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規 則

　新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める

等の政令の施行に伴う川崎市保健所長委任規則及び川崎

市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律施行細則の準用に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第１号

　　　新型コロナウイルス感染症を指定感染症と

　　　して定める等の政令の施行に伴う川崎市保

　　　健所長委任規則及び川崎市感染症の予防及

　　　び感染症の患者に対する医療に関する法律

　　　施行細則の準用に関する規則の一部を改正

　　　する規則

　新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める

等の政令の施行に伴う川崎市保健所長委任規則及び川崎

市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律施行細則の準用に関する規則（令和２年川崎市規則

第２号）の一部を次のように改正する。

　附則第２項中「１年」を「２年」に改める。

　　　附　則

この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第２号

　　　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施

　　　行規則の一部を改正する規則

川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（昭和

62年川崎市規則第77号）の一部を次のように改正する。

　別表宮崎台駅周辺自転車等駐車場の項中

「

第５施設 川崎市宮前区宮崎２丁目３番12

 」　　

を

「

第５施設 川崎市宮前区宮崎２丁目３番12

第６施設 川崎市宮前区宮崎２丁目１番23ほか

 」　　

に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和３年２月１日から施行する。

告 示

川崎市告示第16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19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
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　　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17号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　令和３年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第18号

　　　指定特定相談の事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の25第４項の

規定により、指定特定相談事業の廃止の届出がありまし

たので、同法第51条の30の規定に基づき別表のとおり告

示します。

　　令和３年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第19号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　令和３年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第20号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　令和３年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

株式会社フルライフ
フルライフ

スマートケア川崎

川崎市高津区坂戸１－15－13

NARUTO BAY　103号室
計画相談支援 令和２年12月31日 1435301005

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

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

一般社団法人木と葉と根 シャインハウス野川台 川崎市宮前区野川台１－17－14 共同生活援助 令和３年１月１日 1425500921

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

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

一般社団法人

日本教育福祉支援機構

あさっぷクラス

千代ヶ丘

川崎市麻生区千代ヶ丘四丁目

５番12号
放課後等デイサービス 令和２年11月30日 1455600278

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

株式会社三方多
シェルフいくた教室

ラ・オハナ

川崎市多摩区西生田２－１－６

２階
児童発達支援 令和３年１月１日 1455400414

株式会社三方多
シェルフいくた教室

ラ・オハナ

川崎市多摩区西生田２－１－６

２階

放課後等

デイサービス
令和３年１月１日 1455400414

アンダンテミライ株式会社
放課後デイサービス

toiro川崎

川崎市幸区中幸町２－47

メゾンエクレア１階

放課後等

デイサービス
令和３年１月１日 1455100295

株式会社クラ・ゼミ
こどもサポート教室

「きらり」向ヶ丘校

川崎市宮前区平２－１－33

ルバーブ山喜201
児童発達支援 令和３年１月１日 1455500403

株式会社クラ・ゼミ
こどもサポート教室

「きらり」向ヶ丘校

川崎市宮前区平２－１－33

ルバーブ山喜201

放課後等

デイサービス
令和３年１月１日 1455500403

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

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

株式会社ＱＥＤ
シェルフいくた教室

ラ・オハナ

川崎市多摩区西生田２－１－６

２階
児童発達支援 令和２年12月31日 1455400331

株式会社ＱＥＤ
シェルフいくた教室

ラ・オハナ

川崎市多摩区西生田２－１－６

２階

放課後等

デイサービス
令和２年12月31日 1455400331

株式会社フルライフ
フルライフスマートケア

川崎

川崎市高津区坂戸１－15－13

NARUTO BAY　103号
児童発達支援 令和２年12月31日 1455300028

株式会社フルライフ
フルライフスマートケア

川崎

川崎市高津区坂戸１－15－13

NARUTO BAY　103号

放課後等

デイサービス
令和２年12月31日 1455300028

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

川崎市告示第21号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　令和３年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第22号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和３年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第23号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和３年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第24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21日から令和３年２月４日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
生 田

第104号線

川崎市多摩区生田

７丁目2887番８先
1.82 9.63

川崎市多摩区生田

７丁目2887番８先

新
生 田

第104号線

川崎市多摩区生田

７丁目2887番７先
2.95 9.63

川崎市多摩区生田

７丁目2887番７先

　　　───────────────────

川崎市告示第25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21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21日から令和３年２月４日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

生 田

第10 4号線

川崎市多摩区生田７丁目2887番７先

川崎市多摩区生田７丁目2887番７先

　　　───────────────────

川崎市告示第26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22日から令和３年２月５日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月22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
西 生 田

第89号線

川崎市多摩区西生田

３丁目3035番先
2.20

～

5.50

9.75
川崎市多摩区西生田

３丁目3036番先

新
西 生 田

第89号線

川崎市多摩区西生田

３丁目2474番４先
1.84

～

1.93

9.75
川崎市多摩区西生田

３丁目2474番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第27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22日から令和３年２月５日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月22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88号線

川崎市宮前区神木本町

４丁目2028番１先
1.82

～

4.00

35.30
川崎市宮前区神木本町

４丁目2027番１先

新
神木本町

第88号線

川崎市宮前区神木本町

４丁目2028番３先
2.93

～

5.14

35.30
川崎市宮前区神木本町

４丁目2027番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第28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22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22日から令和３年２月５日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月22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

神 木 本 町

第 8 8 号 線

川崎市宮前区神木本町４丁目2028番３先

川崎市宮前区神木本町４丁目2027番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第29号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、川崎市総合福祉センターの指定管

理者を次のとおり指定しましたので、川崎市総合福祉セ

ンター条例（平成17年川崎市条例第45号）第４条第３項

の規定により告示します。

　　令和３年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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管理を行わせる施設

の名称及び所在地

川崎市総合福祉センター

川崎市中原区上小田中６丁目22番５号

指定管理者

（所在地）川崎市中原区上小田中６丁目

　　　　　22番５号

（名　称）社会福祉法人

　　　　　川崎市社会福祉協議会

（代表者）会長　佐藤　忠次

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30号

　　　宮前区野川の市道宮前６号線予定地（自動

　　　車駐車場）入札占用指針

　道路法（昭和27年法律第180号）第39条の２第１項の

規定に基づき、入札占用指針を定めたので、同条第７項

の規定に基づき、公示する。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　詳細は、「入札占用指針」のとおり。

２ 　入札占用指針の閲覧及び交付期間、場所

　⑴ 　閲覧及び交付期間 

　　　令和３年１月25日から令和３年２月８日

　⑵ 　閲覧及び交付場所 

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワー・リバーク14階

　　　川崎市建設緑政局　道路河川整備部　道路整備課

　　　ＨＰ（下記アドレス）にてダウンロードも可能

　　　（募集の概要　第６回）

　　　 https://www.city.kawasaki.jp/shisei/

category/47-6-10-0-0-0-0-0-0-0.html

　　　───────────────────

川崎市告示第31号

　　　麻生区下麻生２丁目の都市計画道路菅早野

　　　線予定地（自動車駐車場）入札占用指針

　道路法（昭和27年法律第180号）第39条の２第１項の

規定に基づき、入札占用指針を定めたので、同条第７項

の規定に基づき、公示する。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　詳細は、「入札占用指針」のとおり。

２ 　入札占用指針の閲覧及び交付期間、場所

　⑴ 　閲覧及び交付期間

　　　令和３年１月25日から令和３年２月８日

　⑵ 　閲覧及び交付場所

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワー・リバーク14階

　　　川崎市建設緑政局　道路河川整備部　道路整備課

　　　ＨＰ（下記アドレス）にてダウンロードも可能

　　　（募集の概要　第６回）

　　　 https://www.city.kawasaki.jp/shisei/

category/47-6-10-0-0-0-0-0-0-0.html

　　　───────────────────

川崎市告示第32号

　　　中原区小杉町３丁目の国道409号予定地

　　　（駐車場・駐輪場）入札占用指針

　道路法（昭和27年法律第180号）第39条の２第１項の

規定に基づき、入札占用指針を定めたので、同条第７項

の規定に基づき、公示する。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　詳細は、「入札占用指針」のとおり。

２ 　入札占用指針の閲覧及び交付期間、場所

　⑴ 　閲覧及び交付期間 

　　　令和３年１月25日から令和３年２月８日

　⑵ 　閲覧及び交付場所 

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワー・リバーク14階

　　　川崎市建設緑政局　道路河川整備部　道路整備課

　　　ＨＰ（下記アドレス）にてダウンロードも可能

　　　（募集の概要　第６回）

　　　 https://www.city.kawasaki.jp/shisei/

category/47-6-10-0-0-0-0-0-0-0.html

　　　───────────────────

川崎市告示第33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26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
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　　　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34号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法

津第39号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を

整備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定に基

づき次のとおり告示する。

　　令和３年１月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類 路　線　名 区　　　間

都道府県道
主要地方道

鶴見溝ノ口

川崎市高津区溝口３丁目12番地先

から（起点）

川崎市高津区溝口３丁目14番地先

まで（終点）

　　　───────────────────

川崎市告示第35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27日から令和３年２月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
生 田

第97号線

川崎市多摩区生田

８丁目3473番３先
1.82 12.30

川崎市多摩区生田

８丁目3474番先

新
生 田

第97号線

川崎市多摩区生田

８丁目3473番３先
2.89

～

2.92

12.30
川崎市多摩区生田

８丁目3474番先

　　　───────────────────

川崎市告示第36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27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27日から令和３年２月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

生 田 川崎市多摩区生田８丁目3473番３先

第 9 7 号 線 川崎市多摩区生田８丁目3474番先

　　　───────────────────

川崎市告示第37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27日から令和３年２月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月27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
川崎市宮前区東有馬

４丁目573番９先
2.73 17.75

第295号線
川崎市宮前区東有馬

４丁目573番９先

新

有 馬
川崎市宮前区東有馬

４丁目573番６先
3.36

～

3.41

17.75

第295号線
川崎市宮前区東有馬

４丁目573番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第38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27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27日から令和３年２月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

有 馬

第29 5号線

川崎市宮前区東有馬４丁目573番６先

川崎市宮前区東有馬４丁目573番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第39号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　令和３年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　　長 ８件　　　　

　　イ 　教育委員会 ４件　　　　

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　　長 21件　　　　

　　イ 　消　防　長 ４件　　　　

　　ウ 　教育委員会 ２件　　　　

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第40号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和３年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第41号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　令和３年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第42号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　令和３年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第43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29日から令和３年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅稲田堤

第31号線

川崎市多摩区菅稲田堤

２丁目3128番５先
2.73

～

3.37

65.22
川崎市多摩区菅稲田堤

２丁目3128番４先

新
菅稲田堤

第31号線

川崎市多摩区菅稲田堤

２丁目3128番33先
4.00 65.22

川崎市多摩区菅稲田堤

２丁目3128番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第44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29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29日から令和３年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 稲 田 堤

第 3 1 号 線

川崎市多摩区菅稲田堤２丁目3128番33先

川崎市多摩区菅稲田堤２丁目3128番６先
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川崎市告示第45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29日から令和３年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月29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 平 間
川崎市中原区上平間

310番18先
3.00 11.57

第４号線
川崎市中原区上平間

331番８先

新

上 平 間
川崎市中原区上平間

310番15先
3.50 11.57

第４号線
川崎市中原区上平間

331番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第46号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年11月６日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年１月29日から令和３年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月29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 平 間

