴力団等排除措

置要綱に定める「誓約書（別表様式）」

　　②　企画提案書

９ 　提案会の実施（予定）

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月10日（水）午後　※時間は後日お知

らせします。

　⑵ 　場所

　　　ソリッドスクエア西館10階

　⑶ 　時間

　　 　各応募法人について説明時間は20分、質疑応答15

分程度とする。

10 　事務局（問い合わせ先）

　 　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課　計

画推進係

　　場　所　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　電　話　044（200）2652

　　ＦＡＸ　044（200）3926

　　電子メール　40kosui@city.kawasaki.jp

11 　その他

　⑴ 　募集要領の承諾

　　 　公募に関する事項については「令和２年度介護ロ

ボット等導入支援事業委託提案書等作成要領」によ

る。応募法人は、応募書類の提出をもってこの募集

要領の記載内容を承諾したものとみなす。なお、参

加意向申出書（様式１）提出後、辞退をする場合は

令和２年８月26日までに辞退届（様式５）を提出す

ること。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　費用負担

　　 　応募に関して必要となる費用は、応募法人の負担

とする

　⑷ 　概算金額

　　 　6,635千円（消費税及び地方消費税相当額を含む）

を限度額とする。

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　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す

る。
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公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第10号

　　　入　　札　　公　　告

　幸市民館日吉分館保安警備業務委託に関する一般競争

入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　幸市民館日吉分館保安警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸市民館日吉分館

　　　（川崎市幸区南加瀬１－７－17日吉合同庁舎３階）

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」かつ企業規模「中小企業」で登録

されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種16「警備」の種目02「人的警

備」に登載されていること。

　⑸ 　本委託業務の遂行にあたり、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　⑹ 　過去２年以内（平成31年４月１日以降）に本市又

は他官公庁（国及び地方自治体）において、本委託

業務の内容及び規模をほぼ同じくする契約実績を有

すること。ただし発注者と直接契約を締結し履行し

た元請としての実績に限る。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0055　川崎市幸区南加瀬１－７－17

　　　日吉合同庁舎３階　幸市民館日吉分館　受付

　　　電　話　044－587－1491

　　　ＦＡＸ　044－587－1494

　　　E-mail　88hiyosi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月２日

（火）まで

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑷ 　　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　上記２⑹に示す実績が確認できる契約書の写し

及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者に、入札

説明書を配付します。

　 　なお、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、上記「３⑵配布・提出

期間」に縦覧に供するとともに、川崎市のホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「入札情報」で閲覧するこ

とができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、令和３年２月８

日（月）午後５時までに令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月８日（月）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月10日

（水）まで

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、上記「３⑴

配布・提出場所及び問合せ先」のＦＡＸ番号又は電

子メールアドレス宛て送付してください。また、Ｆ
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ＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質問書」を

送信した旨を上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ

先」の所管課まで電話連絡願います。

　⑸ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、上記「３⑴配布・提出場所

及び問合せ先」の場所において、令和３年２月17日

（水）の午前９時から正午までと、午後１時から午

後５時まで縦覧に供するとともに、令和３年２月17

日（水）に、競争参加資格確認通知書の交付を受け

た者（審査の結果、入札参加資格があると認められ

なかった者を除く。）へＦＡＸ又は電子メールにて

送付します。尚、回答を受信した旨を上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」の所管課まで電話連絡

願います。なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を控除した金額（消費税等を含まない契約希

望金額）を入札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封　印して持参し

てください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する金額を加

算した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時

　　　令和３年２月24日（水）午後１時30分

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　　教育文化会館４階　第２・３学習室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。また開札には

一般競争入札参加資格確認通知書を必ず持参してくだ

さい。

10 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　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。

11 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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。

　　　───────────────────



（第1,811号）令和３年(2021年)１月25日 川 崎 市 公 報

－242－

川崎市公告（調達）第11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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎市立図書館巡回車業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市立中原図書館

　　川崎市中原区小杉町３－1301

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年12月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　川崎北部市場運送サービス株式会社

　　代表取締役　沖島　由二郎

　　川崎市宮前区水沢１丁目１番１号

５ 　契約金額

　　￥101,298,120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（公示）を行った日

　　令和２年11月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第12号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　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。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局に

おける測定機器の保守管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　大師一般環境大気測定局ほか

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　　 　なお、有資格者名簿に登載のない者（入札参加業

種に登載のない者を含む。）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を令和３年

１月29日までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市内又は隣接する都市に保守技術員の拠点を

有し、各履行場所に概ね１時間以内に到着できるこ

と。また、市の求めに応じて閉庁日及び夜間におけ

る緊急保守が可能であること。

　⑸ 　川崎市内（積替保管許可を有する場合は積替保管

場所を管轄する自治体も含む）において、履行期間

満了までの間、有効な産業廃棄物（汚泥、廃プラス

チック類及びガラスくず）の収集運搬業の許可を有

すること。

　⑹ 　公益社団法人日本環境技術協会実施の環境大気常

時監視技術者試験（専門技術者以上）に合格した者

を主任技術員として、本業務に主として従事させる

ことが可能であること。また、前記の主任技術員を

配置した上で、本業務の従事者は全員、本業務に類

似の測定機の保守管理を１年以上従事した者のみで

構成できること。

　⑺ 　過去２か年以内に、本市又は他官公庁において、

大気汚染防止法第22条に基づく大気環境測定機器保

守管理業務の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　田邊

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸～⑺の内容を確認できる許可書、合格
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証及び契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。郵送の場合、期日までに

到着するように、書留郵便等配達の記録が残る方法

で送付してください。（送付先：３⑴のとおり。）

　　※ 封筒には「一般競争入札参加資格確認申請書在

中」と大きく書いてください。

　　 　発送時に、郵送にて提出する旨を３⑴の問い合わ

せ先までご連絡ください。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

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

　⑸ 　入札説明書及び仕様書の入手方法

　　 　入札説明書及び仕様書は、インターネットからダ

ウンロードすることができます。（「入札情報かわさ

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

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）ダウンロードができない場合には、

上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、競争入札参加資格確認通知

書を令和３・４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３年２月５日（金）

までに送付します。委任先メールアドレスを登録して

いない場合は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月５日（金）

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月12日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月18日

（木）に、参加全者あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。

　　ア　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和３年３月５日（金）午前10時00分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　イ　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和３年３月４日（木）必着

　　（イ）入札書の提出先

　　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）に同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧
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　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

10 　Summary

　⑴ 　Tendering title

　　　 Entrustment of maintenance and management 

of observation equipment of air pollution 

monitoring stations and road side monitoring 

stations

　⑵ 　Submission deadline at tender venue

　　　10 AM 5th,March 2021

　⑶ 　Submission deadline by postmail

　　　4th,March 2021

　⑷ 　Contact details

　　　Kawasaki Environment Research Institute 

　　　 3-25-13, Tonomachi, Kawasaki-ku, 

　　　Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0821, JAPAN

　　　 Kawasaki Life Science & Environment Research 

Center 3F

　　　TEL: +81-44-276-9096

　　　FAX: +81-44-288-3156

　　　E-mail: 30sotii@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第13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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度川崎市教育会館運営管理業務委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市教育会館

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市教育会館における貸館、受付等の運営管理

業務の委託に関する調達です。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。一般競争入札参加資格確認申請

書、仕様書及び質問書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」の「入札情報（入札公表・落札

結果）」の委託欄の「入札公表」の中にあります。）。

ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間

に、上記３⑴の場所で配布します。（「入札情報か

わ さ き 」https://www.city.kawasaki.jp/233300/
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index.html）

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４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３年２月４日（木）

までに送付します。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月４日（木）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月10日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月18日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、年間委託料の金額（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月４日（木）午後２時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第２研修室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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14号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　あさお体験広場に係る運営管理業務委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区上麻生４丁目25番１号
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　　　ゆうゆう広場あさお

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　ゆうゆう広場あさおにある体験広場を、近隣の市

立小中学校の児童生徒及び教職員の農体験・実習の

場として活用するため、運営管理を受注者に委託す

るものです。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加資格確認申請書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。一般競争入札参加資格確認申請

書、仕様書及び質問書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」の「入札情報（入札公表・落札

結果）」の委託欄の「入札公表」の中にあります。）。

ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間

に、上記３⑴の場所で配布します。（「入札情報か

わ さ き 」https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

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３年２月４日（木）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月４日（木）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月10日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月18日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、年間委託料の金額（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月４日（木）午後３時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第２研修室

　⑶ 　入札保証金
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　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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15号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度国民健康保険料還付金に係る帳票作成

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、令和３・４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」（Ｎ

ＥＣ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500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。

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：山崎

　　　電話：044－200－2637

　　　 F A X：044－200－3930　MAIL：40hoken@city.

kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月３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
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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。

（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html→「入札情報」→「入札情報

（入札公表・落札結果）」→委託欄の「入札公表」

の中にあります。）

　　 　ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期

間に、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、令和３・４

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３年２月５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３年１月25日（月）から令和３年２月８日

（月）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３年２

月12日（金）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「２　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３年２月18日（木）午後２時20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。

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。
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川崎市公告（調達）第16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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　24時間子供ＳＯＳ電話相談業務委託

　⑵ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑶ 　委託概要

　　 　いじめ問題等に悩む子供や保護者がいつでも相談

できるように、現在総合教育センターが行っている

電話相談の時間外（午後６時から翌朝９時）、年末

年始（24時間）について、電話相談を委託します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。一般競争入札参加資格確認申請

書、仕様書及び質問書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」の「入札情報（入札公表・落札

結果」の委託欄の「入札公表」の中にあります。）。

ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間

に、上記３⑴の場所で配布します。（「入札情報か

わ さ き 」https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

４ 　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、令和３・４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３年２月４日（木）

までに送付します。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月４日（木）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月10日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月18日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、確認通知

書の提示を求めますので、入札当日に必ず持参し

てください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、年間委託料の金額（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま
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す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午後３時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第５研修室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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17号

　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市総合教育センター適応指導教室バス運行管

理委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総合教育センター他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市がゆうゆう広場運営のために所有している

マイクロバスの運行管理委託に関する調達です。な

お、マイクロバスはゆうゆう広場の児童、生徒のた

めに開催される社会科見学等行事で児童・生徒を目

的地まで送迎を行う際に使用します。

　　 　また、本委託契約は運行１回あたりの単価による

ものとします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。一般競争入札参加資格確認申請

書、仕様書及び質問書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」の「入札情報（入札公表・落札

結果」の委託欄の「入札公表」の中にあります。）。

ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間

に、上記３⑴の場所で配布します。（「入札情報か

わ さ き 」https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

４ 　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、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請
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書の委任先メールアドレスに令和３年２月４日（木）

までに送付します。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月４日（木）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月10日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月18日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、確認通知

書の提示を求めますので、入札当日に必ず持参し

てください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、運行１回あたりの単価（税抜き）

を入札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午前10時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第２研修室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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18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３年１月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び納入予定数量

　　　アンモニア水　　約640トン

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで
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　⑸ 　本案件は、紙入札方式により行います（電子入札

はできません）。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当する資格停止

期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の買入れ等有資格業者名簿の業種「薬品」

種目「化学工業薬品」に登載されており、Ａ又はＢ

の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者も含む。）は、財政局資

産管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請

を令和３年２月８日までに行ってください。

　⑷ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し確実に納入することができること。

　⑸ 　この購入物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　松田

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　　 　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所 　川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の「入

札公表」

　　イ 　閲覧期間　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合

わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により上記１⑴

の購入物品ごとにそれぞれ一般競争入札参加申込書等

を提出しなければなりません。ただし、一般競争入札

参加申込書等の郵送による提出は認めません。

　 　また、提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。提出された書

類等を審査した結果、当該物品を納入することができ

ると認められた者に限り、入札に参加することができ

ます。

　⑴ 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

一般競争入札参加申込書をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記１⑴の購入物品を安定して供給できること

を証明する書類（代理店証明書等）

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。

　　また、入札説明書は上記３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者　

　　環境局施設部処理計画課　担当　島田

　　電話　044－200－2589

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書の配布は、上記３⑴の場所で行います。

　　　 　また、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からもダウンロードでき

ます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を提出して

ください。

　　　　配布・提出期間

　　　　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　 　また、質問書を提出する場合には、紙の質問書

と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式
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のまま保存した質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　令和３年２月26日　午後５時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日

までに８の入札参加資格確認通知書等に添付して

交付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４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令和３年２月26日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年２月26日の午前９時～正午、午後

１時～午後５時に上記３⑴アの場所において一般競争

入札参加資格確認通知書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10 　　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　上記１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付し、

薬品１トンあたりの単価で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月12日

　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　令和３年３月10日　必着

　　イ 　あて先　上記３⑴アに同じ

　⑷ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第９条第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札案件ご

とにそれぞれ入札単価に予定数量を乗じて得た額の

２パーセントを入札書提出前に納付しなければなり

ません。なお、郵便をもって入札する場合は、入札

書と同時に納付することができます。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、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

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第33条第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約単価に

予定数量を乗じて得た額の10パーセントを納付しな

ければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧でき

ます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 
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purchased:

　　　Ammonia water , approximately 640t

　⑵ 　 Time-limit for tender : 

　　　11:00 AM,12 March 2021

　⑶ 　 Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　Contract Section 

　　　Property Administration Department 

　　　Finance Bureau 

　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku 

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第19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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び納入予定数量

　　　重曹（微粉重曹）　　約520トン

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式により行います（電子入札

はできません）。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当する資格停止

期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の買入れ等有資格業者名簿の業種「薬品」

種目「化学工業薬品」に登載されており、Ａ又はＢ

の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者も含む。）は、財政局資

産管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請

を令和３年２月８日までに行ってください。

　⑷ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し確実に納入することができること。

　⑸ 　この購入物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　松田

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話　044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　　 　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所 　川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の「入

札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合

わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により上記１⑴

の購入物品ごとにそれぞれ一般競争入札参加申込書等

を提出しなければなりません。ただし、一般競争入札

参加申込書等の郵送による提出は認めません。

　 　また、提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。提出された書

類等を審査した結果、当該物品を納入することができ

ると認められた者に限り、入札に参加することができ

ます。

　⑴ 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

一般競争入札参加申込書をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記１⑴の購入物品を安定して供給できること

を証明する書類（代理店証明書等）

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。
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　 　また、入札説明書は上記３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者　

　　環境局施設部処理計画課　担当　島田

　　電話　044－200－2589

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　　質問書の配布は、上記３⑴の場所で行います。

　　　 　また、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からもダウンロードでき

ます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を提出して

ください。

　　　　配布・提出期間

　　　　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　 　また、質問書を提出する場合には、紙の質問書

と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式

のまま保存した質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　令和３年２月26日　午後５時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日

までに８の入札参加資格確認通知書等に添付して

交付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４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令和３年２月26日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年２月26日の午前９時～正午、午後

１時～午後５時に上記３⑴アの場所において一般競争

入札参加資格確認通知書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　上記１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付し、

薬品１トンあたりの単価で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月12日

　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期限　　令和３年３月10日　必着

　　イ 　あて先　上記３⑴アに同じ

　⑷ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第９条第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札案件ご

とにそれぞれ入札単価に予定数量を乗じて得た額の

２パーセントを入札書提出前に納付しなければなり

ません。なお、郵便をもって入札する場合は、入札

書と同時に納付することができます。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、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

決を条件とします。
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　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第33条第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約単価に

予定数量を乗じて得た額の10パーセントを納付しな

ければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧でき

ます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　 Bicarbonate of soda

　　　(Fine powder bicarbonate of soda),

　　　approximately 520t

　⑵ 　 Time-limit for tender : 

　　　11:00 AM,12 March 2021

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　Contract Section 

　　　Property Administration Department 

　　　Finance Bureau 

　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku 

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan 

　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第20号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 国民健康保険料督促状兼納付書等作成及び封入封

緘業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局収納管理課、各区役所保険年金

課・支所区民センター及び本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 「国民健康保険料督促状兼納付書等作成及び封入

封緘業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製

「COKAS-X」を使用）で取り扱う以下のフォントを

正しく印字できる環境を有していること。

　　ア 　ＭＳ明朝（JIS90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフトウェ

アとして「FontAvenue外字コントロール2000」（Ｎ

ＥＣ製）があります。

　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能な

データ形式（拡張子：.TTF/.TTE）で配布するこ

とが可能です。

　⑸ 　平成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30,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があり、

問題なく履行したこと。

　⑹ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先
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　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部収納管理課

　　　（担当　横島・佐藤）

　　　電　話　044－200－3595（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物 

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、令和３年２月３日（水）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していないも

のには、令和３年２月３日（水）の午前９時から

午後５時までに上記３⑴の場所において一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月４日（木）から令和３年２月８日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴　

の電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付して

ください。また「質問書」送付後、送付した旨を３

⑴の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、令和３年２月12日（金）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月18日（木）午後１時40分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。
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　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第21号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　保険料催告用納付書等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局収納管理課、各区役所保険年金

課・支所区民センター及び本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　 「令和３年度保険料催告用納付書等作成及び封入

封緘業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４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」で登録される予定であること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製

「COKAS-X」を使用）で取り扱う以下のフォントを

正しく印字できる環境を有していること。

　　ア 　ＭＳ明朝（JIS90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフトウェ

アとして「FontAvenue外字コントロール2000」（Ｎ

ＥＣ製）があります。

　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能な

データ形式（拡張子：.TTF/.TTE）で配布するこ
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とが可能です。

　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5,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があり、

問題なく履行したこと。

　⑹ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部収納管理課

　　　担当　野村

　　　電　話　044－200－3588（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを既に登録している

ものには、令和３年２月３日（水）までに一般競

争入札参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスをまだ登録していな

いもの及びこの登録のないものには、令和３年２

月３日（水）の午前９時から午後５時までに上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通

知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月４日（木）から令和３年２月８日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　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番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、令和３年２月12日（金）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月18日（木）午後２時40分
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　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第22号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　保険料延滞金納付書等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局収納管理課、各区役所保険年金

課・支所区民センター及び本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 「保険料延滞金納付書等作成及び封入封緘業務委

託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国保ハイアップシステム（ＮＥＣ製

「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。
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　　ア 　ＭＳ明朝（JIS90）

　　イ 　ＭＳ明朝用外字フォント（Windowsの外字機能）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　※ 　上記イからエのフォントを制御するソフトウェ

アとして「FontAvenue外字コントロール2000」（Ｎ

ＥＣ製）があります。

　　※ 　上記イからエのフォントについて、編集可能な

データ形式（拡張子:.TTF/.TTE）で配布すること

が可能です。

　⑸ 　平成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2,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があり、

問題なく履行したこと。

　⑹ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部収納管理課

　　　（担当　今井・佐藤）

　　　電　話　044－200－3595（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、令和３年２月３日（水）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していないも

のには、令和３年２月３日（水）の午前９時から

午後５時までに上記３⑴の場所において一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月４日（木）から令和３年２月８日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、令和３年２月12日（金）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。
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　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　令和３年２月18日（木）午後２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）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第23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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　総合教育センター他７施設総合管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　総合教育センター他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　　 総合教育センター他７施設の総合管理業務の委託

に関する調達です。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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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者であること。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「警備」種目「人的警備」

及び業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保

守点検」「空調・衛生設備保守点検」に登載されて

いること。

　⑷ 　川崎市内に本社を有すること。

　⑸ 　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。

　⑹ 　従事予定責任者の名簿、資格（写し）を証明する

もの、社員（保険証の写し等）であることを証明で

きるものを提出すること。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等

は、インターネットからダウンロードすることがで

きます（「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入

札情報（入札公表・落札結果」の委託欄の「入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、上記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配布

します。（「入札情報かわさき」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類

似の契約実績を証明するもの。

　　イ 　従事予定責任者の名簿、資格を証明するものと

社員であることを証明できるもの。

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

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３年２月５日（金）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月５日（金）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月12日

（金）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月18日

（木）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、年間委託料の金額（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午前11時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第２研修室

　⑶ 　　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法
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　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（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 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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24号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　教育委員会事務局文書集配業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　 教育委員会事務局総務部庶務課、本市が指定する

集配所等

　⑷ 　委託概要

　　　 集配車両をもって本市が指定する集配所を巡回

し、信書等を集配する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」種目「運

送業務」に登録されていること。

　⑷ 　民間事業者による信書の送達に関する法律（平成

14年法律第99号）第29条に規定する特定信書便事業

の許可を受けていること。

　⑸ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　　　（明治安田生命川崎ビル３階）　住田

　　　電話　044－200－3257（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）まで（午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　民間事業者による信書の送達に関する法律第29

条の規定に基づく特定信書便事業の許可証の写し

　　ウ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、一般競争入札参加確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月１日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付
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　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和３

年１月25日（月）から令和３年１月29日（金）まで

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）縦覧に供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月１日（月）から令和３年２月５日

（金）まで（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

　　 　令和３年２月９日（火）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月19日（金）　午前10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　教育委員会事務局第２会議室

　　　　（明治安田生命川崎ビル４階）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約金額の総額（消費税を含ま

ない）を入札書に記載してください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第25号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　教育委員会事務局文書仕分け業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　⑷ 　委託概要

　　 　発注者が委託した運搬業者が回収した集配物等を

文書集配棚へ仕分ける。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

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

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「その他」種目「その他」に

登録されていること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を持参により提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　教育委員会事務局総務部庶務課

　　　（明治安田生命川崎ビル３階）　住田

　　　電話　044－200－3257（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）まで（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）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、一般競争入札参加確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月１日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和３

年１月25日（月）から令和３年１月29日（金）まで

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）縦覧に供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月１日（月）から令和３年２月５日

（金）まで（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

　　 　令和３年２月９日（火）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月19日（金）　午前11時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　教育委員会事務局第２会議室

　　　　（明治安田生命川崎ビル４階）

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約金額の総額（消費税を含ま

ない）を入札書に記載してください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否
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　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第26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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 庁内情報環境整備に係るパーソナルコンピュータ等

の賃貸借及び保守契約（令和３年３月31日導入分）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５－４（第３庁舎９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年12月８日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社ＪＥＣＣ

　　専務取締役　依田　茂

　　東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

５ 　契約金額（税抜きリース総額）

　　総額　370,512,000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10月26日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第27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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 オンライン学習サービス（不登校児童生徒等対

象）利用許諾契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総合教育センター他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　本市における不登校児童生徒等に対し、多様な教

育機会の一つとして、ＩＣＴを活用した学習支援を

行う。本入札は、不登校児童生徒等が使用する学習

支援オンラインサービスの利用に関する調達です。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「電算関連業務」種目「その

他の電算関連業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月２日

（火）までの下記の時間　午前９時～正午及び午後

１時～５時（土・日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等

は、インターネットからダウンロードすることがで

きます（「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入

札情報（入札公表・落札結果）」の委託欄の「入札

公表」の中にあります。）。ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配

布します。（「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

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３年２月５日（金）までに送付しま

す。
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　 　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３年２月５日（金）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月12日

（金）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月18日

（木）までに、全参加社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、月額利用料に期間（12 ヶ月）を

乗じた額で見積もりをし、金額（税抜き）を入札

書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午後２時

　　イ 　入札場所　総合教育センター　第５研修室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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28号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度川崎市国民健康保険高額療養費帳票作

成等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市健康福祉局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４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　「令和３年度川崎市国民健康保険高額療養費帳票

作成等業務委託仕様書」によります。
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２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国民健康保険システム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」（Ｎ

ＥＣ製）があります。

　　※ 　上記アからエのフォントについて、編集可能な

データ形式（拡張子：.TTF/.TTE）で配布するこ

とが可能です。

　⑸ 　平成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5,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があるこ

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 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　（担当　サクライ）

　　　電　話　044－200－2634（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、令和３年２月３日（水）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していない者

には、令和３年２月３日（水）の午前９時から正

午までに上記３⑴の場所において一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月３日（水）から令和３年２月８日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当宛て電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で
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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３年２月12日（金）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月18日（木）午後１時

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　⑶ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価の合計（消費税

額及び地方消費税額を含めないこと。）を記載し

てください。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価金額を記入した単価契約一覧表を必ず添付

してください。（後日、競争参加資格確認通知書

と合わせて、電子メールで送付します。）

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　　※　契約は単価契約となります。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。
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　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第29号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度国民健康保険給付費返還請求に係る帳

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課及び受注者社屋等

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　「令和３年度国民健康保険給付費返還請求に係る

帳票作成及び封入封緘等業務委託仕様書」によりま

す。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市国民健康保険システム（ＮＥＣ製「ＣＯＫＡ

Ｓ－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」（Ｎ

ＥＣ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、本市または他の官公庁

において、類似の業務（一度に扱うデータ件数が

500件程度以上であり、複数種類の帳票等を作成し、

封入封緘、納品する業務）に関する契約実績がある

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 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　（担当　ツツミ）

　　　電　話　044－200－2634（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書

等は、「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す。なお、ダウンロードができない場合等に対応す

るため、３⑴の場所において３⑵の期間、配布も行

います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申
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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３年２月２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も

のには、令和３年２月２日（火）の午前９時から

正午までに上記３⑴の場所において一般競争入札

参加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月８日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号宛て送付してく

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３年２月12日（金）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月18日（木）午後１時20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）

　　　　パレール三井ビル12階

　　　　健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価に予定数量を乗じた金額の合計

（総価）によって行います。ただし、契約する際

の単価は、その者が積算内訳書に記載した単価と

します。

　　イ 　入札書に記載する入札金額は、消費税額及び地

方消費税額を除いた金額とします。

　　ウ 　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価、数量、単価に数量を乗じた金額及び合計

金額を記載した「積算内訳書」を必ず添付してく

ださい。

　　エ 　入札書及び積算内訳書は、封筒に入れ、封印し

て提出してください。

　　オ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書及

び積算内訳書を用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
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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 　入札及び改札に立ち会うものに関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第30号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度　川崎市国民健康保険レセプト内容点

検及び再審査申出等業務委託

　⑵ 　納入場所及び履行場所

　　 　納入場所、画像レセプト確認及び再審査申出に係

る履行場所は、健康福祉局医療保険部医療保険課と

します。ただし、点検業務に係る履行場所は、受注

者が用意することとします。

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　レセプト内容点検の実施、再審査申出の実施

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「電算関連業務」・種目

「その他の電算関連業務」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　当該契約について、平成31年４月１日以降に、本

市又は他官公庁において類似の契約実績があること。

　⑸ 　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 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加

申込書、２⑷の契約実績を証する書類、２⑸を証する

登録証の写しを提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市役所　健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　給付係（担当　原田）

　　　電　話　　044－200－2634（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　ウ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参による提出とし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　契約書（案）、一般競争入札参加申込書及び積算

内訳書等は、川崎市ホームページ内「入札情報か

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

index.html）に掲載します。なお、ダウンロードが

できない場合等に対応するため、３⑴の場所におい

て３⑵の期間、配布も行います。
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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 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録しているもの

には、令和３年２月３日（水）までに一般競争入

札参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していない者

には、令和３年２月３日（水）の午前９時から正

午までに上記３⑴の場所において一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月３日（水）から令和３年２月８日

（月）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、令和３年２月12日（金）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年２月18日（木）午後３時40分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210―0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価に予定数量を乗じた金額の合計