第 ４ 号 線

川崎市中原区上平間310番15先

川崎市中原区上平間331番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第47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29日から令和３年２月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　県道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
横 浜

上 麻 生

川崎市麻生区上麻生

７丁目318番５先
9.82

～

11.87

28.06
川崎市麻生区上麻生

７丁目318番８先

新
横 浜

上 麻 生

川崎市麻生区上麻生

７丁目318番10先
11.87

～

23.86

28.06
川崎市麻生区上麻生

７丁目318番８先

公 告

川崎市公告第63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18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－383－

公募する事項

件名 令和３年度日本語指導初期支援等業務委託

所管課

（問合せ先）

教育委員会事務局教育政策室

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

電　話　044－200－3758

ＦＡＸ　044－200－3950

E-mail：88seisaku@city.kawasaki.jp

業務内容

①管理運営責任者及び相談支援員配置業務

　・学校等からの日本語指導初期支援申請の受付及び業務報告の取りまとめ

　・相談支援

　・指導計画の作成

　・教材の作成及び提供、管理

　・研修会の開催

②日本語指導初期支援員配置業務

　・日本語指導初期支援

　・学校生活及び日常生活への適応支援

　・日本語指導初期支援の終了に関わる日本語能力の把握

　・支援記録及び業務報告書の作成と提出

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 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格者（委託：業種「その他業務」、種目「そ

の他」）として登録をしている者。地域要件は無とします。

⑷ 　直近３年間（平成30年度～令和２年度）において、自治体・民間での日本語指導

初期支援等業務委託の契約実績があること

参加申込方法

　所管課において配付している参加意向申出書及び上記参加資格⑷の要件を満たすこ

とを証明する書類（契約書の写し等、実績がわかるようにしてください。）を持参し

てください。参加意向申出書については、川崎市教育委員会ホームページからもダウ

ンロードすることができます。

http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000124428.html

参加意向申出書提出期間

令和３年１月18日（月）から令和３年１月25日（月）まで

受付時間は、上記期間内の午前８時30分から正午まで及び、午後１時から午後５時ま

でとします（ただし、閉庁日は除きます）。

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

川崎市公告第64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18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路補修（緊急21－１）工事

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年10月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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 　川崎市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」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２月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路補修（緊急21－１）工事

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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」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２月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道東百合丘102号線歩道設置（改築）工事

履行場所 川崎市麻生区東百合丘４丁目30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「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報にお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２月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

本調達は、契約締結後、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

３年７月31日限り）を行う予定です。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路補修（緊急21－１）工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年９月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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 　川崎市幸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」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。
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参 加 資 格

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内道路補修（緊急21－１）工事

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年10月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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 　川崎市多摩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」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２月１日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第65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18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区梶ヶ谷字金山1374番１

 ほか４筆（第１工区）

 484平方メートル　

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　

　　 　

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２年２月26日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第117号

　　令和２年10月８日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第73号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第66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19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年度検便検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校、教育委員会事務局他

　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 　概　　要

　　 　検便検査の実施、検査容器・提出用袋・検査説明

書等の送付、検査結果成績書の作成等の一連の検便

検査業務を委託する。

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「医療関連業務」・種目

「衛生検査」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 　川崎市競争入札参加資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 　神奈川県又は東京都内に検査場所があること。

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19日（火）～令和３年

１月25日（月）

　　　　　　　　　 （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「そ

の他」の「令和３年度検便検査業務

委託受託事業者募集について」（ア

ドレスhttps://www.city.kawasaki.

jp/880/page/0000123263.html）

　　イ 　閲覧期間　 令和３年１月19日（火）～令和３年

１月25日（月）

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
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　　 　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25日（月）まで必着とします。

　⑶ 　提出書類

　　　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。

　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29日（金）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29日（金）～令和３年２月２日（火）

　　　　（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５日（金）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。

　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10日（水）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10階　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 　入札金額は、仕様書及び質問・回答に定める全

ての経費及び関係する経費を見積もるものとし、

契約期間のすべてにわたる経費を記入してくださ

い。入札金額は総価で行います。また、決定に当

たっては、入札内訳書に記載された単価に、その

金額の10％に相当する額を加算した金額をもって

契約金額とするため、入札者は消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積った契約金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。（入札金額は消費税抜

きとなります。）また、予定数量はあくまで想定

であり、当該数量を保証するものではありません。

　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
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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67号

　川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人の基準等に関する条例（平成24年

川崎市条例第29号）第３条第１項の規定により指定特定

非営利活動法人となるための申出がありましたので、同

条例第３条第５項の規定により次のとおり公告します。

　　令和３年１月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申出のあった年月日 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13日 特定非営利活動法人

ＮＰＯレインボー

荻野　郁子 川崎市川崎区大師町６番７号 　この法人は、介護保険ならび

に公的な福祉サービスでは対応

できない利用者を中心に高齢

者、障がい者などに対して有償

生活支援、有償移送支援、住ま

いの相談及びサービス付き高齢

者向け住宅の管理運営事業を行

うとともに、生活支援、移送支

援が、より安心、安全に行われ

るための情報提供及び研修事業

を行い、これらの事業を通じ地

域の保健、福祉の増進を図り、

健康なまちづくりに貢献するこ

とを目的とする。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第68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19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市長　福田　紀彦

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区小杉町三丁目１番の一部

 別図省略

幅 　 　 員

6.00メートル

延　長

4.90メートル

5.50メートル 24.50メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第610号

指　定

年月日

令和３年

１月19日

　　　───────────────────

川崎市公告第69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20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 藤崎保育園改築衛生その他設備工事

履行場所 川崎市川崎区藤崎１丁目７番１号

履行期限 契約の日から令和４年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。

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

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

【「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政局「入札参加手続関係」の中の「下請

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

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

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

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

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

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」【「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「下請契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１

日版】】を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　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

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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参 加 資 格

　 　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

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

未満となった場合は専任を要しません。

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

の兼任を可とします。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年２月19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70号

　次の表の左欄に記載する者に対する当該右欄の土地に

かかる坂戸都市計画事業坂戸中央２日の出町土地区画整

理事業施行者坂戸市が発した、土地区画整理法（昭和29

年法律第119号）第103条第１項に基づく換地処分通知

は、送付すべき場所を確知することができないことによ

り、同法第133条第１項及び同条第２項において準用す

る同法第77条第５項の規定により、書類の送付にかえて

通知の内容が埼玉県坂戸市日の出町580番地所在の掲示

場に掲示されている。

　　令和３年１月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

書類の送付を受けるべき者
土地の表示

氏名及び住所

埼玉県坂戸市日の出町571番地５

埼玉県坂戸市日の出町579番地１

　　　───────────────────

川崎市公告第71号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年１月20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

　　川崎市宮前区平一丁目802番１

 ほか３筆の一部　　

 1,269平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都西東京市芝久保町四丁目26番３号

　　株式会社　東栄住宅

　　代表取締役　佐藤　千尋

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：10戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年９月30日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第67号

　　令和２年12月16日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第93号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第72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20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市中原区下小田中二丁目30番12号

 ほか２筆　　　　　

 1,296平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市中原区下小田中二丁目30番12号

　　有限会社　博善

　　代表取締役　猪股　博義

３ 　予定建築物の用途

　　店舗・共同住宅

 計画戸数：６戸
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４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年１月８日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第97号

　　　───────────────────

川崎市公告第73号

　一団地の総合的設計制度の認定の取消しについて

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の５第２

項の規定による認定の取消しをしましたので、同条第４

項の規定に基づき次のとおり公告します。

　　令和３年１月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

対　象　区　域
川崎市幸区南加瀬一丁目185番１、

185番４の一部、185番５

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

名古屋市中村区名駅四丁目26番25号

名鉄不動産　株式会社

代表取締役　前田　由幸

認定取消年月日

及び認定取消番号

令和３年１月20日

川崎市指令ま建指第705号

　　　───────────────────

川崎市公告第74号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の

規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年１月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市多摩区菅稲田堤３丁目17番26号

白井　英壽

道路位置の

地名・地番

川崎市多摩区菅一丁目3661番１、3661番

３、3661番４の各一部 別図省略

幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

9.5メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第611号

指　定

年月日

令和３年

１月20日

　　　───────────────────

川崎市公告第75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21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　地域コミュニティ形成等支援業務委託

　⑵ 　業務概要

　　 　本委託は、川崎市総合計画、行財政改革プログラ

ム、区役所改革の基本方針、協働・連携の基本方針、

地域包括ケアシステム推進ビジョン、及びこれから

のコミュニティ施策の基本的考え方等を踏まえ、現

在の少子高齢社会や将来の人口減少社会を見据えた

地域のつながりやコミュニティづくりに向け、地域

のことをよく知り、地域をコーディネートする能力

や協働のマインドを持つ職員の育成を図ることを目

的として、区役所職員等を対象に研修を行うもので

ある。

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月11日（金）まで

　⑷ 　業務規模概算額

　　　3,361,817円

　　　（消費税額及び地方消費税額を含まない）

２ 　プロポーザル参加資格

　 　このプロポーザルに参加を希望するものは、次の条

件を全て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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年度川崎市業者委託有資格名簿の業

種・種目「99その他業務」に登載されていること。

　⑷ 　川崎市または他自治体で、地域コミュニティの形

成支援に関する業務の実績を過去３年間に１件以上

有すること。
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３ 　提案内容の評価基準

評価項目 配点

１．企画力 40

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

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

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

　⑷ 　提案内容に独自の工夫がある 10

２．専門的知識・技術 20

　⑴ 　わかりやすいプレゼンテーションであり、高い説明能力が認められる 10

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

　⑶ 　本事業の様子を広く周知し、参加者以外の興味を惹く能力が認められる ５

３．業務への積極性 15

　⑴ 　仕様書に記述されている水準をクリアしている ５

　⑵ 　仕様書に記述されている水準以上の提案（上積み）がある ５

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

４．事業実施体制 10

　⑴ 　事業実施に必要なスタッフ体制が確保されている ５

　⑵ 　事業実施スケジュールや計画に無理が無い。 ５

５．費用対効果・実績評価 15

　⑴ 　企画提案に見合った適正な見積金額であると認められる。 ５

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

　⑶ 　他の自治体や会社等での実績が十分と判断できる。 ５

※合計点が同点の場合は「企画力」の得点で、「企画力」も同点の場合は見積金額の少ない者を選定します。

※全委員の評価点を平均した点数が60点に達しない事業者は、受託者として特定しないこととします。

※各評価項目について、企画提案書にその考え方が一定程度盛り込まれているものについて、「普通」を標準とします。

４ 　担当部署

部署・担当者名
市民文化局コミュニティ推進部区政推進課

小澤・新保

所在地
〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11－２

川崎フロンティアビル７階

電話番号 044－200－2358

電子メール 25kusei@city.kawasaki.jp

受付時間
午前８時30分～午後５時15分（閉庁日及び

正午～午後１時を除く）

５ 　参加意向申出書の提出

　 　令和３年２月２日（火）までに、２⑷の参加資格を

満たしていることが分かる書類（企業名が入った制作

物等）と一緒に担当部署に原則、郵送（持参も可）し

てください。

　※ 郵送の場合は、書留郵便等の配達した記録が残るも

ので必着

６ 　提案資格確認結果通知書の交付

　 　資格の有無を確認後、令和３年２月３日（水）に電

子メールで「提案資格確認結果通知書」を送付します。

　※ 「提案資格なし」との通知を受け取った場合、通知

を受け取った日から７日以内に書面によりその理由

の説明を求めることができます

７ 　仕様書に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和３年１月21日（木）～令和３年１月29日（金）