（総価）によって行います。ただし、契約する際

の単価は、その者が積算内訳書に記載した単価と

なります。

　　イ 　入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方

消費税を除いた金額とします。

　　ウ 　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価、数量、単価に数量を乗じた金額及び合計

金額を記載した「積算内訳書」を必ず添付してく

ださい。

　　エ 　入札書及び積算内訳書は、封筒に入れ、封印し

て提出してください。

　　オ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書及

び積算内訳書を用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査等を行う場合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施します。

　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
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認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第31号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市応急手当普及啓発活動事業に関する業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内の各消防署ほか、市内事業所等

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月26日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　　仕様書のとおり

２ 　競争参加資格

　 　本件入札は、次の関係する条例、規則等を理解し、ま

た次の条件をすべて満たす者が参加できるものとする。

　⑴ 　関係条例、規則等

　　ア　川崎市契約条例

　　イ　川崎市契約規則

　　ウ　川崎市一般競争入札実施要綱

　　エ　川崎市入札参加資格者指名停止等要綱

　　オ　川崎市競争入札参加資格心得

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「その他業務」、種目

「催物会場設営及びイベント,運営・企画」に登録

されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　消防局警防部救急課救急指導係

　　　（消防局総合庁舎７階）

　　　電　話　044－223－2627

　　　ＦＡＸ　044－223－2619

　　　Email：84kyukyu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）までの午前９時00分から正午及び、午後１時

00分から午後５時00分までとします。

　⑶ 　提出物

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」からダ

ウンロードできます。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で入札仕様書及び入札説明を交付します。

また、一般競争入札参加資格確認書、入札仕様書等

は川崎市インターネットホームページ「入札情報か

わさき」によりダウンロードすることができます。

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

４ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問書受付日

　　　令和３年２月２日（火）午前９時00分から

　⑶ 　質問書受付締切日

　　　令和３年２月５日（金）午後５時00分まで

　⑷ 　回答日

　　 　令和３年２月10日（水）に参加者宛て文書（ファ

クシミリ又は電子メール）にて送信します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、一般競争入札

参加資格確認申請書を提出した者に令和３年２月２日
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（火）までに、ファクシミリ又は電子メールで送付し

ます。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札手続き等

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時：令和３年２月16日（火）午前11時00分

　　　場所：川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　 　入札書には、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記載

するものとします。

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参（郵送提出不可）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

　⑺ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」から閲覧することができます。

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

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口

　　　上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第32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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　令和３年度川崎市福祉バス運行事業委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

３ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課

　　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア

　　西館10階

４ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年12月25日

５ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　ふじばす

　　代表取締役　神山　千秋

　　神奈川県横浜市港南区最戸１－３－６

６ 　契約金額

　　キロ制単価： 120円　　　　

　　時間制単価： 5,310円　　　　

　　ガイド単価： 10,000円　　　　

　　バス変更単価： 10,000円　　　　

　 　ただし、いずれの単価も消費税及び地方消費税額を

含まない

７ 　契約の相手方を決定した手続
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　　一般競争入札

８ 　入札の公告を行った日

　　令和２年11月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第33号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市内43箇所

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和８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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「リース」種目「その他」

で登録されていること。

　⑷ 　高度管理医療機器等賃貸業の許可を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒212－0013 　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエアビル西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健医療政策室　担当：中林

　　　電話：044－200－3740　ＦＡＸ：044－200－3934

　　　MAIL：40iryose@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで（土曜日、日曜日除く）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　高度管理医療機器等貸与業許可証（入札日にお

いて有効期間内のもの）の写し

　　ウ 　納入予定機器のカタログ

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　申込書及び入札説明書は、インターネットからダ

ウンロードすることができます。（「入札情報かわさ

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

html→「入札情報」→「入札情報（入札公表・落札

結果）」→物品欄の「入札公表」の中にあります。）

　　 　ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期

間に、３⑴の場所で配布します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争参加申込書を提出した者には、令和３・４

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３年２月４日（木）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３年１月25日（月）午前８時30分から

　　　令和３年２月４日（木）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴のＦＡＸまたは電子メールアド

レスあて送付してください。なお、質問書を送付し

たときは、その旨を担当まで電話で御連絡ください。

　⑷ 　回答

　　 　入札参加者から質問があった場合は、全ての質問

及び回答を一覧表にした質問回答書を、令和３年２

月８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

　　 　入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの総額で

行います。月額の賃貸借料（消費税及び地方消費税

に相当する金額を除き、１円未満の端数を切り捨て

た額）を、履行期間の月数（60 ヶ月）で乗じる方

法で見積もりしてください。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　　令和３年２月15日（月）午後２時

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエアビル西館12階　12Ｄ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法
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　　　持参によります。

　⑷ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　⑸ 　開札の日時・場所

　　　上記７⑵に同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第34号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　消防訓練等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内の各消防訓練等実施場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年５月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　地震体験車の派遣を伴う消防法（昭和23年法律第

186号）第８条等に基づく訓練指導。地震体験車の

派遣を伴うその他の訓練指導。地震体験車の日常点

検、清掃等の維持管理。地震体験車の点検、修理等

に係る回送業務。機関運用日誌の記録。その他必要

と認められる業務。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に該当しないこと。

　⑵ 　入札日までに、川崎市競争入札参加資格者指名停

止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　「令和３・４年度業務委託有資格業者名簿（川崎

市）」の業種「その他業務」種目「催物会場設営及

びイベント、運営・企画」に登緑されていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　川崎市消防局予防部予防課予防係

　　　電話　044－223－2705（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）までの、午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

並びに入札説明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで。

　⑵ 　場所
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　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書及び仕様書の交付

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３

⑵の期間で縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます。（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託「入札公表中」の中にありま

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

index.html）。なお、インターネットから入手でき

ない者には、申し出により無償で交付します。川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メー

ルアドレスを登録している場合は、一般競争入札参

加資格確認通知書と一括して自動的に電子メールで

配信されます。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様書等に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月５日

（金）の午前９時から午後５時まで。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　84yobo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－223－2795

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月10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又は

ＦＡＸで送付します。なお、この入札の参加資格を

満たしていない者からの質問に関しては回答しませ

ん。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　本市指定の入札書による入札方式とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時：令和３年２月16日（火）10時00分

　　イ 　場所：川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条に基づき作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場

合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ内「入札情報」（http://

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

係規定で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本件業務の詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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35号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する入札について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市立特別支援学校スクールバス車両の運転等

業務委託（令和３～５年度）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立田島支援学校等

　⑶ 　履行期間
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　　　令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　川崎市立特別支援学校の児童生徒及び関係教職

員を対象として、通学及び校外行事等に使用する

バスの運転業務を行う。

　　イ 　詳細は仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種（種目）に登載のない者も含む。）は財政局資

産管理部契約課に所定の様式により資格審査申請を

令和３年１月29日（金）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間（平成28年度～令和２年度）のいずれ

かの年度において、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 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　明治安田生命川崎ビル４階

　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課支援教育係

　　二ノ宮担当

　　電　話　044－200－3287（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　E-Mail　88sidou@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）。受付

時間は午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　　 　また、川崎市教育委員会のホームページ（http://

www.city.kawasaki.jp/0000123855/index.html）か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　　 　なお、契約の履行を証明する書類が日本語以外

の記載の場合は、その翻訳文を添付してください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　　※ 郵送の場合、発送後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月５日（金）

　　 　令和３・４年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合、電子メール

で配信します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、入札説明書を無料交付します。

　　 　なお、入札説明書は上記３の場所において、令和

３年１月25日（月）から令和３年１月29日（金）ま

で（土曜日・日曜日・祝日を除く。受付時間は午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

縦覧に供します。

　　 　また、入札説明書は川崎市教育委員会のホームペ

ー ジ（http://www.city.kawasaki.jp/0000123855/

index.html）からダウンロードすることができます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月９日

（火）（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 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。なお、ＦＡＸ及び電子メー

ル後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月19日（金）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答します。電話等による結果の

問い合わせには一切応じません。

　⑸ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参
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加資格を有する全ての者に回答いたします。

　　ウ 　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が

なかった場合は電話にてご連絡ください。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　 　入札は、所定の入札書をもって行います。入札金

額は、契約金額の総額（消費税等を含まない複数年

（契約の全期間３年間）の金額）を記載してくださ

い。

　　 　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

め、書留郵便による応札とします。

　　※ 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、令和３

年３月８日（月）【必着】までに３の宛先に必ず

書留郵便により送付してください。また、発送後

に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年３月９日（火）午前９時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　　※ 郵送により応札を実施しますので、来庁いた

だく必要はありません。

　　　　※ 入札結果につきましては、開札後、速やかに

お知らせいたします。

　⑶ 　再度入札等の実施

　　 　落札者がいない場合、または、くじにより落札者

を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い

たします。

　⑷  　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺　入札に関する苦情等

　　 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達

苦情検討委員会へ申立てることができます。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において、閲覧すること

ができます。

10 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎

市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得の定めるところによります。

　⑶ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。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議決を要します。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。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、この契約

を変更又は解除することができます。

11 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased :

　　　 Kawasaki Municipal Special Support School 

School Bus Vehicle driving, etc. outsourced 

(Reiwa 3-5 years)

　⑵ 　Time-limit for tender

　　　March,9,2021【Must arrive】

　⑶ 　Contact point for the notice

　　　 KAWASAKI CITY OFFICE Board of Education 

Secretariat 

　　　 School Education Department Support 

education staff

　　　 6, Miyamoto-cho, Kawasaki-ku Kawasaki, 

Kanagawa 210-0004, Japan

　　　TEL : 044-200-3287
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川崎市公告（調達）第36号

　　　入　　札　　公　　告

　教育文化会館大師分館保守警備業務委託契約に関する

一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　教育文化会館大師分館保守警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市教育文化会館大師分館

　　　 （川崎市川崎区大師駅前１－１－５　川崎大師パ

ークホームズ２階）

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　委託業務仕様書による

２ 　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 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種16「警備」の種目02「人的警

備」に登載されていること。

　⑸ 　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0802

　　　川崎市川崎区大師駅前川崎大師パークホームズ２階

　　　受付

　　　電　話：044－266－3550

　　　ＦＡＸ：044－266－3554

　　　電子メール：88daisi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　※ 入札参加申込書の様式について、電子メールでの

配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメー

ルアドレスへ御連絡ください。（電話とメール、

両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により入札参加申込書を提出した者に、無償で入

札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和３年

１月25日（月）から令和３年１月29日（金）まで縦覧

に供します。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３年２月２

日（火）午後５時までに令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て資格確認通知書を送付します。な

お、電子メールアドレスの登録を行っていない場合

は、次により資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月２日（金）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月８日

（月）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴の場所

まで持参、電子メールアドレス又はＦＡＸにて送付

してください。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和

３年２月16日（火）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、令
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和３年２月２日（火）に、資格確認通知書の交付を

受けた者（審査の結果、入札参加資格があると認め

られなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電子メール

にて送付します。尚、回答を受信した旨を３⑴の所

管課まで電話連絡願います。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　入札参加申込書及び提出書類について虚偽の記載

をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年２月24日（水）　午後２時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　　　川崎市教育文化会館４階　第２・３学習室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第37号

　　　入　　札　　公　　告

　教育文化会館田島分館保守警備業務委託契約に関する

一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　教育文化会館田島分館保守警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市教育文化会館田島分館（川崎市川崎区追分

町16番１号　カルナーザ川崎４階）

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　別紙委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

る者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種16「警備」の種目02「人的警

備」に登載されていること。

　⑸ 　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。
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３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0835

　　　川崎市川崎区追分町16番１号

　　　カルナーザ川崎４階　受付

　　　電　話：044－333－9120

　　　ＦＡＸ：044－333－9770

　　　E-Mail：88tazima@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　　※ 競争参加申込書の様式について、電子メールでの

配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメー

ルアドレスへ御連絡ください。（電話とメール、

両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和３年

１月25日（月）から令和３年１月29日（金）まで縦覧

に供します。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、令和３年２月２

日（火）午後５時までに令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す。なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月２日（火）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月８日

（月）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和

３年２月16日（火）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、令

和３年２月16日（火）に、競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電

子メールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年２月24日（水）午後３時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　　　川崎市教育文化会館４階　第２・３学習室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

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

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第38号

一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　高速複写印刷機操作業務委託契約

　⑵ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　総務企画局情報管理部行政情報課

　⑷ 　委託の概要

　　　入札説明書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「その他業務」及び種目「その他」

に登載されていること。

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、本業務に必要な印刷機器

操作の専門的知識・技術を持つ人材を、安定的に確

保できること。

　　 　なお、機器の操作に必要な研修を作業員が受講す

る際に発生する費用については、受注者が負担する

こととするが、令和３年３月15日（月）から令和３

年３月31日（水）の期間で、現行契約業者からの引

継ぎを受けることができるものとする。

　⑸ 　くるみ製本機（株式会社ホリゾン東テクノ製ＢＱ

－55）及び断裁機（株式会社ホリゾン製ＡＰＣ－

45）を使用した製本作業に精通した人材を、安定的

に確保できること。

　⑹ 　問題発生時には迅速に対応できるよう、本市近隣

に本社又は事業所があること。

　⑺ 　過去２年間で２件以上、本市又は他官公庁におい

て、高速複写印刷機操作業務又は類似の契約を締結

し、これらを全て誠実に履行していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　総務企画局情報管理部行政情報課

　　　（第３庁舎３階）髙橋、戸井田担当

　　　電話　044－200－2051（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月２日

（火）まで（土曜日及び日曜日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　　※ 　競争入札参加申込書について、郵送による提出

の場合も令和３年２月２日（火）必着とします。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

４ 　確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出し入札参加資格

があると認められた者に、競争入札確認通知書を交付
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します。なお、業務委託有資格業者名簿へ登載した際

に、電子メールのアドレスを登載している場合は、確

認通知書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月４日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札確認通知書に併せて無償で入札説明書を

交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和３

年１月25日（月）から令和３年２月２日（火）まで

（土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供しま

す。

５ 　仕様及び入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り受け付けます。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）から令和３年２月９日

（火）まで（土曜日及び日曜日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月15日（月）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、

次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年２月19日（金）午前11時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎５階　総務企画局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得第７条各号に該当する

場合、当該入札を無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報」の「契約関

係規程」で閲覧することができます。

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 　情報を入手するための問合せ窓口

　　　３⑴と同じ

　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、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第39号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度文書集配等業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所
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　　　 総務企画局情報管理部行政情報課、本市が指定す

る集配所等

　⑷ 　委託概要

　　 　集配車両をもって本市が指定する集配所を巡回

し、信書等を集配する。また、集配所で回収した集

配物等を文書集配棚へ仕分ける。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」種目「運

送業務」で登録されていること。

　⑷ 　民間事業者による信書の送達に関する法律（平成

14年法律第99号）第29条に規定する特定信書便事業

の許可を受けており、川崎市内において、同法第２

条第７項第１号及び第３号の役務の提供ができるこ

と。

　⑸ 　川崎市又は川崎市近郊に集配に使用する車両の保

管場所があり、当該業務の遂行に支障がないと判断

されること。

　⑹ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　（川崎市役所第３庁舎３階）

　　　総務企画局情報管理部行政情報課　本城、夏山担当

　　　電話　044－200－2051（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　民間事業者による信書の送達に関する法律第29

条の規定に基づく特定信書便事業の許可証の写し

　　ウ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　入札参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

められた者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを登載し

ている場合、一般競争入札参加資格確認通知書は自動

的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月３日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和３

年１月25日（月）から令和３年２月１日（月）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に

供します。

５ 　仕様等に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送信し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月３日（水）から令和３年２月９日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月12日（金）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付した全社宛てに、電子メー

ルで送信します。

６ 　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、次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加することができ

ません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　入札参加申込書及び提出書類について虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時
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　　　　令和３年２月19日（金）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎５階　総務企画局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約希望金額から消費税及び地

方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記

載してください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　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。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第40号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度書類発送業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　総務企画局情報管理部行政情報課の窓口

　⑷ 　委託概要

　　　 本市から配達を依頼された書類を指定された配達

先へ配達する業務。年間予定数量を基準とした契

約の締結

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の「業種「倉庫・運送業務」種目「運

送業務」」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　（第３庁舎３階）

　　　総務企画局情報管理部行政情報課　夏山、本城担当

　　　電話　044－200－2051（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月２日

（火）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、次により一般競争入札参加資格
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確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを

登載している場合は、一般競争入札参加資格確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月４日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和３

年１月25日（月）から令和３年２月２日（火）まで

（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送信し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）午前８時30分から令和３

年２月９日（火）午後５時まで

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月15日（月）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送信します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月19日（金）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎５階　総務企画局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、川崎市競争入札参加者心得第３

条第２項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費

税相当額を含んだ金額を記載してください。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の「契約

関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第41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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度川崎市立小学校自然教室運営委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内実施校～川崎市八ヶ岳少年自然の家
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　　　ＪＲ南武線谷保駅～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　川崎市立田島支援学校桜校～横浜あゆみ荘

　　　川崎市立中央支援学校～横浜あゆみ荘

　⑶ 　契約期間

　　　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　　川崎市立小学校自然教室運営業務

　　　（人員輸送、連絡調整等）

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「旅行業」種目「旅行

業」に登載されていること。なお、「川崎市業務委

託有資格業者名簿」に登載のないもの（入札参加業

種に登載のないものも含む）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を令和３年

２月８日（月）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　教育委員会事務局学校教育部指導課　担当　石井

　　　電　話　044－200－3286（直通） 

　　　※ 　競争入札参加申込書は、メールによる配布も

可能です。希望の場合は担当まで御連絡ください。

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月８日

（月）までとします。（土曜日及び日曜日を除く、

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者に無償で

入札説明書を交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年１

月25日（月）から令和３年２月８日（月）（土曜日及

び日曜日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時まで）まで縦覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出し、入札参加資

格があると認められた者には、競争入札参加資格確認

通知書を令和３年２月17日（水）までにＦＡＸ又は電

子メールで送付します。ただし、川崎市業務委託有資

格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登

録している場合は、競争入札参加資格確認通知書は自

動的に電子メールで配信されます。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問い合わせ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴と同じ

　　　※ 　問い合わせはＦＡＸ等の書面のみとし、確認

のためＦＡＸ送付後に必ず担当者あてに電話連

絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月18日

（木）まで

　　（ 土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年２月25日（木）午後５時までに、ＦＡＸ

または電子メールにて回答します。

　⑷ 　その他

　　ア 　受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしま

せん。

　　イ 　出されたすべての質問について、当該競争入札

参加資格を有するすべての会社に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札価格は、バス予定台数及び参加者予定人員に

応じた総価で行います。（契約は、バス往復１台当

たりの単価・１人当たりの保険加入料の単価にそれ

ぞれバス実台数・保険加入者実数を乗じて、総価契

約により契約締結します。）

　　 　入札者は、見積った契約希望金額から消費税及び

地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記

載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年３月８日（月）午後３時
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　　イ 　場　所　川崎市役所第３庁舎　12階会議室　

　　　　　　　　住所　川崎市川崎区東田町５－４

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　令和３年３月５日（金）午後５時必着

　　イ 　あて先　３⑴の場所と同じ。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者の行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　契約金額の10パーセントを納付しなければなり

ません。

　　イ 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

11 　Summary

　⑴ 　Nature and quantity

　　　 2021 Providing transport for nature classes 

conducted by Kawasaki municipal elementary 

schools.

　⑵ 　Time-limit for tender (direct delivery)

　　　3:00 pm, March 8, 2021

　⑶ 　Time-limit for tender (by mail)

　　　5:00 pm, March 5, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　School Curriculum and Guidance Section 

　　　School Education Department

　　　Board of Education 

　　　 6, Miyamoto-Cho, Kawasaki-Ku Kawasaki, 

Kanagawa 210-0004, Japan

　　　phone:044-200-3286

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第42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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度川崎市立中学校自然教室運営委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内実施校～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　ＪＲ南武線谷保駅～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　川崎市立田島支援学校桜校～横浜あゆみ荘

　⑶ 　契約期間

　　　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　　川崎市立中学校自然教室運営業務

　　　（人員輸送、連絡調整等）

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「旅行業」種目「旅行

業」に登載されていること。なお、「川崎市業務委

託有資格業者名簿」に登載のないもの（入札参加業

種に登載のないものも含む）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を令和３年

２月８日（月）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　教育委員会事務局学校教育部指導課　担当　高橋

　　　電　話　044－200－3329（直通）

　　　※ 競争入札参加申込書は、メールによる配布も可

能です。希望の場合は担当まで御連絡ください。

　⑵ 　配布及び提出期間
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　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月８日

（月）までとします。

　　 （土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者に無償で

入札説明書を交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年１

月25日（月）から令和３年２月８日（月）（土曜日及

び日曜日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時まで）まで縦覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出し、入札参加資

格があると認められた者には、競争入札参加資格確認

通知書を令和３年２月17日（水）までにＦＡＸまたは

電子メールで送付します。ただし、川崎市業務委託有

資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを

登録している場合は、競争入札参加資格確認通知書は

自動的に電子メールで配信されます。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問い合わせ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴と同じ

　　　※ 　問い合わせはＦＡＸ等の書面のみとし、確認

のためＦＡＸ送付後に必ず担当者あてに電話連

絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月18日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年２月25日（木）午後５時までに、ＦＡＸ

または電子メールにて回答します。

　⑷ 　その他

　　ア 　受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしま

せん。

　　イ 　出されたすべての質問について、当該競争入札

参加資格を有するすべての会社に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札価格は、バス予定台数及び参加者予定人員に

応じた総価で行います。

　　 　（契約は、バス往復１台当たりの単価・１人当た

りの保険加入料の単価にそれぞれバス実台数・保険

加入者実数を乗じて、総価契約により契約締結しま

す。）

　　 　入札者は、見積もった契約希望金額から消費税及

び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に

記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年３月８日（月）午後３時

　　イ 　場　所　川崎市役所第３庁舎　12階会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　令和３年３月５日（金）午後５時まで

　　イ 　あて先　３⑴の場所と同じ。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者の行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　契約金額の10パーセントを納付しなければなり

ません。

　　イ 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」から閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議



川 崎 市 公 報 （第1,811号）令和３年(2021年)１月25日

－293－

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

11 　Summary

　⑴ 　Nature and quantity

　　　 2021 Providing transport for nature classes 

conducted by Kawasaki municipal junior high 

schools. 

　⑵ 　Time-limit for tender (direct delivery)

　　　3:00 pm, March 8, 2021

　⑶ 　Time-limit for tender (by mail)

　　　5:00 pm, March 5, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　School Curriculum and Guidance Section 

　　　School Education Department

　　　Board of Education 

　　　 6, Miyamoto-Cho, Kawasaki-Ku Kawasaki, 

Kanagawa 210-0004, Japan

　　　phone:044-200-3329

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第43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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　幸市民館舞台運営業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２ 　川崎市幸市民館

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に以下の業種・種目で全て登録され

ていること。

　　ア 　業種99「その他業務」　種目01「催物会場設営

及びイベント、運営・企画」

　　イ 　業種99「その他業務」　種目99「その他」

　⑷ 　本委託業務の遂行にあたり、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　⑸ 　過去４年以内（平成29年度以降）に本市又は他官

公庁の公共ホール（800名以上の客席定員を有する

ホールに限る。）において、ホール施設の舞台運営

業務を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契約実績

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３年１月25日（月）から２月１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 　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 　２⑸に示す契約実績が確認できる契約書の写し

及び仕様書等の写し

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３年２月８日（月）までに、

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、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。
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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３年１月25日（月）から２月10日（水）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 　質問書の受付方法

　　　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書が提出さ

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３年２月15日

（月）午後５時までに、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 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札参加者は見積も

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契約金額とし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時

　　　令和３年２月18日（木）　午後３時

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２

　　　　幸市民館２階　第１会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は調査を行うことが

あります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

　 　また、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。

10 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　  　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。
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　　 　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。

11 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本契約に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第44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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　幸市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２

　　　川崎市幸市民館・幸図書館

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」

で登録されている者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に以下の業種・種目で全て登録され

ていること。

　　ア 　業種17「建物清掃等」種目08「建築物環境衛生

総合管理」

　　イ 　業種19「施設維持管理」種目03「空調・衛生設

備保守点検」

　　　　種目99「その他の施設維持管理」

　　ウ 　業種99「その他業務」種目07「受付案内、電話

交換等の一般事務サービス」

　⑸ 　本委託業務の遂行にあたり、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　　 　なお、本委託業務は、川崎市公共施設利用予約シ

ステム「ふれあいネット」の登録・予約管理業務を

含む。

　⑹ 　過去２年以内（平成31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、類似業務の契

約実績があり、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３年１月25日（月）から２月１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 　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

及び仕様書等の写し

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
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　 　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３年２月８日（月）までに、

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、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３年１月25日（月）から２月10日（水）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 　質問書の受付方法

　　　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書が提出さ

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３年２月15日

（月）午後５時までに、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 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札参加者は見積も

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契約金額とし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時

　　　　令和３年２月18日（木）　午後２時

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１－11－２ 

　　　　幸市民館２階　第１会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は調査を行うことが

あります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

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。

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（公

契約）に該当します。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除
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となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川

崎市のホームページ「入札情報かわさき」の「入札・

契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情

報」を御確認ください。

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。

　⑸ 　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、本契約に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第45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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市岡本太郎美術館情報システムの賃貸借及び

保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区枡形７－１－５

　　　川崎市岡本太郎美術館

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

　⑷ 　事業概要

　　 　現行の岡本太郎美術館館内情報システムのリース

契約終了に伴い、当館業務が滞りなく継続できるよ

う、新たに必要な機器及び役務をリース調達するも

の。

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、次の条件を満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等の有資格業者名簿の業種「リー

ス」種目「事務用機器」に登録されていること。な

お、有資格業者名簿に登録のない者（有資格業者名

簿には登録されているが、当該業種又は種目に登録

のないものを含む。）は、財政局資産管理部契約課

に所定の様式により、資格審査申請を令和３年２月

２日（火）までに行うこと。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱等による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

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 　一般競争入札参加確認申請書の配布、提出及び問い

合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類（契約書の写しやリース実績一覧表等）を提出しな

ければなりません。

　⑴ 　配布・提出先及び問い合わせ先

　　　（配布・提出場所）

　　　〒214－0032

　　　川崎市多摩区枡形７－１－５

　　　川崎市岡本太郎美術館

　　　 （問い合わせ先）

　　　川崎市岡本太郎美術館　担当：那須川・佐藤

　　　電　話：044－900－9898 

　　　ＦＡＸ：044－900－9966

　　　メール：25okamoto@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期限

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月２日

（火）までの午前10時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時30分までとします。（ただし月曜日を除

きます。）
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　⑶ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　保守体制図等の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により保守体制

図、調達物品の内訳・仕様及び数量、作業スケジュー

ルを提出しなければなりません。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月16日

（火）の午前10時から正午まで及び午後１時から午

後４時30分までとします。（ただし月曜日、祝日の

翌日を除きます。）

　⑵ 　提出先

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市「製造の請負・

物件の供給等の有資格業者名簿」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

で配信します。

　⑴ 　 日　　時

　　 　令和３年２月９日（火）午後３時から午後４時30

分まで

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「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。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問の受付期間