　⑵ 　質問受付方法

　　　電子メールにより受け付けます。

　　　電子メールアドレス　25kusei@city.kawasaki.jp

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年２月３日（水）までにすべての提案者に

対して電子メールで送付します。
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８ 　企画提案書の提出

必要書類

①企画提案書：当該業務の企画提案内容を記載

②見積書：積算根拠がわかるよう内訳を記載

※いずれも様式自由

提出部数 各10部

提出方法

原則、郵送（持参も可）

　※ 郵送の場合は書留郵便等の配達した記録が残

るもの

提出期限 令和３年２月16日（火）　※当日必着

９ 　企画提案審査会

日　　時 令和３年３月26日（金）午前中

開催方法

オンライン（zoom使用予定）開催とします。

※ アカウント情報、アクセス時間等は２月３日

（水）に送付する提案資格確認結果通知書と共

にお知らせします。

※ 企画提案審査会に参加するにあたり、参加者側の

環境整備・機器等は参加者側でご準備ください。

内　　容

説明30分以内（質疑応答10分）を含む

※ 契約後に本業務に携わる人が企画提案書の作成

及びプレゼンテーションに参加してください。

なお、出席者は２名以内とします。

企画提案

の評価

「⑵選定評価基準」を基に項目ごとに数値化して

採点し、合計点が最も高い者を選定業者とします。

「⑵選定評価基準」の評価項目を参考にして、プ

レゼンテーションを行ってください。

10 　その他

　⑴ 　使用する言語は日本語、通貨は日本円とします

　⑵ 　契約書作成は必要とします

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は「４　担当

部署」と同じです

　⑷ 　提出書類は返却しません

　⑸ 　関係書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の

負担とします

　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し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第76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21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

　　川崎市高津区上作延字南原999番１

 の一部　ほか14筆の一部　　

 926平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　

　　 　

３ 　予定建築物の用途

　　長屋

 計画戸数：８戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年２月28日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第119号

　　令和２年７月６日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第36号（変更）

　　令和２年７月28日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第42号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第77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22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区片平５丁目620番１

 の一部　ほか４筆の一部　　

 3,636平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　

　　 　

３ 　予定建築物の用途

　　有料老人ホーム、訪問介護事務所

 計画戸数：０戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年１月27日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第104号

　　令和２年６月３日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第23号（変更）

　　令和２年11月30日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第84号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第78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22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度若者の参加促進事業実施委託

　⑵ 　履行場所

　　　 市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日（木）まで
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　⑷ 　業務概要

　　ア 　業務目的

　　　 　本市においては、「市民創発」による市民自治

と多様な価値観を前提とした「寛容と互助」の都

市型コミュニティの形成を基本理念として、「こ

れからのコミュニティ施策の基本的考え方」を平

成31年３月に策定したところである。

　　　 　市民自治のまちづくりを進める上では、多様な

世代・立場の市民による参加が求められており、

若者（当事業では市内の高校生や大学生などを中

心とした概ね30歳台までの市民を対象とする。以

下「若者」という。）を対象とした参加層の掘り

起こしにこれまでも取り組んできた。

　　　 　これらを背景とし、多様な主体の連携による持

続可能な暮らしやすい地域の実現に向けて、若者

の声を市政に反映していくための取組みの一つと

して、若者目線での課題検討と課題解決へ向けた

活動を通じて、若者の社会参加・地域参加のすそ

野を広げ、主体的な市政参加へのきっかけの提供

と、これまでの取組によって醸成された若者の

「地域への関心の高まり」と「都市に対する愛

着・誇り」を、地域の活性化と持続的な発展に向

けた好循環へと繋げることを目的として本事業を

実施する。

　　イ 　業務概要

　　　 　「令和３年度若者の参加促進事業実施委託仕様

書」のとおり。

２ 　プロポーザル参加資格

　 　このプロポーザルに参加を希望するものは、次の条

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 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格名簿の当該

契約に対応するとして定めた業種・種目について登

載済の団体であること（業種コード：99その他業務

　種目コード：０１催物会場設営及びイベント、運

営・企画又は99その他業務）ただし、参加意向申出

書提出時において業者登録申請中の場合、プロポー

ザル評価委員会までに業者登録されていれば、資格

を認める。

　　※ 業者登録については下記ホームページ（入札情報

かわさき）をご参照ください。

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

　⑷ 　事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業目的の理解度

　　　仕様書の趣旨に沿った内容であるか。

　⑵ 　企画提案の内容

　　ア 　意欲的であるか（事業に対する意欲が高いか。）

　　イ 　独創性（事業者の特性・特徴を生かした創意・

工夫のある提案内容であるか。）

　　ウ 　情報発信力（対象の若者へ届き、興味を喚起す

る情報発信力・ノウハウがあるか。市内及び近隣

自治体の学校や若者に関わる団体等との連携・交

流があり、それらを活用した情報拡散が広く見込

めるか。）

　　エ 　広報の提案内容（対象とする若者の応募が十分

に見込まれるような広報の提案内容となっている

か）

　　オ 　イベントの内容（若者の関心・興味を惹く内容

であるか。イベント内容が具体的に示されている

か。単発のイベント実施に留まらず、地域とのつ

ながりの形成や地域の持続的発展に向けた好循環

の構築等の事業目的達成に資する内容となってい

るか。）

　　カ 　実現可能性（取組内容・規模等は適切である

か。）

　⑶ 　知識、能力、実績

　　 　若者に関する業務実績や本事業に類似する業務実

績並びに知識・ノウハウを有するか。

　⑷ 　事業実施体制

　　 　実現可能な計画の提案、事業実施に必要なスタッ

フの確保ができるか。

　⑸ 　企画内容と見積書の整合性

　　 　仕様書の内容が反映されているか。提案内容の見

積もりのバランスが取れているか、

　　※ 基準点として、受託予定者に特定する下限の得点

ラインは、全評価委員の評価点の平均の６割とす

る。評価が同点となった場合は、企画提案評価項

目のうち「企画提案の内容」の点数が高い提案者

を選定業者とします。

４ 　参加意向申出書等の配布、提出及び問合わせ先

　 　このプロポーザルに参加を希望するものは、次によ

り参加意向申出書（様式１）を提出しなければなりま

せん。また、参加意向申出書の提出は持参又は郵送と

します。郵送の際は、書留郵便等の配達記録が残るも

のにするなど、対応をお願いします。

　⑴ 　参加意向申出書等の配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル７階

　　　 川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携

推進課　担当　早川、前田

　　　電　話　044－200－2094（直通）
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　　　ＦＡＸ　044－200－3800

　　　電子メール　25kyodo@city.kawasaki.jp

　　　 参加申出意向書等につきましては、川崎市ホーム

ページからダウンロード可能です。

　　　 （https://www.city.kawasaki.jp/250/page/

　　　　0000123958.html）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　配布・提出期間：令和３年１月22日（金）から令

和３年２月２日（火）

　　　※郵送は、令和３年２月２日（火）必着

　　 　受付時間：午前９時から午後５時（閉庁日及び正

午～午後１時を除く）

　⑶ 　その他

　　 　参加意向申出書を配布する際、企画提案書作成要

領等も併せて配布します。

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付期間

　　 　受付期間： 令和３年１月22日（金）から令和３年

１月27日（水）

　　　受付時間：午前９時から午後５時

　⑵ 　質問書の様式

　　 　参加申出意向書に添付の「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メールのみとします。

　　　電子メール　25kyodo@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年１月29日（金）全社宛てに電子メールに

て送付します。

６ 　参加資格確認結果通知書の交付

　 　４により、参加資格確認申請書を提出した者には、

次により当該業務委託の提案資格の有無について、参

加資格確認結果通知書を交付します。

　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、電子メール

で配信します。電子メールのアドレスを登録していな

い場合は、別途電子メールアドレスを確認します。

　※ 「参加資格なし」との通知を受け取った者は、通知

を受け取った日から７日以内に書面によりその理由

の説明を求めることができます。

　　○交付日

　　令和３年２月４日（木）

７ 　プロポーザル参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、プロポーザ

ル参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　プロポーザル参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき。

　⑷ 　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな

いとき。

８ 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出期間

　　　受付期間： 令和３年２月５日（金）から令和３年

２月19日（金）

　　　受付時間： 午前９時から午後５時（閉庁日及び正

午～午後１時を除く）

　⑵ 　提案書の提出方法

　　　持参又は郵送とします。

　　　※郵送は、令和３年２月19日（金）必着

　⑶ 　提出書類

　　ア 　企画提案書（様式自由）　10部

　　（ア）Ａ４版縦横どちらでも構いません。

　　（イ）表紙を除いて30ページ以内で作成してください。

　　（ウ）散逸しないような形で綴ってください。

　　イ 　見積書（様式自由）　１部

　　　※ 見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費

税額を抜いた金額がわかるように記載をお願い

します。

　　ウ 　団体概要（パンフレット等）　　　　10部

　　エ 　業務実績表（様式２）　　　　　　　10部

　　オ 　担当予定技術者の経歴等（様式３）　10部

９ 　企画提案の選考方法

　⑴ 　企画提案の選考方法

　　 　選考は、本市が設置するプロポーザル評価委員会

において、企画提案書等をもとに書類選考とします。

　　※ 　評価委員より企画提案書の内容に質疑があった

場合は、事前にメールにて提案業者に問い合わせ

ます。

　⑵ 　プロポーザル評価委員会開催日程

　　 　令和３年３月１日（月）※予定

10 　審査結果の通知

　　 　審査結果は、プロポーザル評価委員会の評価結果

及び選定業者候補が市民文化局契約指名選定等委員

会にて承認された後、「審査結果通知書」（様式６）

により、令和３年３月下旬に提案各社全てに郵送で

通知します。また、市ホームページで公表します。

　　※ 「非特定」の通知を受け取った者は、通知を受け

取った日から７日以内に書面によりその理由の説

明を求めることができます。

11 　その他

　⑴ 　事業概算額（参考）

　　　2,600,000円（消費税額及び地方消費税額を含む）

　　※ 提案額が事業概算額を超過している場合は失格と

なります。

　　※ 消費税額及び地方消費税額の算出について、１円
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未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額を消費税額及び地方消費税額とします。

　⑵ 　書類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。

　⑶ 　提出された企画提案書等は、返却いたしません。

　⑷ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑹ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則等は下記ホームページ（入札情報

かわさき）から閲覧できます。

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

　　　html）

　⑺ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑻ 　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、本調達にかかる予算の議決を要

します。

　⑼ 　詳細は、企画提案書作成要領によります。

　⑽ 　関連情報を入手するための窓口は４⑴と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第79号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　令和３年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　 　令和３年度かわさき健幸福寿プロジェクト推進事業