　　 　令和３年２月９日（火）から令和３年２月16日

（火）正午までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　「入札説明書」に添付の「質問書」の様式により、

提出してください。

　⑷ 　質問の受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　メール：25okamoto@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－900－9966

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月18日（木）に、全社宛に文書（電子

メールまたはＦＡＸ）で送付します。なお、この入

札の参加資格がない者からの質問については回答し

ません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は契約金額の総額（税抜き）で行います。

月額の賃貸借料及び保守料（税抜き）に賃貸借期

間（60か月）を乗じた額で見積もりをしてくださ

い。また、この金額には本件実施に際して必要と

なる各種工事・設定・手続き等に係る一切の費用

を含むものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は、入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に

封入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をもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった金額の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３年３月９日（火）午前11時

　　イ 　入札場所　川崎市多摩区枡形７－１－５

　　　　　　　　　川崎市岡本太郎美術館　創作アトリエ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　入札日当日に持参するか、令和３年３月５日（金）

必着の郵送とします。郵送による入札を行う場合

は、「入札書在中」と明記した封筒に封印した入札

書を入れて、必ず書留郵便により送付してください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は調査を行うことがあります。入札日同

日、初度入札の結果によっては再度入札を行う場合

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
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　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　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６⑶の

質問書の様式は、川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」において、本件の公表情報詳細のページか

らダウンロードできます。

　⑸ 　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。

　⑹ 　当契約は、次年度以降における所要の予算の該当

金額について、減額又は削減があった場合、この契

約を変更又は解除できるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

11 　A bid announcement(summary) 

　⑴ 　 Build an internal computer network system 

and periodic maintenance and service 

(including PC equipment supply) for Taro 

Okamoto Museum of Art, Kawasaki 

　⑵ 　Time-Limit for tender: 

　　　11:00 am, March 9, 2021

　⑶ 　Contact point for this notice: 

　　　 Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki 7-1-5, 

Masukata, Tama-ku, Kawasaki-city, KANAGAWA 

　　　Tel:044-900-9898 Fax:044-900-9966

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第46号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市立図書館自動車文庫運行管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　宮前図書館ほか

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　図書館が所有する自動車文庫車両の管理・運転

等を行う運行管理業務。宮前図書館と市内21 ヶ所

の自動車文庫開設場所及び学校図書館等に設けた配

本・回収場所との間を運行表に基づき運行する。詳

細は仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「その

他」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒216－0006　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　宮前図書館　担当　舟田・河野

　　電　話：044－888－3918

　　ＦＡＸ：044－888－5740

　　E-Mail：88miyato@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）まで。受付時間は午前９時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の「入札公表詳細」のページ

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し
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　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月１日（月）

　　 　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

ールで配信します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、入札説明書を交付します。

　　 　なお、入札説明書は上記３の場所において令和３

年１月25日（月）から令和３年１月29日（金）まで。

（受付時間は午前９時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時まで。）縦覧に供します。

　　 　また、入札説明書は川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の「入札公

表詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月１日（月）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）（毎日午前９時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。なお、ＦＡＸ及び電子メー

ル後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月９日（火）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答します。電話等による結果の

問い合わせには一切応じません。

　⑸ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

　　ウ 　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が

なかった場合は電話にてご連絡ください。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札は、年額の総価で行います。入札者は、法

令所定の消費税額及び地方消費税額を含まない金

額を入札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算

した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月16日（火）　午後３時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　　宮前区役所　４階　第３会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧
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　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において、閲覧すること

ができます。

10 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎

市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得の定めるところによります。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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47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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び納入予定数量

　　ア 　児童生徒用机（固定式） 約5,100脚　　

　　イ 　児童生徒用椅子（固定式） 約5,100脚　　

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市立学校指定場所

　⑷ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式により行います（電子入札

はできません）。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当する資格停止

期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事

務機器」種目「事務用器具」に登載されており、か

つ、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者も含む）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

令和３年２月８日までに行ってください。

　⑷ 　この購入物品について、平成22年４月１日以降に

類似の契約実績があること、または、この物品に係

るメーカー、販売代理店等からの引受証明を受けて

いること。

　　 　なお、契約実績については１契約につき

1,000,000円以上（単価契約については、契約期間

における総金額）とします。

　⑸ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　向井

　　　　　　　　　〒230－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　（明治安田生命ビル13階）

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間 　令和３年１月25日～令和３年２月８

日（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　 　午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所 　川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の「入

札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により上記１⑴

の購入物品ごとにそれぞれ一般競争入札参加申込書等

を提出しなければなりません。ただし、一般競争入札

参加申込書等の郵送による提出は認めません。

　 　また、提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。提出された書

類等を審査した結果、当該物品を納入することができ

ると認められた者に限り、入札に参加することができ

ます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

一般競争入札参加申込書等をダウンロードすること

ができます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。
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　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）、またはメーカー、販売代理店等の

引受証明書等

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。

　　また、入札説明書は上記３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者　

　　教育委員会事務局教育環境整備推進室　担当　高橋

　　電話　044－200－3270（直通）

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。また、入札参加者以外へは回答

しませんので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　　質問書の配布は、上記３⑴の場所で行います。

　　　 　また、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からもダウンロードでき

ます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を提出して

ください。

　　　　配布・提出期間

　　　　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　（土曜日、日曜日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　 　また、質問書を提出する場合には、紙の質問書

と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式

のまま保存した質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　令和３年２月25日　午後５時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日

までに８の入札参加資格確認通知書等に添付して

交付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４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令和３年２月25日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年２月25日の午前９時～正午、午後

１時～午後５時に上記３⑴アの場所において一般競争

入札参加資格確認通知書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法、日時及び場所

　　 　上記１⑴の購入物品ごとそれぞれ入札に付し、１

台または１脚あたりの単価で行います。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時　 令和３年３月12日　午前11時

　　イ 　入札書の提出場所　 砂子平沼ビル７階入札室

（川崎市川崎区砂子１－７

－４）

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　　上記10⑴ア及びイに同じ。

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　令和３年３月10日必着

　　イ 　あて先　上記３⑴アに同じ

　⑷ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第９条第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセントを入札書提出前に納付しなければなり

ません。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
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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

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

12 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、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

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第33条第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約単価に

予定数量を乗じて得た額の10パーセントを納付しな

ければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧でき

ます。

13 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

14 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased: 

　　①　Desk for children 

　　　　approximately 5,100 desks

　　②　Chair for children 

　　　　approximately 5,100 chairs

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,12 March 

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 : 044-200-2091

　⑷ 　 Language:Japanese is the only language used 

in all the contact procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第48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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　 教育機関向けライセンス（川崎市教育委員会版）

１式

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　総合教育センター情報・視聴覚センター

　⑷ 　納入期限

　　　令和３年４月22日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「コンピュ

ータ」、種目「ソフトウェア・消耗品」に登載され

ており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部
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契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和３

年２月８日までに行ってください。

　⑷ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　佐々木

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話　044－200－2092

　　イ 　閲覧期間　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　 　午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所 　川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の「入

札公表」

　　イ 　閲覧期間　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和３年１月25日～令和３年２月８日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　　　　 　ただし、電子入札システムによりがたい

者は、上記３⑴の場所に、上記３⑴の期間

に申込書等を提出してください。

　　　　　　 　なお、申込書等の郵送による提出は認め

ません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

一般競争入札参加申込書等をダウンロードすること

ができます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者

　 　教育委員会事務局総合教育センター情報・視聴覚セ

ンター　　担当　山森

　　電話　044－844－3712

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和３年１月25日～令和３年

２月８日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　配布・提出期間　 令和３年１月25日～令和３年２

月８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
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　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札情

報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一般

競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、紙

の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒ

ｄ形式のまま保存した質問書を提出してください。

（どちらか一方の場合には、質問を受け付けませ

ん。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和３年２月19日

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４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令和３年２月19日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年２月19日の午前９時～正午に上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書

等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限

　　　　令和３年３月９日　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和３年３月９日　午前11時00分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　川崎市役所入札室

　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７－４　砂子平沼ビル

７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和３年３月５日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市役所入札室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第９条第１項第２号の「その者が契約を締結しな

いこととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、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。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか
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かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しな

いこととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased: 

　　　Microsoft 365 Education A3:AAA-73004 1set

　⑵ 　 Time-limit for tender : 

　　　11:00 AM,9 March 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 : 044-200-2092

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第49号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市がん検診・特定健診等コールセンター運営

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　受託業者が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　業務内容

　　　別紙仕様書のとおり

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、「令和３・４年度川崎市業者

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 　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 　コールセンター運営に関する官公庁における業務

または本業務に類似する業務の具体的な事例・実績

を有していること。

３ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問い

合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書及び実績調書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所健康増進課　疾病予防係

　　　電　話　044（200）2431

　　　ＦＡＸ　044（200）3986

　　　E-mail　40kenko@city.kawasaki.jp

　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信す

る場合は必ず開封確認メッセージを要求してくださ

い。）

　　 　入札説明書、競争参加申込書及び実績調書は、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「財政局入札公表」の中にあります。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで（土、日及び祝日を除く）の午前８時30

分から正午及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶ 　提出物

　　・　競争参加申込書

　　・　実績調書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から

ダウンロードすることが可能です。ダウンロード
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できない場合は、上記⑴の場所で上記⑵の期間に

配布します。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問い合わせ先は、上

記３⑴の場所とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に令和３年２月３日（水）までに、

電子メール又はＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月10日

（水）午後５時15分まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴まで持参、ＦＡＸ又は電子メー

ルで提出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月15日（月）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールで回

答します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　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申請書及び実績調書につい

て、虚偽の申請をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　日時　令和３年２月26日（金）午後２時

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階会議室

　　　　　　　12Ｂ会議室

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　ア 　所定の入札書により入札してください。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。また、入札書には、住所、商号又は名称、代

表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に

使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　イ 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。なお、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るものとします。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の10（消費税及び地方消費

税）に相当する額を加算した金額をもって落札価

格とするので、入札者は見積った契約希望金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載してく

ださい。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」の契約関係

規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条
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例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑷ 　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第50号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 テレビ会議用パーソナルコンピュータ保守業務委

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

　　 　テレビ会議用に別途調達したパーソナルコンピュ

ータを継続的に利用するために必要な機器の保守を

行う作業を委託するもの

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。

　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３年１月25日（月）から１月29日（金）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

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和３年１月29

日（金）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３年２月２日（火）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３年２月２日（火）から２月５日（金）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３年２月10日（水）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
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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２月16日（火）11時

　　イ 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁

舎９階開発室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴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。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第51号

　　　入　　札　　公　　告

　教育文化会館総合管理運営業務委託契約に関する一般

競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　教育文化会館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市教育文化会館（川崎市川崎区富士見２－１

－３）

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されて

いる者。

　⑵ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。
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　⑶ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載さ

れていること。

　　ア 　業種19「施設維持管理」

　　　　種目99「その他維持管理」

　　イ 　業種16「警備」　　　　種目02「人的警備」

　　ウ 　業種99「その他業務」　種目07「一般事務」

　⑹ 　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0011

　　　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　川崎市教育文化会館　１階受付

　　　電　話：044－233－6361

　　　ＦＡＸ：044－244－2347

　　　E-Mail：88kyobun@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月29日

（金）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　※ 競争入札参加申込書の様式について、電子メールで

の配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメー

ルアドレスへ御連絡ください。（電話とメール、両

方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　２⑹に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者に、無償

で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和３年

１月25日（月）から令和３年１月29日（金）の午前９

時から正午までと午後１時から午後５時まで縦覧に供

します。

　 　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　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、令和３年２

月２日（火）午後５時までに令和３・４年度川崎市業

務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電

子メールアドレス宛て競争入札参加資格確認通知書を

送付します。なお、電子メールアドレスの登録を行っ

ていない場合は、次により競争入札参加資格確認通知

書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月２日（火）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月８日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　 　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和

３年２月16日（火）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、令

和３年２月16日（火）に、競争入札参加資格確認通

知書の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格

があると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又

は電子メールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　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
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　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年２月24日（水）午後３時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区富士見２－１－３

　　　　　川崎市教育文化会館　第２・３学習室

　　　　　※駐車場の用意はありません。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

　⑸ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

　⑹ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　教育文化会館は貸館利用者用の駐車場しかありま

せんので、来館される際はご注意ください。

　⑹ 　事情により入札を延期、または取りやめる場合が

あります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第52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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市総合教育センター視聴覚機材・

教材集配業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター　他

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「倉庫・運送業務」種
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目「運送業務」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

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 」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

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年１月25日（月）午前８時30分から令和３

年２月10日（水）

　　　午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月17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。

　　 　なお、回答に関する再質問は受け付けません。

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、令和３・４

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３年２月８日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、令和３年２月８日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの資格条件を満たさ

なくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額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３年２月26日（金）午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
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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　　　　　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、⑴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。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　支払については、毎月払いとします。

　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第53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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市教育情報ネットワークシステム

運用管理委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

　⑸ 　ISO 27001等を取得していること。

　⑹ 　プライバシーマークを取得していること。

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３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

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）及

び上記２⑸、⑹の証明書の写し（ISO 27001等及び

プライバシーマーク）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

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年１月25日（月）午前８時30分から令和３

年２月10日（水）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月17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。

　　 　なお、回答に関する再質問は受け付けません。

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、令和３・４

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３年２月８日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
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合は、令和３年２月８日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額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３年２月24日（水）午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情 報 」（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 　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 　支払については、毎月払いとします。

　⑷ 　受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分

を第三者に委託してはなりません。受注者は、業務

の一部（主要な部分を除く）を第三者に委託しよう

とするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、

氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約

金額等について記載した書面を発注者へ提出し、そ

の承諾を受けなければなりません。

　　 　受注者は、この契約の一部を再委託するときは、

再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発

注者に対してすべての責任を負うものとします。

　⑸ 　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54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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立学校等ウェブページ運営管理

委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

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

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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、令和３・４年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

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 」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

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年１月25日（月）午前８時30分から令和３

年２月10日（水）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月17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。

　　 　なお、回答に関する再質問は受け付けません。

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、令和３・４

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３年２月８日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、令和３年２月８日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。月額の委

託料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を

月数（12 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてくだ

さい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額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３年２月24日（水）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
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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％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情 報 」（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 　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 　支払については、毎月払いとします。

　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議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第55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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市総合教育センターインターネッ

ト回線に関する契約

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度「川崎市業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター

　　　３階　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

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 」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

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年１月25日（月）午前８時30分から令和３

年２月10日（水）午後５時まで（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月17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。

　 　なお、回答に関する再質問は受け付けません。

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、令和３・４
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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３年２月８日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、令和３年２月８日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。回線を設

定する際の初期設定費用（税抜きで１円未満の端数

を切り捨てた額）と月額の回線使用料（税抜きで１

円未満の端数を切り捨てた額）を月数（12 ヶ月）

で乗じた金額を合算して見積もりしてください。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額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３年２月25日（木）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　前払金　　　否

　⑶ 　支払方法

　　 　初期設定費用は一括払い、回線使用料は月額払い

とします。

　⑷ 　契約書作成の要否　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情 報 」（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 　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56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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高

等学校附属中学校インターネット回線

に関する契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高

等学校附属中学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

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

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター

　　　３階　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時

（土・日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

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 」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

　　　３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年１月25日（月）午前８時30分から令和３

年２月10日（水）午後５時まで（土・日曜日、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３年２月17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。

　　 　なお、回答に関する再質問は受け付けません。

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、令和３・４

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３年２月８日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、令和３年２月８日（月）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの資格条件を満たさ

なくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額となります。回線を設

定する際の初期設定費用（税抜きで１円未満の端数

を切り捨てた額）と月額の回線使用料（税抜きで１

円未満の端数を切り捨てた額）を月数（12 ヶ月）

で乗じた金額を合算して見積もりしてください。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額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３年２月25日（木）午前11時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効
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　　 　川崎市競争入札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 　支払方法

　　 　初期設定費用は一括払い、回線使用料は月額払い

とします。

　⑷ 　契約書作成の要否　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情 報 」（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 　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57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３年１月25日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市総合教育センター映像機器等賃

貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和８年３月31日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書等配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

　　（ 「 入 札 情 報 か わ さ き 」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３年１月25日（月）から令和３年２月10日

（水）午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。なお、質問書を送付した

ときは、その旨担当まで御連絡ください。（土曜日、

日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで
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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３年２月17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。

　　 　なお、回答に関する再質問は受け付けません。

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、令和３・４

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３年２月８日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月８日（月）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、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３年２月19日

（金）午後５時までに３⑴の場所に提出してくださ

い。なお、落札者については、落札決定後、契約書類

として機器明細書の提出を求めます。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）

を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく

ださい。

　　 　なお、入札に際しては、川崎市競争入札参加者心

得第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額か

ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月25日（木）午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

10 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報」（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。

　⑸ 　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。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第58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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度川崎市立中学校プログラミ

ング教育用ロボット型教材賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市立中学校

　⑶ 　履行期間　令和３年５月１日から令和８年４月30日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」に登載されており、かつ、Ａ、Ｂの等級に格

付けされていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書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３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。なお、一般競争入札参加申込

書に記載した実績を確認できる書類（契約書の写し

等）を併せて持参してください。（「入札情報かわさ

き」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３年１月25日（月）から令和３年２月10日

（水）

　　 　午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。なお、質問書を送付した

ときは、その旨担当まで御連絡ください。（土曜日、

日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月17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。

　　 　なお、回答に関する再質問は受け付けません。

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、令和３・４

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３年２月８日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月８日（月）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、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３年２月19日

（金）午後５時までに３⑴の場所に提出してくださ

い。なお、落札者については、落札決定後、契約書類

として機器明細書の提出を求めます。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃
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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３年２月24日（水）午前11時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

10 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報」（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。

　⑸ 　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59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３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　学校ホームページＣＭＳ構築運用委託に関する契約

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12月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　内田洋行　営業統括グループ

　　取締役上席執行役員　営業統括グループ統括

　　小柳　諭司

　　東京都江東区東陽二丁目３番25号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く）

　　38,850,000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11月10日
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税 公 告

川崎市税公告第199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12月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第200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12月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第201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12月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第202号

　課税額変更（取消）通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年12月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第１号

　差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第２号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第３号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第４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３年１月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市税公告第５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３年１月７日

 川崎市長　福田　紀彦　　

年　度 税　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

市民税・

　県民税

（普通徴収）

第２期

分

令和３年

１月19日
計１件

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第１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３年１月７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３年２月１日から

　　令和８年１月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　1145

　　商号又は名称　有限会社たかなみ

　　営業所所在地　 神奈川県横須賀市太田和３丁目1203

番地

　　代表者氏名　　川井　直哉

　　指定番号　　　1146

　　商号又は名称　株式会社東和商会相模原支店

　　営業所所在地　 相模原市中央区中央４丁目５番９号

ロアジス相模原３－Ｂ

　　代表者氏名　　野田　昌宏

　　指定番号　　　1147

　　商号又は名称　有限会社アイシン商事

　　営業所所在地　 横浜市港北区新吉田東８丁目37番24

号

　　代表者氏名　　夏　廣民

　　指定番号　　　1148

　　商号又は名称　ワタナベ工業

　　営業所所在地　横浜市都筑区東山田１丁目30番５号

　　代表者氏名　　渡邉　秀治

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第１号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月５日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度事業場下水分析業務委託

履行場所 川崎市公共下水道処理区域内

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月11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 　令和３・４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。）

　⑷ 　令和３・４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「計量証明」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。）

　⑸ 　平成18年４月１日以降に国又は地方公共団体等が発注した、事業場下水分析の元請履行完了

実績を有すること。

　⑹ 　計量法に基づく計量証明事業「濃度（水質）」に登録していること。

　⑺ 　業務責任者及び主任技術者を各１名配置できること。また、主任技術者は環境計量士として

登録していること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年１月28日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は令和３年度契約案件です。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。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 入江崎水処理センター実施設計委託その32

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９月30日

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 　平成17年４月１日以降に国、地方公共団体または地方公共法人が発注した委託業務において、

下水道施設（ポンプ場又は処理場）に係る改築実施設計業務の元請としての契約実績を有する事。

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

　　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

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

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　　ウ 　照査技術者

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３年１月28日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

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

川崎市上下水道局公告第２号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月５日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新城その２下水幹線その２工事

履行場所 川崎市中原区下小田中１丁目、４丁目地内

履行期限 契約の日から320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「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録さ

れていること。

　イ　土木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「土木」）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「下水管きょ」ランク「Ｂ」で登録さ

れていること。

　イ　土木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「土木」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月９日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札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。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大師河原貯留管建設機械その４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４年10月31日まで

参 加 資 格

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

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

⑶ 　平成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」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

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

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

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

ことが必要です。

⑻ 　上下水道施設における口径350㎜以上の立軸渦巻斜流ポンプ設備の製作及び据付工事の完工実績

（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事を除く。）。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 令和３年２月９日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大師河原貯留管建設電気その５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４年12月16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。
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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業種「電気」ランク「Ａ」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 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

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

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

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

ことが必要です。

⑻ 　計画処理能力100,000ｍ３／日以上の下水処理施設の工事における下記①、②全ての設備の製作

及び据付工事の完工実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること（修理及び整備工

事を除く。）。

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

　①運転操作設備

　②計装設備

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３年２月９日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２・３年度　長沢浄水場　排水処理施設返送水ポンプ２号修理工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から令和４年１月28日まで

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。
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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「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３年１月27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 令和２年度入江崎余熱利用プール設備整備工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

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」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３年１月27日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

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

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅北浦地区下水枝線第54号工事

履行場所 川崎市多摩区菅北浦２丁目地内

履行期限 契約の日から360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 　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50点以上であること。

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

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

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

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

　⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。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３年２月１日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石３丁目300ｍｍ－75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：麻生区細山３－12－11先

至：麻生区高石３－15－21先　ほか１件

履行期限 契約の日から315日間

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

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

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

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 　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。

⑾ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。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３年２月１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 令和２年度マンホールポンプ所整備その他工事

履行場所 川崎市麻生区岡上124－１地先ほか

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」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 　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３年１月29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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎総合スラッジセンター１系№１焼却設備用空気圧縮機整備その他工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

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」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３年１月29日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第３号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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競争入札に

付する事項

件　　 名 脱水機用ろ布

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12入江崎総合スラッジセンター

履行期限 令和３年３月31日

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「産業機器」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３年２月19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。

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

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅馬場４丁目200ｍｍ－75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区菅馬場４－３－１先

至：多摩区西生田２－13－12先　ほか１件

履行期限 契約の日から310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。

川崎市上下水道局公告第４号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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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３年２月８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 犬蔵地区ほか下水枝線第８号工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵２丁目、菅生２丁目地内

履行期限 契約の日から215日間

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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。

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。
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月８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 下作延地区下水枝線第９号工事

履行場所 川崎市高津区下作延５丁目地内

履行期限 契約の日から225日間

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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「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３年２月８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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工業用水道　理研アルマイト工業（株）ほか２箇所流量計測設備取替工事

履行場所 川崎市川崎区桜本２－44－１（理研アルマイト工業（株））ほか２箇所

履行期限 契約の日から令和３年８月31日まで

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ｃ」で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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。

　　なお、本工事は現場施工前に工場製作期間がありますが、契約後は建設業法に

　　抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することができます。

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３年２月３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 第１配水工事事務所　囲障改修工事

履行場所 川崎市中原区上平間1183（第１配水工事事務所内）

履行期限 契約の日から令和３年９月30日まで

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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。
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 令和３年２月３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。

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第３号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　ア 　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム

　　　　１ｔ（単価契約） 約1,338ｔ

　　イ 　水道用次亜塩素酸ナトリウム

　　　　１ｔ（単価契約） 約502ｔ

　　ウ 　水道用粉末活性炭（ドライ炭）

　　　　１ｋｇ（単価契約） 約189,000kg

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　ア 　１⑴アの購入物品について

　　　　令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

　　イ 　１⑴イの購入物品について

　　　　令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

　　ウ 　１⑴ウの購入物品について

　　　 　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式で行います。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬品」

のうち種目「化学工業薬品」に登載されており、か

つ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされて

いること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和３年２月８日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　 　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577　

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2093

　⑵ 　期間　 令和３年１月25日（公告日）から令和３年

２月８日（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　 午前８時30分から正午、午後１時から午後

５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類等は、３⑴の場

所に、３⑵の期間中に提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は
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認めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　城田

　　　電話　044－200－2093

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する書類（仕様書によります。）を、競争入札参加

の申込時に提出しなければなりません。

　 　また、提出された書類に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。提出された書類

を審査した結果、この購入物品を確実に納入すること

ができると認められた者に限り、入札に参加すること

ができます。（ただし、仕様書に定められた条件を満

たす購入物品を確実に納入できることを証明する書類

等の提出後に納入予定の物品に変更が生じる場合は、

４⑶の場所に事前連絡の上、令和３年３月４日までに

６の担当課の承認を得ることとします。その結果、担

当課の承認を得られなかった者の入札は無効としま

す。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局長沢浄水場浄水課　　担当　杉木

　　電話　044－911－2022

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。また、入札参加者以外からの質

問には回答しませんので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、４⑴と同様の方法により取得できま

す。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（CD-R/RW）により、３⑴の場所で、３⑵の期間

に提出してください（どちらか一方の場合は、質

問は受け付けません。）。

　　　 　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　質問に対する回答

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書（ＰＤＦファイル）を入札参加資格があ

ると認められた入札参加者に対して、８の確認通知

書の交付日に確認通知書と一緒に添付して交付しま

す。

　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

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、令和３年２月24日までに確認

通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年２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。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、単価で行います。なお、入札金額は、税抜き単

価を記載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　令和３年３月９日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時

　　（イ）入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子１－

７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和３年３月５日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴の場所に同じ

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年３月９日　午前10時

　　　 　１⑴アからウまでの購入物品の開札を同時に行

います。

　　イ 　場所　 砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎
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市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　一連の調達契約に関する今後の調達予定

　　ア 　購入物品及び数量

　　　　 １⑴ア　 水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウ

ム　１ｔ（単価契約） 約800ｔ

　　　　 １⑴イ　 水道用次亜塩素酸ナトリウム１ｔ

　　　　　　　　（単価契約） 約268ｔ

　　イ 　公告の予定時期　令和３年７月頃

　⑸ 　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。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　ａ　Ultra-high basicity 

　　　　polyaluminum  chloride 

　　　　for water supply,

　　　　approximately 1,338t

　　ｂ　Sodium hypochlorite

　　　　for water supply,

　　　　approximately 502t

　　ｃ　Water for powdered

　　　　activated carbon,

　　　　approximately 189,000kg

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　10:00A.M. 9 March 2021

　　ｂ　By mail

　　　　5 March 2021

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL : １044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第４号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　ア 　高分子凝集剤

　　　　１ｔ（単価契約）（下水） 約105ｔ

　　イ 　次亜塩素酸ナトリウム

　　　　１ｔ（単価契約）（下水） 約2,388ｔ

　　ウ 　ポリ塩化アルミニウム　

　　　　１ｔ（単価契約）（下水） 約3,500ｔ

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　ア 　１⑴アの購入物品について

　　　　令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

　　イ 　１⑴イの購入物品について

　　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　　ウ 　１⑴ウの購入物品について

　　　 　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式で行います。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬品」
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のうち種目「化学工業薬品」に登載されており、か