業務委託

２ 　委託内容

　 　表彰式イベントの企画運営、利用者インセンティブ

の作成　等

３ 　履行期限

　　契約締結日～令和４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、令和３・４年度川崎市業者委

託有資格業者名簿の業種・種目「99その他業務　01

イベント」に登載されていること。

　⑷ 　制作実績について、次のいずれかの要件を満たす

こと。

　　① 　川崎市または他自治体の広報紙（年複数回、定

期的に刊行しているものに限る。）の制作実績を

過去３年間に１件以上有すること。

　　② 　川崎市または他自治体における同種イベントの

運営実績を過去３年間に１件以上有すること。

　　③ 　川崎市または他自治体において、事業等の広報

動画制作実績を過去３年間に１件以上有すること。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務

能力を有すること。

５ 　担当部署

　　健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　令和３年１月22日（金）～令和３年２月12日（金）

　　　 土日祝日を除く　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～

17：00

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　　所在地：川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　⑶ 　提出書類

　　①　参加意向申出書（様式１）

　　②　 コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　③　誓約書（様式４）

　　④　 「４　提案書の提出者の資格⑷」の要件を満た

していることが確認できる書類

　⑷ 　提出期限

　　　令和３年２月12日（金）17：00　まで

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　　持参

７ 　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　平成３年２月19日（金）17：00　まで

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　13部（Ａ４判縦横どちらでも可）

　　イ 　リニューアル後の事例集（案）　13部

　　ウ 　見積書（総額、作業内訳記載のこと。）

８ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月下旬（詳細は提案各社へ別途連絡。）

　⑵ 　時間

　　 　各社プレゼンテーション30分以内（質疑応答15分

を含む）とする。

　⑶ 　評価項目
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　　①　表彰式イベントの運営について

　　　ア 　市民の介護サービスへの関心を高めるための

提案

　　　イ 　事業所のモチベーション向上につなげるため

の提案

　　　ウ 　講演テーマ及び講師の人選

　　　エ 　効果的なＰＲ方法の提案

　　② 　参加者及び参加事業所へのインセンティブの企

画・デザイン及び作成

　　　ア 　市民の本事業への関心を高めるための提案

　　　イ 　事業所の参加意欲向上のための提案

　　　ウ 　効果的なＰＲ方法の提案

　　③ 　第５期プロジェクト参加事業所事例集の作成に

ついて

　　　ア 　事例集全体の構成案

　　　イ 　市民の参加意欲向上のための提案

　　　ウ 　事業所の事例紹介

　　　エ 　事業所の参加意欲向上のための提案

　　④　事例動画の制作について

　　　ア 　動画全体の構成案

　　　イ 　参加意欲向上のための提案

　　　ウ 　効果的なＰＲ方法の提案

　　⑤　会社概要及び関連業務実績

　　　ア 　制作実績（自治体広報紙等）

　　　イ 　組織体制

　　⑥　その他評価

　　　ア 　取組姿勢

　　　イ 　提案の表現力・説得力

　　　ウ 　提案の独自性

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　所在地：川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　電話番号　044－200－2454

　　メールアドレス　40kosui@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　　13,186,250円以下（消費税及び地方消費税を含む）

　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。

　⑺ 　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、選定審査委員会におい

てあらかじめ事前評価を行い、企画提案説明書「４

　提案書の提出者の資格⑷」の要件を全て満たして

いる提案者のみヒアリングによる審査・評価を受け

ることができるものとします

　⑻ 　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も

のとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第80号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 教育文化会館清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区富士見２－１－３

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。
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参 加 資 格

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区東田町８

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区砂子１－９－３

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第３庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区東田町５番地４

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。
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参 加 資 格

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島処理センター清掃業務委託ほか（３件の合併入札）

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 消防局総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区南町20－７

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区役所庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。
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参 加 資 格

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－２

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 看護短期大学清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区小倉４－30－１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中部リハビリテーションセンター清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区井田３丁目16番１号

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。
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参 加 資 格

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目245番地

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原市民館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３－1100－12

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３－1301

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。
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参 加 資 格

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 総合教育センター清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口６－９－３

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 令和３年２月25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－５

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－４

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。
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参 加 資 格

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中央卸売市場北部市場建物清掃業務委託ほか（２件の合併入札）

履行場所 川崎市宮前区水沢１－１－１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸1775番地１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
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（案件19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－２

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件20）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

あります。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件21）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口４－16－３

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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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（案件22）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津市民館専用部清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口１－４－１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件23）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第４庁舎清掃業務委託ほか（２件の合併入札）

履行場所 川崎市川崎区宮本町３番地３

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。
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参 加 資 格

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

表１）に定める合格基準を満たす者。

⑺ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成28年４月１

日以降に有すること。

　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

期間が１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務を履行中であり、公告日時点で適正に

業務を履行し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場合に限り実績として認めるも

のとする。

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３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件24）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度登戸土地区画整理事業建築物等調査積算業務委託（その50）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第81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22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年度農業技術支援センター農場

作業等管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　　　　　　川崎市農業技術支援センター

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務内容

　　 　農場内のかん水、除草、清掃、草花の植付け及び

鉢替え、樹木・果樹の剪定等の所内業務全般に関す

る補助的業務並びに土壌分析に係る検体土壌の仕分

け、重量測定及び試験管等器具洗浄等の土壌分析に

係る補助的業務。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければならない。　

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種

　　 　「樹木管理」（種目「樹木管理」）で登録される予

定の者。

　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地域区分「市内」（又は「準市

内」）で登録される予定の者。

　⑸ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者である者。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申

し込みをしなければならない。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市農業技術支援センター（担当　髙橋）

　　　〒214－0006　川崎市多摩区菅仙谷３丁目17番１号

　　　電話044－945－0153

　　　電子メール　28nougic@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から２月16日（火）まで

の平日

　　 　午前９時30分から午後４時まで（正午から午後１

時を除く）

　　 　上記期間後の提出は、理由の如何を問わず受け付

けません。郵送で提出する場合は２月16日（火）午

後４時までに確実に到着するよう御注意ください

　⑶ 　配布方法

　　 　上記配布・提出場所での直接配布または電子メー

ル（ＰＤＦ形式）で配布します。電子メールでの配

布を希望する場合は、⑵配布・提出期間内に、⑴配

布・提出場所に記載の電子メールアドレス宛に、令

和３年度農業技術支援センター農場作業等管理業務

委託の入札参加申込書の配布を希望する旨を電子メ

ールで送信してください。電子メールでの配布は、

川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した電子メー

ルアドレスに限ります

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送（提出期限までに必着）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出後、２の入札参加資

格について審査し、一般競争入札参加資格審査結果通

知書により結果を通知します。

　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、２月18日

（木）までに電子メールで送付します。なお、電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、ＦＡＸで送付

します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月17日（水）午前９時30分から令和２

年２月18日（木）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問書の提出方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　28nougic@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－945－6655

　⑸ 　回答方法

　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、全

ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、令

和３年２月22日（月）に全社あてに文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）で送付します。回答後の再質問は

受け付けません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－416－

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法　持参

　　イ 　入札書の提出日時　 令和３年２月25日（木）　

午後２時

　　ウ 　入札書の提出場所　 川崎市農業技術支援センタ

ー

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　上記７⑴イに同じ

　⑷ 　開札の場所　上記７⑴ウに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　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。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、入札に参加

してください。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　 契約金額の10％とします。た

だし、川崎市契約規則第33条

各号に該当する場合は、免除

します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は川崎市

ホームページの「入札情報か

わさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この一般競争入札において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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82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　　オージオメータ賃貸借

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区日進町５番地１

　　　　　　　　　 総合リハビリテーションセンター２

階　聴力検査室

　⑶ 　賃貸借期間　 令和３年５月１日から令和８年４月

30日まで

　⑷ 　概要　　　　入札説明書のとおり

２ 　競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　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に業種「リース」、

種目「その他」、等級区分「Ａ］又は「Ｂ」に登録

されていること

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること

３ 　競争入札参加申込書の配布・提出、入札説明書の閲

覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒213－0002

　　　川崎市高津区二子６－14－10 　ＹＴＴビル２階

　　　健康福祉局障害保健福祉部障害者更生相談所

　　　担当　金野

　　　電話番号　044－811－0003

　　　ＦＡＸ　044－811－0172

　　　電子メール　40kosei@city.kawasaki.jp

　　 　なお、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

の「入札情報（入札公表・落札結果）・https://

www.city.kawasaki.jp/233300/page/0000089770.

html」・「物品・入札公表・財政局」・「契約方法・一

般競争」「業種・リース」において、当該入札件名

をクリック後に表示される入札公表詳細から入札説

明書等の閲覧及び競争入札参加申込書等のダウンロ

ードをすることができます。

　⑵ 　配布・提出・縦覧期間

　　 　令和３年１月25日　～令和３年２月４日（土曜

日、日曜日を除く。）

　　　９時～ 12時、13時～ 17時

　⑶ 　競争入札参加申込書の提出方法

　　　郵送（提出期間内必着）又は持参
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　　※ 郵送による場合は、郵送した当日中に件名、会社

名、担当者名、連絡先、郵送をした旨を記載した

電子メールを上記３⑴へ送信してください。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３年２

月10日に令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査

申請時の委任先メールアドレスへ競争入札参加資格確

認通知書等を送付します。

　 　なお、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10日９時～ 12時、13時～ 17時に上

記３⑴で交付します。

５ 　仕様等に関する質問・回答

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日９時から令和３年２月15日16時

まで

　⑵ 　質問書の様式

　　　別に配布する「質問書」の様式によります。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　上記３⑴へ電子メール又はＦＡＸで送信してくだ

さい。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月17日に競争入札参加有資格者全員

へ、上記４の委任先メールアドレスに送信します。

なお、当該メールアドレスを登録していない者に

は、委任先ＦＡＸ番号に送信します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき

　⑵ 　競争入札参加資格確認申請書等について、虚偽の

記載をしたとき

７ 　入札手続等

　 　入札参加にあたっては「川崎市競争入札参加者心

得」を遵守しなければなりません。

　⑴ 　入札方法

　　　持参に限ります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年２月24日11時00分

　　イ 　場所　川崎市高津区二子６－14－10

　　　　　　　ＹＴＴビル２階

　　　　　　　 健康福祉局障害保健福祉部障害者更生相

談所　職能判定室

　⑶ 　入札保証金　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　　要

　⑶ 　契約関係規定の閲覧

　　 　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、上記３⑴のほか、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　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。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第83号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　健康安全研究所細菌検査器具滅菌洗浄等業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「令和３・４年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「医療関連



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－418－

業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成28年４月１日以降に、本市又は他官公庁、研

究施設において医療関連業務委託契約の実績がある

こと。

３ 　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り競争入札参加申込書を提出してください。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月25日から令和３年１月29日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、正

午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書等は、川崎市のホームページからダウ

ンロードすることができます（「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、「３⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で

配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和３年２月１日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和３年２月２日までに電子メール

で配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月２日から令和３年２月３日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和３年２月５日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。入札者は見積

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。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札日時
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　　　　令和３年２月10日　午後２時30分

　　イ 　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払金の要否

　　　前払金はありません。

　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、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）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 　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 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場

所」に同じです。

　⑸ 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、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）において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

川崎市公告第84号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　ＤＮＡシーケンサ年間保守及び定期点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「令和３・４年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「その他業

務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成28年４月１日以降に、本業務の対象機器と同

メーカーのＤＮＡシーケンサ保守点検業務委託契約

の実績があること。

３ 　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り競争入札参加申込書を提出してください。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月25日から令和３年１月29日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、正

午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
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　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、川崎市ホームページからダウン

ロードすることができます（「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、「３⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で

配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和３年２月１日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和３年２月２日までに電子メール

で配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月２日から令和３年２月３日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和３年２月５日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。入札者は見積

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。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札日時

　　　　令和３年２月10日　午後２時

　　イ 　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払金の要否

　　　前払金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。
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　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）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 　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 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場

所」に同じです。

　⑸ 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、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）において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第85号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　 非感染性産業廃棄物（汚泥・廃プラスチック）収

集運搬及び処分業務

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「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」の種目「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業

廃棄物処分業」の両方に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成28年４月１日以降に、本件業務と同様の契約

実績があること（契約実績を証明できるものを書面

にて競争入札参加申込書と共に提出すること。）。

　⑸ 　入札期日及び履行期間の始期において、本件業務

を実施するために必要な許可を受けていること（収

集運搬及び処分に係る許可証の写しを競争入札参加

申込書と共に提出すること。）。

３ 　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り競争入札参加申込書を提出してください。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　　　ＦＡＸ　044－288－2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月25日から令和３年１月29日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、正

午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　　ウ 　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、川崎市ホームページからダウン

ロードすることができます（「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、「３⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で

配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和３年２月１日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和３年２月２日までに電子メール

で配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－422－

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月２日から令和３年２月３日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和３年２月５日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　契約は単価契約となります。従いまして、入札

は１キログラムあたりの収集運搬及び処分に係る

単価（税抜き）を入札金額として行います。つま

り、入札金額は、１キログラムあたりの収集運搬

に係る単価（税抜き）と１キログラムあたりの処

分に係る単価（税抜き）を合算した金額となりま

す。入札者は見積った金額の110分の100に相当す

る金額を入札書に記載してください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約単価金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札日時

　　　　令和３年２月10日　午後３時

　　イ 　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、本件の落札

決定の効果発生には、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。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払金の要否

　　　前払金はありません。

　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、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）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 　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 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場
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所」に同じです。

　⑸ 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、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）において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第86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

　　　超純水製造装置賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和10年３月31日まで

　⑷ 　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

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市の令和３・４年度製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」に登載されていること。

　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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同種・

同規模以上の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　川崎市環境総合研究所

　　　（川崎市川崎区殿町３－25－13　３階）

　　　担当　江原、山根

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　川崎市川崎区殿町３－25－13

　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　044－276－8649

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sokan@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～正午及び午後１時～午後５時（土、日

曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

仕様書の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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）から「入札情報」、

「入札情報（入札公表・落札結果）」の順にアクセ

スし、「入札情報」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。

４ 　競争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、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３日（水）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、以

下のとおり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３日（水）まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

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３日（水）９時00分から令和３年２

月５日（金）17時00分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、電

子メール又はＦＡＸに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10日

（水）までに、参加全社あて、電子メール又はＦＡ
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Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月17日（水）10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「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 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合はこの契約を変

更又は解除することができるものとします。また、

上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補

償を川崎市に対して請求することができるものと

し、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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87号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 ノート型パソコン他一式の賃貸借及び

保守

　⑵ 　履行場所　 川崎市教育委員会事務局生涯学習部文

化財課（川崎市川崎区宮本町６番地３

階）

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日～令和８年３月31日

まで（60か月）

　⑷ 　調達物品の概要　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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」種目「事務用機器」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品を契約締結後、確実に納入すること

ができること。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

　　　担　　当　轟
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　　　郵便番号　210－0004

　　　住　　所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　明治安田生命川崎ビル３階

　　　電　　話　044－200－0403

　　　ＦＡＸ　　044－200－3756

　　　E-mail　　88bunka@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時から正午及び午後１時から午後５時まで

　　（土、日曜日・祝日は除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　調達物品のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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」物品の欄にある「入札好評」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 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和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）　午前９時～正午及び午

後１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　　問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　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）（土・日曜日、祝日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、電

子メール又はＦＡＸに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16日

（火）までに、全参加者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月24日（水）午後２時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

　　　　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　川崎市役所第４庁舎４階　第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、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

　　 　川崎市競争入札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

　　　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 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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88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 　件　　名　 川崎市立看護短期大学学生健康診断業務

委託

２ 　履行場所　 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉

４丁目30番１号）及び受託者の開設場所

３ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和３年９月30日

まで

４ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の要件を満たし

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

有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

ること。

　⑷ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「医療関連業務」、種目「そ

の他医療関連」で登録されていること。

　⑸ 　平成30年４月１日以降に本市または他の官公庁と

類似の契約実績があること。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出方法等

　 　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 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等

で、件名・契約相手・契約金額・契約年月日が分

かる部分）

　⑵ 　提出方法・期間等

　　ア 　電子メール（又はＦＡＸ）による提出

　　（ア ）５⑴の書類（記名押印の上、必要事項を記載

したもの。）をＰＤＦファイルに変換し、電子

メールに添付の上、提出（送信）してください。

電子メールで提出できない方は、ＦＡＸにより

提出（送信）してください。なお、提出（送信）

した場合は、提出（送信）した旨を12⑹の電話

に御連絡ください。また、持参による提出は受

け付けておりませんので、御注意ください。

　　（イ ）提出先電子メールアドレス

　　　　　40kangos@city.kawasaki.jp

　　　　　提出先ＦＡＸ番号　044－587－3506

　　イ 　郵送による提出

　　（ア ）５⑴の書類（記名押印の上、必要事項を記載

したもの。）を郵送で提出してください。　な

お、持参による提出は受け付けておりませんの

で、御注意ください。

　　（イ）提出先

　　　　　〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１

　　　　　川崎市立看護短期大学事務局総務学生課

　　ウ 　提出期間

　　　 　５⑵ア・イのいずれの提出期限も次のとおりで

す。

　　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）午後５時まで（必着）

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　４の各号いずれかの要件を欠いたときは、一般競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付等

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、参加資格業種に

登録されていることを確認した後に、その結果を令和

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電子メールで次の書類を交付（送

信）します。また、当該委任先メールアドレスを登録

していない方に対しては、ＦＡＸで交付（送信）しま

す。

　⑴ 　交付（送信）書類

　　ア 　確認通知書

　　イ 　質問書

　　ウ 　入札書

　　エ 　委任状
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　⑵ 　交付（送信）予定日

　　　令和３年２月３日（水）を予定しています。

　　 　予定日までに７⑴の書類の送信がない場合は、12

⑹の電話にお問合せください。

　⑶ 　資格審査方法等

　　 　本件入札は、入札参加資格の審査を入札執行後に

行う方法（以下「事後審査方法」といいます。）を

採用しています。

　　 　事後審査方法においては、一般競争入札参加資格

確認通知書を入札参加申請時の登録情報に基づき交

付（送信）し、最終的な入札参加資格の審査は、開

札後、入札参加申請時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無について審査します。

この結果、入札参加資格が無く申請を行ったことが

判明した入札者の入札は無効となります。

８ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　　次のとおり仕様書に関しての質問ができます。

　　 　なお、入札参加者以外の者からの質問には回答し

ませんので、御承知ください。

　　ア 　質問方法等

　　　 　質問は、所定の質問書で作成し（記名押印の上、

必要事項を記載したもの。）、当該ファイルをＰＤ

Ｆファイルに変換し、電子メールに添付の上、提

出（送信）してください。電子メールで提出でき

ない方は、ＦＡＸにより提出（送信）してくださ

い。なお、提出（送信）した場合は、提出（送信）

した旨を12⑹の電話に御連絡ください。また、持

参による提出は受け付けておりませんので、御注

意ください。

　　イ 　質問受付期間

　　　 　令和３年２月３日（水）から令和３年２月８日

（月）正午まで（必着）

　　ウ 　問合せ先

　　　　提出先電子メールアドレス

　　　　40kangos@city.kawasaki.jp

　　　　提出先ＦＡＸ番号　044－587－3506

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　 令和３年２月12日（金）に回答す

る予定です。

　　イ 　回答方法

　　　 　すべ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）を各競争入札参加者宛てに

電子メールで送信します。また、回答後の再質問

の受付は行いませんので、御了承ください。

９ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参してください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）　午前11時00分

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立看護短期大学

　　　　川崎市幸区小倉４－30－１

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　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筒に入れて提出してくださ

い。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　　　 　消費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算

するものとします。

　⑷ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立

ち会わないものは除きます。

　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。

10 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者

　　 　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　⑵ 　資格審査（事後審査方法）等

　　 　本件入札は、事後審査方法を採用していますの

で、当該落札候補者について、４に掲げた要件を満

たしているか否かについて、最終的な事後の資格審

査を行い、すべての要件を満たしていることを確認

した後に、当該落札候補者を落札者と決定すること

になります。

　　 　資格確認の結果、当該落札候補者に資格がないと

判明したときは、当該入札を無効とし、順次に価格

の低い入札者について、同様の資格審査を行い、資

格を有すると確認できた者を落札者と決定します。

　　 　なお、落札候補者の入札価格が著しく低価格であ

るときは、調査を行う場合があります。

11 　契約手続等

　　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成に係

る費用は落札者の負担とします。
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　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

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。

12 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取り止める場合があ

ります。

　⑵ 　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（11　⑶ 　参照）。

　⑶ 　この入札に関して発注者が交付（送信）した書類

は、この入札以外の目的に使用してはなりません。

　⑷ 　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。

　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 　公告に関する問合せ先

　　　〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１

　　　川崎市立看護短期大学事務局総務学生課

　　　電　話：044－587－3502

　　　ＦＡＸ：044－587－3506

　　　E-Mail：40kangos@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第89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 　件　　名　 川崎市立看護短期大学Ｂ型肝炎予防接種

業務委託

２ 　履行場所　 川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉

４丁目30番１号）及び受託者の開設場所

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 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の要件を満たし

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

有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

ること。

　⑷ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「医療関連業務」、種目「そ

の他医療関連」で登録されていること。

　⑸ 　平成30年４月１日以降に本市または他の官公庁と

類似の契約実績があること。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出方法等

　 　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 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　ウ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等

で、件名・契約相手・契約金額・契約年月日が分

かる部分）

　⑵ 　提出方法・期間等

　　ア 　電子メール（又はＦＡＸ）による提出

　　（ア ）５⑴の書類（記名押印の上、必要事項を記載

したもの。）をＰＤＦファイルに変換し、電子

メールに添付の上、提出（送信）してください。

電子メールで提出できない方は、ＦＡＸにより

提出（送信）してください。なお、提出（送信）

した場合は、提出（送信）した旨を12⑹の電話

に御連絡ください。また、持参による提出は受

け付けておりませんので、御注意ください。

　　（イ）提出先電子メールアドレス

　　　　　40kangos@city.kawasaki.jp

　　　　提出先ＦＡＸ番号　044－587－3506

　　イ 　郵送による提出

　　（ア ）５⑴の書類（記名押印の上、必要事項を記載

したもの。）を郵送で提出してください。なお、

持参による提出は受け付けておりませんので、

御注意ください。

　　（イ）提出先

　　　　　〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１

　　　　　川崎市立看護短期大学事務局総務学生課

　　ウ 　提出期間

　　　 　５⑵ア・イのいずれの提出期限も次のとおりで

す。

　　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）午後５時まで（必着）

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　４の各号いずれかの要件を欠いたときは、一般競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付等