つ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされて

いること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和３年２月８日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577　

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2093

　⑵ 　期間　 令和３年１月25日（公告日）から令和３年

２月８日（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　 午前８時30分から正午、午後１時から午後

５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、３⑴の場所

に、３⑵の期間中に提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品係

　　　担当　城田

　　　電話　044－200－2093

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する書類（販売代理店証明書）を提出しなければな

りません。

　 　また、提出された書類に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。提出された書類

を審査した結果、この購入物品を確実に納入すること

ができると認められた者に限り、入札に参加すること

ができます。（ただし、仕様書に定められた条件を満

たす購入物品を確実に納入できることを証明する書類

等の提出後に納入予定の物品に変更が生じる場合は、

４⑶の場所に事前連絡の上、令和３年３月４日までに

６の担当課の承認を得ることとします。その結果、担

当課の承認を得られなかった者の入札は無効としま

す。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　担当　宮脇

　　電話　044－200－2877

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。また、入札参加者以外からの質

問には回答しませんので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　　質問書は、４⑴と同様の方法により取得できます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（CD-R/RW）により、３⑴の場所で、３⑵の期間

に提出してください（どちらか一方の場合は、質

問は受け付けません。）。

　　　　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　質問に対する回答

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書（ＰＤＦファイル）を入札参加資格があ

ると認められた入札参加者に対して、８の確認通知

書の交付日に確認通知書と一緒に添付して交付しま

す。

　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

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、令和３年２月24日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年２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。

９ 　競争入札参加資格の喪失
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　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、単価で行います。なお、入札金額は、税抜き単

価を記載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア） 入札書の提出日時　令和３年３月９日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子１－

７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和３年３月５日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴の場所に同じ

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午前10時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　一連の調達契約に関する今後の調達予定

　　ア 　購入物品及び数量

　　　　１⑴ア高分子凝集剤　１ｔ（単価契約）約105ｔ

　　イ 　公告の予定時期　　令和３年７月頃

　⑸ 　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。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　ａ　Polymer flocculant,

　　　　approximately 105t　　　　　　

　　ｂ　Sodium hypochlorite,

　　　　approximately 2,388t　　　　　　

　　ｃ　Polyaluminum  chloride,

　　　　approximately 3,500t　　　　　　

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　10:30A.M. 9 March 2021

　　ｂ　By mail

　　　　5 March 2021

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL : 044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第５号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　ア 　デジタル水道メーター（新品）　20mm 43,200個

　　イ 　デジタル水道メーター（修理品）20mm 39,900個

　　ウ 　デジタル水道メーター（修理品）13mm 23,400個

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

　⑷ 　納入期限

　　　仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。競争入札参加希望

者は本市の電子入札システムにより競争入札参加申

込みを行ってください。ただし、提出期限までに本

市の電子入札システムの利用者登録ができない場合

は、紙入札方式に代えることができます。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「水道用

品」、種目「水道用品」に登載されており、かつ、

ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和３年２月５日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2091

　⑵ 　期間　 令和３年１月25日（公告日）から令和３年

２月５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　 午前８時30分から正午、午後１時から午後

５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書は、電子入札システムにより

次の期間に提出してください。

　　　提出期間　 令和３年１月25日（公告日）から令和

３年２月５日　午前８時から午後８時

　　 　競争入札参加申込手順の詳細については、川崎市

ホームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「上下水道局の入札参加手続

関係」）に掲載している「電子入札：操作説明書（入

札システム操作方法）」を御覧ください。

　　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、３

⑴の場所に、３⑵の期間中に競争入札参加申込書を

提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書の郵送による提出は認

めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　向井

　　　電話　044－200－2091

５ 　仕様書作成担当者

　 　川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

　　担当　谷内

　　電話　044－589－5232

６ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　 　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。また、

入札参加者以外からの質問には回答しませんので御

注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に提

出（入力）してください。

　　　　提出（入力）期間

　　　　 令和３年１月25日（公告日）から令和３年２月

５日

　　　　午前８時から午後８時
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　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上

下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　持参による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、窓口での

対応となります。３⑴が質問書の配布、持参の場

所となります。

　　　 　持参により質問書を提出する場合には、紙の質

問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい（どちらか一方の場合には、質問は受け付け

ません。）。

　　　 　なお、質問書は、「入札情報かわさき」の「共

通ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」）に掲げる「質問書（一般競争入札

用）」からダウンロードできます。

　　　　提出期間

　　　 　令和３年１月25日（公告日）から令和３年２月

５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分から正午、午後１時から午後５時

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和３年２月19日　午前９時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「仕様書等ダウンロード」に掲載し

ます。

　　　 　なお、質問がなかった場合には、通知・掲載は

しません。

　　　 　質問回答書は、入札参加資格があると認められ

た入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又は取

得できます。取得方法については、「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」の欄の「積算内訳書

等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、回答後に再質問は受け付けません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

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、令和３年２月19日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、令和３年２月19日の午前９時から正午までの間に

３の場所において確認通知書を交付します。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、入札金額は総価で行います。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　令和３年３月８日　午前９時30分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和３年３月８日　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所　

　　　　 　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和３年３月３日　必着

　　（イ）入札書の提出先　３⑴の場所に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月８日　午前10時30分

　　イ 　場所

　　　　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

10 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。
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　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑸ 　一連の調達契約に関する今後の調達予定

　　ア 　購入物品及び数量

　　　　デジタル水道メーター（修理品）13mm 12,150個

　　　　デジタル水道メーター（修理品）20mm 28,800個

　　イ 　公告の予定時期

　　　　令和３年９月頃

12 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　ａ　43,200 20㎜ digital water meters (new)

　　ｂ　39,900 20㎜ digital water meters (repair)

　　ｃ　23,400 13㎜ digital water meters (repair)

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　9:30A.M. 8 March 2021

　　ｂ　Direct delivery

　　　　10:30A.M. 8 March 2021

　　ｃ　By mail

　　　　3 March 2021

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第６号

　　　落札者等の公示

　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

　　令和３年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　調達の名称及び数量

　　デジタル水道メーター（修理品）　20mm 24,600個

２ 　契約事務担当課の名称及び所在地

　　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12月21日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　柏原計器工業　株式会社　神奈川営業所

　　所長　鹿島　康弘

　　横浜市青葉区あざみ野２丁目２番地４

５ 　落札金額

　　23,370,000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11月10日

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第１号

　川崎市交通局債権管理規程の一部を改正する規程を次

のように定める。

　　令和３年１月４日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

　　　川崎市交通局債権管理規程の一部を改正す

　　　る規程

　川崎市交通局債権管理規程（平成26年交通局規程第６

号）の一部を次のように改正する。

　第18条中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措

置法（昭和32年法律第26条）第93条第２項の規定により

告示された割合に年１パーセント」を「猶予特例基準割

合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和32年法律第26

号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に

年0.5パーセント」に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。
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交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第１号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月12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

　　　ノートパソコン（27台）賃貸借保守

　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８年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「リース」、種目「事

務用機器」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

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３年１月12日から令和３年１月15日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局物品入札公表一覧」→「令和３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３年１月20日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部庶務課　庶務係　星子

　　電話　044－200－3214

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２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 　入札書の提出方法

　　　郵送又は持参となります。

　　 　郵送と持参で提出先が異なりますので御注意くだ

さい。

　⑶ 　提出先及び提出期間

　　ア 　持参の場合

　　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ

ル９階

　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長宛　

　　　 　受付期間：一般競争入札参加資格確認通知書到

達後から令和３年１月27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。）

　　　※　 開札日の２日前に締切となりますので御注意

ください。

　　イ 　郵送の場合

　　 　下記の宛先に一般書留郵便又は簡易書留郵便にて

送付してください。

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　

　　　川崎市交通局企画管理部経理課長宛

　　　提出期限：令和３年１月27日（必着）

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年１月29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
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　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　　　

　　 　開札には、契約事務に携わる職員以外の交通局職

員が立ち会います。

　　 　なお、入札参加者は、開札に立ち会うことができ

ます。立ち会い希望者は５により通知された一般競

争入札参加資格確認通知書を持参してください。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

　⑹ 　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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、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

決を条件とします。

　　本件は長期継続契約案件となります。

　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。

　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２号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月15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

　　　停留所案内板作成等業務委託（新ゆり線関係等）

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月１日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　停留所案内板作成・入替作業一式（詳細は仕様書

のとおり）。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「その他」で登録

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に、道路運送法（昭和26年

法律第183号）による一般乗合旅客自動車運送事業

者から路線バスの停留所案内板を作成する業務を受

注した実績を有すること。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

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及び上記２⑷の

実績を証明する書類

　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３年１月15日から令和３年１月20日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「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３年年１月22日までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。
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６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　運輸係　飯島

　　電話　044－200－3231

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額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 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　（ア）提出期限　令和３年１月28日　必着

　（イ）宛　　先　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　（ア ）提出期間　一般競争入札参加資格確認通知書到

達後から令和３年１月28日までの、午後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。）

　（イ）提出先　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　

川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶ 　開札の日時及び場

　　ア 　日　時　令和３年２月１日　午前９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

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、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。

交 通 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市交通局公告（調達）第４号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年１月25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 　購入物品及び予定数量

　　ア 　軽油Ａ（４月～６月分） 240キロリットル

　　イ 　軽油Ｂ（４月～６月分） 340キロリットル

　　ウ 　軽油Ｃ（４月～６月分） 218キロリットル

　　エ 　軽油Ｄ（４月～６月分） 422キロリットル

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　ア 　川崎市交通局上平間営業所

　　イ 　川崎市交通局塩浜営業所

　　ウ 　川崎市交通局井田営業所

　　エ 　川崎市交通局鷲ヶ峰営業所及び川崎市交通局

　　　　菅生営業所

　⑷ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和３年６月30日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。
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　⑵ 　川崎市における令和３・４年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」

という。）において業種「燃料・油脂類」、種目「石

油製品・オイル」、かつ、ランク「Ａ」で登録され

ていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

に係る業種を登録していない者を含む。）は、財政

局資産管理部契約課に所定の様式により、資格審査

申請を令和３年２月16日までに行ってください。申

請の際には、この公告文の写しを持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、誓約書及び５の書類を提出

しなければなりません。一般競争入札参加資格確認申

請書等の様式は、市バスホームページ内「入札情報」

の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」の「令

和３年度」からダウンロードしてください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　川崎市交通局企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月25日から令和３年２月16日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書等を提出

した者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において３⑵の期間中縦

覧に供します。また、市バスホームページ内「入札情

報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」の

「令和３年度」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、購入物品を安定し

て供給できることを証明する書類（供給保証書）を令

和３年２月16日までに３⑴の場所に提出しなければな

りません。

　 　この場合において、提出された書類等を審査した結

果、当該物品を納入することができると認められた者

に限り、入札に参加することができます。

　 　なお、入札参加者は、当該書類に関し説明を求めら

れたときは、それに応じなければなりません。

６ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和３年２月24日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　桜庭

　　電話　044－200－3241

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札及び契約に付す

るものとし、１キロリットル（1,000リットル）当た

りの単価で行います。入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わ

ず、一切の諸経費を含めて見積もった金額から軽油引

取税額を控除した額の110分の100に相当する金額に、

軽油引取税額を加算した金額を入札書に記載してくだ

さい。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日時

　　　　　令和３年３月18日　午前11時00分

　　（イ）場所

　　　　　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期限

　　　　　令和３年３月16日　必着

　　（イ）宛先

　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。
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　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得第７条の規定に

より無効と定める入札は、これを無効とします。

10 　再度の入札の実施

　 　落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。

ただし、その前回の入札が川崎市交通局競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札に

立ち会わない者は参加できません。

11 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、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

を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

12 　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情について、苦情の原因となった事

実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦情

検討委員会へ申し立てることができます。

13 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　この契約の目的物に係る税制改正が実施された場

合は、それによるものとします。

　⑸ 　落札者の決定後、川崎市政府調達苦情検討委員会

に対する苦情申立てが行われた場合、契約締結等の

手続を一時停止することがあります。

14 　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　①　Gas Oil Quantity 240kl　　

　　②　Gas Oil Quantity 340kl　　

　　③　Gas Oil Quantity 218kl　　

　　④　Gas Oil Quantity 422kl　　

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　11:00 A.M., March 18, 2021

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　March 16, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section

　　　Transportation Bureau

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku,

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL : +81(0)44-200-3228

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第５号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年１月25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

　　　日野自動車純正部品購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　仕様書のとおり

　⑶ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　概　　要

　　　詳細は、仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

た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 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）

において業種「自動車」、種目「自動車用品」、かつ、

ランク「Ａ」または「Ｂ」で登録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

令和３年２月１日までに行ってください。申請の際

には、この公告文を持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
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通局物品入札公表一覧」の「令和３年度」からダウン

ロードしてください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　交通局企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月25日から令和３年２月１日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　入札説明書は、市バスホームページ内「入札情報」

の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」の「令

和３年度」からダウンロードしてください。また、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、３⑵の期間中、入札説明書を無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年２月８日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　伊藤

　 　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　 　総価で行います。この金額には、明細書を使用して、

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、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか

免税業者であるかを問わず、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。

　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカー

が発行する価格表による価格に、落札者が提出した入

札書及び明細書に記載された割引率を適用して算出し

た割引後の価格とします。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日　時　令和３年３月11日　午前９時30分

　　（イ）場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期　限　令和３年３月９日　必着

　　（イ）宛　先　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　　　必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度の入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札参加者が川崎市交通局競争入札参加者心

得第７条により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者であった場合は参加できません。

10 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、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

を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

11 　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12 　その他
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　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、委員会への苦情申立てが行われ