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、参加資格業種に

登録されていることを確認した後に、その結果を令和

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電子メールで次の書類を交付（送

信）します。また、当該委任先メールアドレスを登録

していない方に対しては、ＦＡＸで交付（送信）しま
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す。

　⑴ 　交付（送信）書類

　　ア 　確認通知書

　　イ 　質問書

　　ウ 　入札書

　　エ 　委任状

　⑵ 　交付（送信）予定日

　　　令和３年２月３日（水）を予定しています。

　　 　予定日までに７⑴の書類の送信がない場合は、12

⑹の電話にお問合せください。

　⑶ 　資格審査方法等

　　 　本件入札は、入札参加資格の審査を入札執行後に

行う方法（以下「事後審査方法」といいます。）を

採用しています。

　　 　事後審査方法においては、一般競争入札参加資格

確認通知書を入札参加申請時の登録情報に基づき交

付（送信）し、最終的な入札参加資格の審査は、開

札後、入札参加申請時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無について審査します。

この結果、入札参加資格が無く申請を行ったことが

判明した入札者の入札は無効となります。

８ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　　次のとおり仕様書に関しての質問ができます。

　　 　なお、入札参加者以外の者からの質問には回答し

ませんので、御承知ください。

　　ア 　質問方法等

　　　 　質問は、所定の質問書で作成し（記名押印の上、

必要事項を記載したもの。）、当該ファイルをＰＤ

Ｆファイルに変換し、電子メールに添付の上、提

出（送信）してください。電子メールで提出でき

ない方は、ＦＡＸにより提出（送信）してくださ

い。なお、提出（送信）した場合は、提出（送信）

した旨を12⑹の電話に御連絡ください。また、持

参による提出は受け付けておりませんので、御注

意ください。

　　イ 　質問受付期間

　　　 　令和３年２月３日（水）から令和３年２月８日

（月）正午まで（必着）

　　ウ 　問合せ先

　　　　提出先電子メールアドレス

　　　　40kangos@city.kawasaki.jp

　　　　提出先ＦＡＸ番号　044－587－3506

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日

　　　　令和３年２月12日（金）に回答する予定です。

　　イ 　回答方法

　　　 　すべ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）を各競争入札参加者宛てに

電子メールで送信します。また、回答後の再質問

の受付は行いませんので、御了承ください。

９ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参してください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）　午前11時00分

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立看護短期大学

　　　　川崎市幸区小倉４－30－１

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　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筒に入れて提出してくださ

い。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　　　 　消費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算

するものとします。

　⑷ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立

ち会わないものは除きます。

　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。

10 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者

　　 　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　⑵ 　資格審査（事後審査方法）等

　　 　本件入札は、事後審査方法を採用していますの

で、当該落札候補者について、４に掲げた要件を満

たしているか否かについて、最終的な事後の資格審

査を行い、すべての要件を満たしていることを確認

した後に、当該落札候補者を落札者と決定すること

になります。

　　 　資格確認の結果、当該落札候補者に資格がないと

判明したときは、当該入札を無効とし、順次に価格

の低い入札者について、同様の資格審査を行い、資

格を有すると確認できた者を落札者と決定します。

　　 　なお、落札候補者の入札価格が著しく低価格であ

るときは、調査を行う場合があります。

11 　契約手続等
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　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成に係

る費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

12 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取り止める場合があ

ります。

　⑵ 　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（11⑶参照）。

　⑶ 　この入札に関して発注者が交付（送信）した書類

は、この入札以外の目的に使用してはなりません。

　⑷ 　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。

　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 　公告に関する問合せ先

　　　〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１

　　　川崎市立看護短期大学事務局総務学生課

　　　電　話：044－587－3502

　　　ＦＡＸ：044－587－3506

　　　E-Mail：40kangos@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第90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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　　「川崎市スポーツフェスタ2021」実施業務委託

２ 　委託内容

　 　子どもたちがスポーツを始める機会とするととも

に、継続的にスポーツを実施するきっかけづくりなる

ことを目的としたスポーツ体験教室等の参加型イベン

トの企画・運営業務。

３ 　履行期限

　 　令和３年４月１日（木）から令和３年11月30日（火）

まで

４ 　企画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 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格名簿の業

種・種目「99　その他業務　01催物会場設営及びイ

ベント、運営・企画」に登載されているか、業者登

録申請中で、企画提案会当日までに上記の業種・種

目に登載見込みであること。

５ 　担当部署

　　市民文化局市民スポーツ室

６ 　参加意向申出書、仕様書等の掲出及び参加申込

　⑴ 　掲出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年２月８日（月）

　⑵ 　掲出場所

　　　川崎市ホームページ

　⑶ 　提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出期限

　　　令和３年２月８日（月）必着

　⑸ 　提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11番２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民スポーツ室

　⑹ 　提出方法

　　　郵送とする。

７ 　企画提案書

　⑴ 　提出期限

　　　令和３年２月24日（水）必着

　⑵ 　提出場所

　　　６⑸と同じ

　⑶ 　提出方法

　　　郵送とする。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　 10部（Ａ４判縦横どちらでも可。

表紙を除き10ページ以内。）

　　イ 　見積書　　　１部（総額、内訳等記載のこと。）

８ 　企画提案の選考方法

　⑴ 　企画提案の選考方法

　　 　選考は、本市が設置するプロポーザル評価委員会

において、企画提案書等をもとに書類選考とする。

　⑵ 　プロポーザル評価員会開催日程

　　 　令和３年３月11日（木）

　⑶ 　評価項目

　　ア 　事業目的等の理解

　　イ 　企画作成力

　　ウ 　企画実行力
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　　エ 　実施体制及びスケジュール

　　オ 　業務実績

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　市民文化局市民スポーツ室（住所は６⑸と同じ。）

　　電話番号　　　　044－200－3245

　　メールアドレス　25sports@city.kawasaki.jp

10 　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　 　2,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。）以

下

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　作成された成果物等の著作権は、川崎市に帰属す

る。

　⑺ 　本契約の締結については、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決議を要す

る。

　　　───────────────────

川崎市公告第91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

　　　川崎市在宅ねたきり高齢者寝具乾燥事業委託

　⑵ 　履行場所

　　　 発注者が指定するサービス提供対象者の自宅及び

受託者が用意した作業場所

　⑶ 　履行期限

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿の業種「その他業務」種目「介護、保育、

福祉の業務サービス」に登載予定とされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたきり

高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業務の

契約実績があること。

　⑸ 　寝具乾燥及び寝具丸洗いをする上でクリーニング

業法上必要な届出等を、所管の保健所等にしている

こと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたき

り高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業

務の契約実績があることを証する書類

　　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、川崎

市ホームページ「入札情報かわさき」（URL　

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

ダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　金城

　　　電　話　044－200－2677（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑶ 　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）までの午前８時30分から正午及び午後１時00

分から午後５時00分までとします。

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送（提出期間内必着）又は持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　 　電子メールのアドレスを登録していない場合は、直

接取りに来るようお願いします。

　⑴ 　日時

　　 　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00分から午後５時00分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑵に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付
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　　 　入札説明書は３⑵の場所において、３⑶の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL　http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）からダウンロードできます。なお、イ

ンターネットから入手できない者には、申し出によ

り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託

有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、確認書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）午前８時30分から令和３

年２月５日（金）午後５時00分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　　※ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（URL

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

ダウンロードできます。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メールによります。質問後は３⑵の担当者に

メールの到着を確認してください。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月10日（水）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は要綱に定める寝具乾燥及び寝具丸洗いに

要する公費負担額のそれぞれの単価の合計金額、

すなわち、２種類のサービスにおける公費負担額

が100％、95％、90％の際の計６単価の合計金額

で行います。なお、その際公費負担額を算定する

にあたって係数を乗じた際に発生した小数点以下

の数値は切り上げるものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額でもって落札価格とするので、入札者は税

抜きの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２月16日（火）　午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館　10階

　　　　会議室　10Ｃ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑵の場所及び川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」（URL　http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑵に同じです。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。
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10 　実施見込み件数

利用者負担率 実施見込み数

寝具乾燥

０％ １件

５％ １件

10％ ７件

寝具丸洗い

０％ 25件

５％ １件

10％ 389件

合　　計 424件

　　　───────────────────

川崎市公告第92号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　令和３年度毛筆筆耕業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市総務企画局秘書部秘書課

　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 　概　　要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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」で登載されてい

ること。

　⑷ 　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」で登録されていること。

　⑸ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑹ 　過去３ヶ年に、本市又は他官公庁、民間企業にお

いて（同規模の）毛筆筆耕業務委託履行実績がある

こと。

３ 　競争入札参加申込書、仕様書の配布等

　 　次により、競争入札参加申込書、仕様書を配布しま

す。配布期間中にホームページからダウンロードする

ことも可能とします。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所総務企画局秘書部秘書課　倉又・福井

　　　電　話　044－200－2010

　　　ＦＡＸ　044－200－3745

　　　E-mail　17hisyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日

（月）まで（土、日曜日を除く、午前８時30分から

午後５時まで）

４ 　競争入札参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争入札参加申込書を提出するものとします。

　⑴ 　提出場所

　　　上記３⑴と同じ

　⑵ 　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、日曜日を除く、午前８時30分から

午後５時まで）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参または郵送（書留郵便等の配達記録が残る方

法に限る）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑹を証明する契約書等の写し

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、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、

確認通知書と入札説明書、入札（見積）書を令和３年

２月３日（水）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、ＦＡＸで送付します。

６ 　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４日（木）から令和３年２月15日

（月）まで（土、日曜日、祝日を除く）、午前８時

30分から午後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、持参、ＦＡＸ又は電子メールにて提出し

て下さい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、競争参加申込書に記載の連

絡担当者メールアドレスに、令和３年２月18日（木）

までに電子メールにて送付します。なお、質問及び

回答は、質問者名を特定できないようにし、本競争

入札参加全者に送付します。

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

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　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

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、単価で行います。

　　 　入札書には、６つの業務内容それぞれの単価の合

計額を、消費税及び地方消費税を含まない金額で記

載してください。なお、落札後の契約単価は、提出

していただいた落札価格（各業務の単価合計額）を

市で作成した単価の予定価格で按分し、算出します。

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月24日（水）午後２時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　 　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所第３庁舎18階講堂

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴イ及びウに同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

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。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

10 　その他

　⑴ 　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 　詳細は仕様書によります。

　⑶ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　その他問い合わせ窓口は３　⑴ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第93号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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

　　　 パーソナルコンピュータ等の賃貸借及び保守に関

する契約

　⑵ 　履行場所

　　　環境局施設部施設整備課

　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

　　　 工事設計書及び工事図面作成業務用パーソナルコ

ンピュータ等の賃貸借及び保守

　　　詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３年・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」種目「事務用機器」に登載されていること。

　⑷ 　本業務の機器等の物品調達について、本市又は他

官公庁に過去５年以内に業務を履行した類似の契約

実績があること。
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　⑸ 　この調達において契約締結後、仕様書の内容を遵

守し確実かつ速やかに納入できること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び仕様書等閲覧

　 　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、提出及び閲覧場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部施設整備課　担当高橋

　　　電話044－200－2574（直通）

　⑵ 　配布、提出及び閲覧期間

　　 　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時から午後５時まで

　　 （土曜日、日曜日、休日及び正午から午後１時の間

は除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷について、契約内容を確認できる契約書等

の写し（履行中の契約でも可）

　⑷ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　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入札参加資格があると