た場合、契約締結等の手続を一時停止することがあ

ります。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　HINO genuine parts

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　9:30 A.M. 11 March, 2021

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　9 March, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section

　　　Transportation Bureau

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL : +81(0)44-200-3228

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第６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３年１月25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

　　　いすゞ自動車純正部品購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　仕様書のとおり

　⑶ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　概　　要

　　　詳細は、仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における令和３・４年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」

という。）において業種「自動車」、種目「自動車用

品」、かつ、ランク「Ａ」または「Ｂ」で登録され

ていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

令和３年２月１日までに行ってください。申請の際

には、この公告文を持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交

通局物品入札公表一覧」の「令和３年度」からダウン

ロードしてください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　交通局企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月25日から令和３年２月１日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　入札説明書は、市バスホームページ内「入札情報」

の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」の「令

和３年度」からダウンロードしてください。また、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、３⑵の期間中、入札説明書を無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年２月８日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　伊藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
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　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

　 　総価で行います。この金額には、明細書を使用して、

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、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか

免税業者であるかを問わず、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。

　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出してく

ださい。

　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカー

が発行する価格表による価格に、落札者が提出した入

札書及び明細書に記載された割引率を適用して算出し

た割引後の価格とします。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日　時　令和３年３月11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

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期　限　令和３年３月９日　必着

　　（イ）宛　先　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　　　必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度の入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札参加者が川崎市交通局競争入札参加者心

得第７条により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者であった場合は参加できません。

10 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、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

を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

11 　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、委員会への苦情申立てが行われ

た場合、契約締結等の手続を一時停止することがあ

ります。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　ISUZU genuine parts

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　10:00 A.M. 11 March, 2021

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　9 March, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section

　　　Transportation Bureau

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL : +81(0)44-200-3228
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病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第１号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年１月12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等入札に必要な書類

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

覧及びダウンロード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への持参又は郵送に

より受付けます。郵送による場合には、申込期間

最終日の午後５時15分までに必着とします。

　　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 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　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 　郵便により入札書を提出する場合には、こちら

から送付する競争参加資格確認通知を確認した後

に発送してください。

　　エ　入札保証金は免除します。

　　オ 　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。

　　カ 　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。
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　　イ　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院防火設備点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「施設維持管理」

種目「消火設備保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月12日から令和３年１月19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３年１月28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

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月26日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

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

川崎市病院局公告第２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３年１月12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等入札に必要な書類

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

覧及びダウンロード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への持参又は郵送に

より受付けます。郵送による場合には、申込期間

最終日の午後５時15分までに必着とします。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４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
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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 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　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 　郵便により入札書を提出する場合には、こちら

から送付する競争参加資格確認通知を確認した後

に発送してください。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　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。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　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必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院施設管理業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　種「施設維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他

　下記、１から３の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　病床規模300床以上の病院施設管理の経験が１年以上有する会社で、かつ従事者

として４の条件を満たすこと。（保守点検又は修繕整備のみの業務は含みません。）

２ 　ＩＳＯ9001を取得していること。

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

時遠隔監視体制が可能であること。

　下記、４の書類の写しを落札候補業者のみ入札後に証明する書類の写しを提出す

ること。提出をもって、正式に落札とする。

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

に配置できること。

・第３種電気主任技術者（電気事業法）

・第１種電気工事士（電気工事士法）

・２級ボイラー技士（労働安全衛生法）

・高圧ガス製造保安責任者　第三種冷凍機械責任者（高圧ガス保安法）

・高圧ガス製造保安責任者　乙種機械責任者（高圧ガス保安法）

・エネルギー管理士（エネルギーの使用の合理化に関する法律）

・危険物取扱者乙種第４類（消防法）

・医療ガス保安管理技術者修了者（３日コース）
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競争参加の申込 令和３年１月12日から令和３年１月19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３年１月29日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月27日　必着

提 出 先 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

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）

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院ＲＩ関連保守及び放射性物質法定濃度測定等業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月12日から令和３年１月19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３年１月29日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月27日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院昇降機設備等保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで
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競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「施設維持管理」

種目「エレベーター保守点検」

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３年１月12日から令和３年１月19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３年１月28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

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月26日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院昇降機設備保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「施設維持管理」

種目「エレベーター保守点検」

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３年１月12日から令和３年１月19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３年１月28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

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月26日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院昇降機設備（ケアセンター）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「施設維持管理」

種目「エレベーター保守点検」

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３年１月12日から令和３年１月19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３年１月28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
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郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月26日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院立体駐車場昇降機設備保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「施設維持管理」

種目「エレベーター保守点検」

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３年１月12日から令和３年１月19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３年１月28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

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月26日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院院内保安警備業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　種「警備」

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３年１月12日から令和３年１月19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３年１月29日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月27日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

特定業務委託に

関 す る 事 項

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

委託契約に該当します。

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

労働者に支払っていただくことが契約条項に加わります。

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



川 崎 市 公 報 （第1,811号）令和３年(2021年)１月25日

－359－

特定業務委託に

関 す る 事 項

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

可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

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

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

ください。

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

（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院薬品ＳＰＤ業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

（５年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「その他の医療関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他
過去５年間において２年以上400床以上の病院で、物流管理業務を請負った実績が２

件以上あること。（申込時に契約書の写しを提出のこと。）

競争参加の申込 令和３年１月12日から令和３年１月19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３年１月29日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月27日　必着

提 出 先 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

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院薬品管理業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

（５年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「その他の医療関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他
平成27年４月１日以降に、250床以上の病院において、物流管理業務の業務実績を３

年間以上有すること。（申込時に契約書の写しを提出のこと。）

競争参加の申込 令和３年１月12日から令和３年１月19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３年１月29日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月27日　必着

提 出 先 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

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10）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院診療材料等ＳＰＤ業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限
令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

（３年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「その他の医療関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他
その他　平成27年４月１日以降に、250床以上の病院において、物流管理業務の業務

実績を３年間以上有すること。（申込時に契約書の写しを提出のこと。）

競争参加の申込 令和３年１月12日から令和３年１月19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３年１月29日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年１月27日　必着

提 出 先 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

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３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３年１月25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 　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）

　⑶ 　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）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　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。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、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への持参又は郵送により

受付けます。郵送による場合には、申込期間最終日

の午後５時15分までに必着とします。

　⑵ 　競争参加者は、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、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。
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　⑶ 　「令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿（以下「名簿」といいます。）」に

登録のない者（別紙の案件に定められた業種に登録

のない者も含みます。）は、所定の様式をもって競

争参加の申込締切日までに財政局資産管理部契約課

で資格審査の申請を行ってください。

　⑷ 　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。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　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１⑵の照会窓口に回答

書と共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報の

ページにも掲載を行います。

４ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時・場所等については、別紙の

案件ごとの定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とし、その者は競争参

加資格確認通知書を必ず持参するものとします。な

お、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び

開札の立会いに関する権限の委任を受けた書面を事

前に提出しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷ 　落札者の決定については、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

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、直ちに再度入札を行います。

　　 　なお、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、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　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。

５ 　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。

　⑴ 　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保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

　⑷ 　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必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和３年度医薬品の基本単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「薬　品」

種　目　「医薬品」

そ の 他

１ 　平成28年４月１日以降に300床以上の病院への医薬品の納入実績があること。（申

込時に契約書の写しを提出すること。）

２ 　安定して納品される必要があるため、次に掲げる要件を全て満たしていること。

　⑴ 　発注後、速やかに納入できること。

　⑵ 　時間外及び休日を含め、供給体制が整備されていること。

　⑶ 　特定管理薬品及び保冷薬品を取扱う場合には、管理体制が整備されていること。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月５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３年３月５日　午後１時30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
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郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 令和３年３月３日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１ 　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

入 札 保 証 金 免除します。

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased:

　　 Unit price purchase contract for pharmaceuticals at Kawasaki Municipal Kawasaki 

Hospital and Kawasaki Municipal Ida Hospital.

２ 　Time-limit for tender:

　　1:30 P.M. 5th March 2021

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　3rd March 2021

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和３年度検査薬品の基本単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「薬　　品」

種　目　「検査試薬」

そ の 他

１ 　平成28年４月１日以降に300床以上の病院への検査薬品の納入実績があること。

（申込時に契約書の写しを提出すること。）

２ 　発注後、速やかに納入できること。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月５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３年３月５日　午後１時30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

郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 令和３年３月３日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１ 　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

入 札 保 証 金 免除します。

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased:

　　 Unit price purchase contract for reagents at Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital 

and Kawasaki Municipal Ida Hospital.
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Summary

２ 　Time-limit for tender:

　　1:30 P.M. 5th March 2021

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　3rd March 2021

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)

消 防 局 告 示

川崎市消防局公告第１号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　令和３年１月８日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

訓

練

日 時
令和３年１月19日（火）10時00分～

10時10分

場 所
幸区小倉２丁目７番１号

宗教法人　無量院

消防隊数 消防隊４隊

　　　───────────────────

川崎市消防局公告第２号

　　　指定催しの指定について

　川崎市火災予防条例第57条の３の規定に基づき、下記

の催しを指定催しとして指定したので、次のとおり公告

します。

　　令和３年１月15日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

指定催しの名称 麻生不動ダルマ市

開催場所
麻生不動院周辺道路（麻生区下

麻生１丁目21番10号）

開催期間
令和３年１月28日（木）８時00

分から17時00分まで

農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第１号

　第７回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　令和３年１月５日

 川崎市農業委員会　　　　　　

 会長　小　川　耕　平　　

１ 　日　時　

　　　令和３年１月14日（木）　午後２時00分～

２ 　場　所

　　　 セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階　第１会

議室

　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議　題

　⑴ 　議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請

に対する意見ついて

　⑵ 　議案第２号　相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について

　⑶ 　報告第１号　農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑷ 　報告第２号　相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑸ 　報告第３号　生産緑地の農業の主たる従事者証明

について

　⑹ 　報告第４号　農地転用工事完了報告について

　⑺ 　その他
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高 津 区 告 示

川崎市高津区告示第１号

　令和２年12月９日の転出届は錯誤の届出であることが

判明したので、次の住民票の写し（除票）はその交付日

をもって無効とします。

　　令和３年１月６日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

１無効とする住民票の写し

　住　　　所　　　 川崎市高津区溝口１丁目７番７－

904号

　氏　　　名　　　八田　浩志

　交付年月日　　　　　　　　　交付通数

　令和２年12月18日　　　　　　２通

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第１号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月12日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第２号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月12日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第３号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第４号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　
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年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料

第１期

以降

令和３年２月１日

（第１期～第４期）
１件

令和

２年度

国民健康

保険料

第４期

以降
１件

令和

２年度

国民健康

保険料

第７期

以降
１件

令和

２年度

国民健康

保険料

第７期

以降

令和３年２月１日

（第７期）
１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第５号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公示により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度
介護保険料

第９期

以降

令和３年２月１

日（第９期分）
１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第６号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第７号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第１号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第２号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律80

号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）

第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月15日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

後期高齢者

医療保険料

第１期

以降
１件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第１号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
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に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月４日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第２号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月４日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第３号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月12日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第４号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月12日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第５号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第１号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月12日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　
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年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

31年度
介護保険料

過年

４月分

令和３年２月１日

（過年４月分）
計１件

令和

２年度
介護保険料

第１期

以降

令和３年２月１日

（第１～４期分）
計１件

令和

２年度
介護保険料

第５期

以降

令和３年２月１日

（第５～６期分）
計１件

令和

２年度
介護保険料

第７期

以降

令和３年２月１日

（第７～８期分）
計１件

令和

２年度
介護保険料

第４期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第２号

　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第３号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第４号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月14日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第５号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年１月14日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第６号

　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月15日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）
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宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第１号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。　

　　令和３年１月13日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第２号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第１号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第１号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第２号

　国民健康保険料に係る還付充当通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月14日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

（別紙省略）
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辞 令

令和３年１月１日付人事異動

（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

総務企画局危機管理室長

健康福祉局保健所担当部長兼務
飯　塚　　　豊 総務企画局危機管理室長

（課長級）

総務企画局危機管理室担当課長

健康福祉局保健所感染症対策課担当課長兼務
青　柳　　　努 総務企画局危機管理室担当課長

健康福祉局保健所感染症対策課担当課長 神　庭　　　功 健康福祉局総務部企画課課長補佐

（病院局）

（部長級）

市立井田病院麻酔科部長

市立川崎病院麻酔科兼務

市立井田病院手術部兼務

中　塚　逸　央 新任

市立井田病院麻酔科担当部長

市立川崎病院麻酔科兼務

市立井田病院手術部兼務

石　川　明　子

市立井田病院麻酔科部長

市立川崎病院麻酔科兼務

市立井田病院手術部兼務

（課長級）

市立川崎病院泌尿器科医長 福　本　桂資郎 新任

市立井田病院緩和ケア内科医長

市立川崎病院麻酔科兼務

市立川崎病院集中治療部兼務

梶　谷　美　砂

市立川崎病院麻酔科医長

市立川崎病院集中治療部兼務

市立井田病院麻酔科兼務

12月31日付退職

（課長級）

退職 公　田　龍　一 市立川崎病院放射線治療科医長

正 誤

　川崎市公報第1,810号（令和３年１月12日発行）13ペ

ージ川崎市条例第68号中「充？」は「充塡」の誤り。

　川崎市公報第1,810号（令和３年１月12日発行）27ペ

ージ川崎市規則第96号中「第８条第２項後段」は「第８

条第２項」の誤り。

　川崎市公報第1,810号（令和３年１月12日発行）94ペ

ージ川崎市公告（調達）第５号中「オ 業種「その他業

務」　種目「樹木管理」」は、「オ　業種「樹木管理」種

目「除草,せんてい等樹木管理」」の誤り。
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