認められた者には、次により一般競争入札参加資格確

認通知書を交付します。ただし、川崎市製造の請負・

物件の供給等有資格業者名簿へ登載した際に電子メー

ルのアドレスを登載している場合は、そのアドレスあ

てに令和３年２月８日（月）に一般競争入札参加資格

確認通知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和３年２月８日（月）午前９時から午後４時ま

で（正午から午後１時の間を除く）

　⑶ 　その他

　　 　入札参加資格があると認めた者には、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付の際に、併せて入札説

明書等を無償で交付します。

５ 　仕様に関する質問

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月８日（月）から令和３年２月10日

（水）午後５時まで

　⑶ 　質問の様式

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書交付時に配布す

る「質問書」にて受付けます。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　 　なお、送信後は必ず質問書を送信した旨を５⑴ま

で電話連絡をください（午前９時から午後５時ま

で。正午から午後１時までは除く）。

　　ア 　電子メール　30sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－200－3923

　⑸ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和３年２月16日（火）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた全社宛てに

電子メール又はＦＡＸにて送信します。なお、電話

等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認めた者が、次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加することができ

ません。

　⑴ 　２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年２月25日（木）午後２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16階　環境局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、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。

　⑸ 　入札書の記載金額

　　 　機器等の調達及び導入設置作業に係る費用を含む

５年間のリース費用の総額（消費税額及び地方消費
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税額を含まない。）で行います。

　　 　なお、リース総額は、１円未満の端数を切り捨て

たリース月額に60を乗じた額とします。

　　 　また、金額の算定にあたっては、次の項目を考慮

した上で算出してください。

　　ア 　機器の保守費用

　　イ 　機器の保険料

　　ウ 　機器の輸送、設置、撤去等に係る費用

　　エ 　その他調達物件の賃借に係る費用

　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 　契約書の作成

　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（http://www.city.

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

から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　⑷ 　⑶の解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の

補償を川崎市に対して請求することができるものと

し、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の

定めるところによります。

　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し

ます。

　⑺ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第94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

　　　特定健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行期間

　　　委託契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　 履行場所は、原則として川崎市健康福祉局保健所

健康増進課とします。

　　　その他、必要に応じ別途協議して定めます。

　⑷ 　事業内容

　　 　川崎市国民健康保険加入者に対して実施する特定

健康診査の受診券、お知らせチラシ及び実施機関名

簿を作成し、窓あき封筒に封入封緘を行います。

　　　※詳細は「業務委託仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしてい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

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でないこと

　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 　過去５年間で、本市又は同規模程度の公官庁にお

いて、類似の業務に関する契約実績（処理件数20万

件以上）があり、問題なく履行したこと

　⑸ 　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 　川崎市明朝（川崎市独自フォント）

　　イ 　川崎市明朝用外字フォント（川崎市独自フォント）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォント）

　　　※ 　上記（ア）から（エ）のフォントを表示する

ソフトウェアとして「FontAvenue外字コントロ

ール2000」（ＮＥＣ製）がある。

　　　※ 　上記（ア）から（エ）のフォントファイル（拡

張子：.TTF/.TTE）について、配布する。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所健康増進課健診担当

　　　電　話　044－200－3426（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
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（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、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　　次の書類を各１部作成し提出してください。

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公

表」からダウンロードすることが可能です。ダウ

ンロードできない場合は、上記⑴の場所で上記⑵

の期間に配布します。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記

載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所」

の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期間で

縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布し

ます。

　　 　また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　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

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

７ 　一般競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月22日（月）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　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 　入札書の記載金額

　　ア 　入札書の金額は、「業務委託仕様書　別紙　委

託予定件数」に記載の委託内容⑴～⑹までの単価

の合計額とします。プログラム代等必要な経費は

全て委託内容⑴～⑹の業務の単価に含めて単価設

定してください。

　　イ 　入札に際しては、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。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

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 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書の作成の要否

　　　要

　　※ 　契約は単価契約となります。
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　　※ 　契約単価金額については、本市の設計単価に落

札比率を乗じて得た金額とします。

　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、３⑴及び「入札情報かわさき」の「契約関係規

定」で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

10 　その他

　⑴ 　各手続において使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第95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

　　　特定保健指導利用券等作成及び封入封緘業務委託

　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 　履行場所

　　 　履行場所は、原則として川崎市健康福祉局保健所

健康増進課とします。

　　　その他、必要に応じ別途協議して定めます。

　⑷ 　事業内容

　　 　川崎市国民健康保険加入者に対して実施する特定

保健指導の利用券等を作成し、窓あき封筒に封入封

緘を行います。

　　※　詳細は「業務委託仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしてい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

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」で登載されていること

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でないこと

　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 　過去５年間で、本市又は同規模程度の公官庁にお

いて、類似の業務に関する契約実績があり、問題な

く履行したこと

　⑸ 　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 　川崎市明朝（川崎市独自フォント）

　　イ 　川崎市明朝用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　ウ 　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ 　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※ 　上記（ア）から（エ）のフォントを表示する

ソフトウェアとして「FontAvenue外字コントロ

ール2000」（ＮＥＣ製）がある。

　　　※ 　上記（ア）から（エ）のフォントファイル（拡

張子：.TTF/.TTE）について、配布する。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所健康増進課健診担当

　　　電　話　044－200－3426（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

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　　次の書類を各１部作成し提出してください。

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　実績調書

　　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公

表」からダウンロードすることが可能です。ダウ

ンロードできない場合は、上記⑴の場所で上記⑵

の期間に配布します。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記

載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所」

の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期間で

縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布し

ます。

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　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

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

７ 　一般競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月15日（月）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　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 　入札書の記載金額

　　ア 　入札書の金額は、「業務委託仕様書　別紙　委

託予定件数」に記載の委託内容⑴～⑹までの単価

の合計額とします。プログラム代等必要な経費は

全て委託内容⑴～⑹の業務の単価に含めて単価設

定してください。

　　イ 　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、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。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

９ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書の作成の要否

　　　要

　　※　契約は単価契約となります。

　　※ 　契約単価金額については、本市の設計単価に落

札比率を乗じて得た金額とします。

　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、３⑴及び「入札情報かわさき」の「契約関係規

定」で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

10 　その他

　⑴ 　各手続において使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第96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

　　　後期高齢者健康診査受診券等作成及び封入封緘業務

　⑵ 　履行期間

　　　委託契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所
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　　 　履行場所は、原則として健康福祉局保健所健康増

進課（以下「健康増進課」という。）とします。

　　　その他、必要に応じ別途協議して定めます。

　⑷ 　事業内容

　　 　後期高齢者医療制度加入者に対して実施する健康

診査の受診券、お知らせチラシ及び実施機関名簿を

作成し、窓あき封筒に封入封緘を行います。

　　※詳細は「業務委託仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　入札期日において、令和３・令和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」で登載されていること

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でないこと

　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 　過去５年間で、本市又は同規模程度の官公庁にお

いて、類似の業務に関する契約実績（処理件数概ね

15万件以上）があり、問題なく履行したこと

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所健康増進課健診担当

　　　電　話：044－200－3426（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

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　　次の書類を各１部作成し提出してください。

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書及び仕様

書等の写し）

　⑸ 　その他

　　 　一般競争入札参加申込書等は、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）の「入札情報」

委託の欄の「財政局入札公表」からダウンロードす

ることが可能です。ダウンロードできない場合は、

上記⑴の場所で上記⑵の期間に配布します。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記

載されている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所」

の場所において、「３⑵配布・提出期間」の期間で

縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布し

ます。

　　 　また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　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

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

７ 　一般競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による入札

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月22日（月）午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ
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　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑸ 　入札書の記載金額

　　ア 　入札書の金額は、「業務委託仕様書　別紙　委

託予定件数」に記載の委託内容⑴～⑹までの単価

の合計額とします。プログラム代等必要な経費は

全て委託内容⑴～⑹の業務の単価に含めて単価設

定してください。

　　イ 　入札に際しては、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。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

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 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書の作成の要否

　　　要

　　※契約は単価契約となります。

　　※ 契約単価金額については、本市の設計単価に落札

比率を乗じて得た金額とします。

　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、３⑴及び「入札情報かわさき」（http://www.

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

係規定」で閲覧できます。

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

10 　その他

　⑴ 　各手続において使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第97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年度川崎市学校給食用食材衛生検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 給食調理施設のある市立小・中・特別支援学校

（122校）、定時制高校（４校）、学校給食センタ

ー（３施設）、教育委員会事務局健康給食推進室

のうち６か所程度

　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

　　　学校給食用食材の衛生検査

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」・種目「そ

の他の調査・測定」で登載されていること（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 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　食品衛生法上の登録検査機関であること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布します。また、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

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

「入札公表情報詳細」のページからダウンロードする

ことができます。ただし、競争参加申込書の提出は持

参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル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）
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　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@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８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　入札説明書等の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書等の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、令和３年

２月２日（火）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札書、

入札説明書及び仕様書も併せて交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　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は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問合せ内容は、入札説明書に

添付している「質問書」の様式を使用し、必要事項

を記載の上、電子メール又はＦＡＸで送信し、送信

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

　　 （毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年２月10日（水）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問合せには回答

いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　競争参加資格確認通知書の交付後にこの公告に定

める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約の推定総金額（税抜き）及び

各単価額を記載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月18日（木）午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　　　　　　教育委員会第２会議室

　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。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則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

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

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

係規程」において閲覧することができます。

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
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語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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98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年度川崎市学校給食用食材産地判別検査業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 給食調理施設のある市立小・中・特別支援学校

（122校）、学校給食センター（３施設）、教育委

員会事務局健康給食推進室のうち６か所程度

　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

　　　学校給食用食材の産地判別検査

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」・種目「そ

の他の調査・測定」で登載されていること。（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 　川崎市競争入札参加資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30年度以降において、行政機関から産地判別

検査業務を受託した実績があって不履行がないこと。

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

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布します。また、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

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

「入札公表情報詳細」のページからダウンロードする

ことができます。ただし、競争参加申込書の提出は持

参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル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）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@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８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　入札説明書等の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書等の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、令和３年

２月２日（火）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札書、

入札説明書及び仕様書も併せて交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　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は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問合せの内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上、電子メール又はＦＡＸで送信し、送

信後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

　　 （毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年２月10日（水）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問合せには回答

いたしません。

　　イ 　提出された全ての質問について、当該競争入札

参加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失
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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

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　競争参加資格確認通知書の交付後にこの公告に定

める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約の推定総金額（税抜き）及び

各単価額を記載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月18日（木）午前11時00分

　　イ 　場　所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　　　　　　教育委員会第２会議室

　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。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則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

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

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

係規程」において閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３の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。

　　　───────────────────

川崎市公告第99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　 高津市民館・図書館橘分館保安警備業

務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市高津区久末2012－１　高津市民

館・図書館橘分館（プラザ橘）

　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 　業務内容　施設保安警備（仕様書参照）

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 　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

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年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　　業種16「警備」　　種目02「人的警備」

　⑸ 　平成31年４月１日以降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 　競争入札参加申込に関する事項

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により参加申込

を行わなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　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

　⑵ 　配布・提出場所

　　　〒213－0026　川崎市高津区久末2012－１

　　　高津市民館・図書館橘分館（プラザ橘）事務室

　　　電　話　044－788－1531

　　　ＦＡＸ　044－788－5263

　　　e-mail　88tatisi@city.kawasaki.jp

　⑶ 　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）までの下記の時間

　　　午前９時から午後５時まで

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書の様式につい

て、電子メールでの配布を希望する場合、３⑴の

電話番号及びメールアドレスへご連絡下さい。（メ

ールと電話の両方にご連絡をお願いいたします。）

　⑷ 　提出方法　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　本件入札に参加申込をした者には、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２月２日（火）まで縦覧

に供します。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。

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

５ 　一般競争参加資格確認通知書の交付

　 　本件入札に参加申込をし、参加資格が確認された者

には、令和３年２月８日（月）午後５時までに、一般

競争参加資格確認通知書（以下「通知書」とする）を

電子メールにて送付します。

　 　通知書は、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

ス宛てに送付します。なお電子メールアドレスの登録

がない場合、次により交付します。

　⑴ 　交付場所　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時　令和３年２月８日（月）

　　　　　　　　午前９時から午後５時まで

６ 　仕様書に関する質問

　 　仕様書の内容に関する質問は、本件入札に参加資格

のある者に限り、質問書の持参、電子メール又はＦＡ

Ｘにより受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出先

　　ア 　持参　　　　３⑴と同じ

　　イ 　電子メール　88tatisi@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　　　044－788－5263

　⑵ 　受付期間　 令和３年１月25日（月）から２月10日

（水）まで

　　　　　　　　午前９時から午後５時まで

　⑶ 　質問回答縦覧

　　 　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和

３年２月17日（水）の午前９時から午後５時までの

間、縦覧に供します。

　　 　また同日に、通知書の交付を受けた者へ電子メー

ルで送付します。送り先は通知書と同じアドレスと

します。

　　 　なお電子メールの登録を行っていない場合には、

ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当したときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札日時　令和３年２月24日（水）午後２時00分

　　イ 　入札場所　 川崎市教育文化会館４階　第２・３

学習室（川崎市川崎区富士見２－１

－３）※

　　　　　　　　　※ 教育文化会館・田島分館・大師分

館・幸市民館日吉分館と共同で実

施します。

　　　　　　　　　 履行場所と異なりますのでご注意く

ださい。

　⑵ 　入札保証金　免除とします。

　⑶ 　開札の日時　８⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　　 　なお本契約は、同規則第14条の２による最低制限

価格が適用されます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格がない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得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
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　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33号各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第100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　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路補修（緊急21－１）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年10月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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」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２月８日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道東三田18号線道路改良工事

履行場所 川崎市多摩区東三田３丁目１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「Ｄ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月８日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

本調達は、契約締結後、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

３年６月30日限り）を行う予定です。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南渡田地区11号陸閘ほか改良工事

履行場所 川崎市川崎区浅野町地内ほか

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」種目「水門等の門扉設置」

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 　鋼構造物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「鋼構造物」）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。

　 　ただし、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。
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参 加 資 格
　 　なお、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、工程に応じて技術者を

変更することができます。

契約条項を

示す場所等

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２月８日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

本調達は、契約締結後、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

３年12月28日限り）を行う予定です。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島堀込部排水管移設（その２）工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

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 　令和３・４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 　令和３・４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 　入札期日において、令和３・４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「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２月19日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路補修（緊急21－１）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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」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２月８日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内道路補修（緊急21－１）工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和３年９月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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。



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－450－

参 加 資 格

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

⑸ 　川崎市宮前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」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２月８日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 キングスカイフロントエントランス部整備工事

履行場所 川崎市川崎区殿町３丁目25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「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「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。
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参 加 資 格
　 　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２月19日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

本調達は、契約締結後、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

３年７月30日限り）を行う予定です。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川整備工事

履行場所 川崎市中原区木月４丁目18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「Ａ」又は「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 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を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。

　 　ただし、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。

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２月９日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

本調達は、契約締結後、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

３年８月31日限り）を行う予定です。
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道菅生433号線道路改良工事

履行場所 川崎市宮前区潮見台２番地先

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。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「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

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

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２月19日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

本調達は、契約締結後、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

３年９月30日限り）を行う予定です。



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－453－

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内市道子母口宿河原線道路擁壁補修工事

履行場所 川崎市多摩区長尾２丁目８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「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「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２月19日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

本調達は、契約締結後、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

３年９月30日限り）を行う予定です。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第101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

　　　放送設備連動用戸別受信機設置業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　市役所第三庁舎ほか16箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月26日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本市の公共施設等において、デジタル方式の同報

系防災行政無線戸別受信機を設置し、館内放送設備

とデジタル戸別受信機を接続することで、施設利用

者や職員へ緊急地震速報を初めとする防災情報の迅

速な提供を可能とします。また、既存の緊急地震速

報装置が設置されている施設においては、不要とな

る当該装置の撤去を実施します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度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。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、無線設備の設置・移設等に関する類似の契

約を締結し、これらをすべて誠実に履行しているこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2856（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@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

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年２月

１日（月）の午前８時30分から正午までとします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

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 　日付

　　　令和３年２月２日（火）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から２月２日（火）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年２月

３日（水）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵
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質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月５日（金）に、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参

加資格を満たしていない者からの質問に関しては回

答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年２月８日（月）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（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。

　　　───────────────────

川崎市公告第102号

　　　入　　札　　公　　告

　「第３庁舎ほか警備業務委託」に関する一般競争入札

について、次のとおり公告します。

　　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

　　　第３庁舎ほか警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　第３庁舎ほか警備業務委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市内に本社を有すること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑷ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目について、いず

れも登録されていること。

　　ア 　業種16「警備」・種目02「人的警備」

　　イ 　業種16「警備」・種目03「駐車場管理」

　⑸ 　第３庁舎ほか業務委託仕様書の内容を遵守し、確

実に業務を実施することができるとともに、この警

備に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑹ 　平成27年度以降、本市又は他官公庁において施設

警備業務（駐車場警備のみ及び機械警備を除く。）

の12か月以上の業務完了実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　　担当　季村

　　　電話　044－200－2081

　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）までの開庁日、午前９時から正午まで及び午

後１時から午後５時まで

　⑶ 　提出書類

　　・一般競争入札資格確認申込書（入札参加申込書）

　　・ ２⑹の完了実績を確認出来る資料（契約書の写し

等）

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を

含む。）は、上記３⑴の場所及び

　　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）で閲覧することができるほか、同ホームペー

ジからダウンロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、次の日時までに川崎市の令和

３・４年度業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届

出のあった電子メールアドレス宛て一般競争入札参加

資格の確認通知書を送付します。また、申請者が電子

メールアドレスの登録を行っていない場合、次により

確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月５日（金）まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、令和３年２月17日（水）まで

に、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けま

す。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、

電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　回答は令和３年２月19日（金）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　　　令和３年２月26日（金）　午後３時00分

　　ウ 　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12階会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　開札の日時

　　　⑴イと同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　⑴ウと同じ

　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
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予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

　⑸ 　特定業務委託契約について

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当しますので、同条例第８条各号に掲げる事項

を契約書に定めます。

　　 　詳しくは、「入札情報かわさき」内の、川崎市契

約条例、川崎市契約規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引」を御覧ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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103号

　　　入　　札　　公　　告

　「令和３年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託」に

関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　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年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　川崎市役所第３庁舎（川崎市川崎区東田町５番

地４）

　　イ 　明治安田生命川崎ビル（川崎市川崎区宮本町６

番地）

　　ウ 　川崎駅前タワーリバーク（川崎市川崎区駅前本

町12番地１）

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　令和３年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託仕

様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　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・令和２年度川崎市業務

委託有資格業者名簿の業種25「倉庫・運送業務」・

種目０１「運送業務」について登録されていること。

　⑷ 　令和３年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託仕

様書の内容を遵守し、確実に業務を実施することが

できるとともに、この物品運搬等備に関する専門的

知識を有していること。

　⑸ 　平成27年度以降、本市又は他官公庁において物品

運搬等業務委託の業務完了実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　　担当　　季村・長嶺

　　　電話　　044－200－2081

　　　ＦＡＸ　044－200－3749

　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）までの開庁日、午前９時から正午まで及び午

後１時から午後５時まで

　⑶ 　提出書類

　　・一般競争入札資格確認申込書（入札参加申込書）

　　・２⑸の完了実績を確認出来る資料（契約書の写し等）
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４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）で閲覧すること

ができるほか、同ホームページからダウンロードす

ることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、次の日時までに平成31・令和

２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一般競争入札参

加資格の確認通知書を送付します。また、申請者が電

子メールアドレスの登録を行っていない場合、次によ

り確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月３日（水）まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、令和３年２月５日（金）まで

に、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けま

す。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、

電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　回答は令和３年２月８日（月）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　持参とします（持参以外は無効とします）。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月10日（水）　午前11時00分

　　ウ 　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12階会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　開札の日時

　　　⑴イと同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　⑴ウと同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ
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川崎市公告第104号

　　　入　　札　　公　　告

「庁舎等植樹維持剪定管理業務委託」に関する一般競争

入札について、次のとおり公告します。

　　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

　　　庁舎等植樹維持剪定管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　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 　業務概要

　　　庁舎等植樹維持剪定管理業務委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿において、以下の業種・種目につい

ていずれも登載されていること。

　　ア 　業種30「樹木管理」・種目01「除草、せんてい

等樹木管理」

　　イ 　業種24「廃棄物関連業務」・種目01「一般廃棄

物収集運搬業」

　⑷ 　業務委託仕様書の内容を遵守し、確実に業務を実

施することができるとともに、植樹維持剪定管理業

務に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑸ 　本委託業務と同等の業務実績を過去５年以内に１

件以上有すること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　担当　長嶺

　　　電話　044－200－2081

　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

の開庁日、下記の時間

　　　 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧

することができるほか、同ホームページからダウン

ロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、令和３年２月５日（金）まで

に川崎市の令和３・４年度業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に届出のあった電子メールアドレス宛て一

般競争入札参加資格の確認通知書を送付します。ま

た、申請者が電子メールアドレスの登録を行っていな

い場合、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月５日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、令和３年２月16日（火）まで

に、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けま

す。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合

は、電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

ものについては、回答書を令和３年２月19日（金）

までに電子メールにて送信します。ただし、電子メ

ールアドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸに

て送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等
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　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月26日（金）　午後４時

　　ウ 　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12階会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札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 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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105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年度川崎市予防接種帳票作成・封入封緘業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　予防接種法第５条第１項の規定に基づく定期予防

接種の実施における、帳票作成及び封入封緘の委託

業務

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所感染症対策課

　　　担当　横田（ヨコタ）

　　　電　話　044－200－2440

　　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@city.kawasaki.jp

　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９時から正午及び午後１時から午後５時（土
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曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　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、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド

レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通

知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　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

　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８日（月）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）縦覧に供する他、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」の「入札情報」で

閲覧することができます。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　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２日（火）から令和３年２月５日

（金）まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土

曜日・日曜日及び祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月８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に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和３年２月12日（金）　午前９時30分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア東館３階　健康福祉局会議室

　　エ 　入札金額は仕様書に記載された予定数量に単価

を乗じた金額の合計額となります。

　　　 　入札（見積）書及び入札（見積）書内訳書をそ

れぞれ作成してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

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

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりとなります。

　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106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

　　　 令和３年度ウイルス性肝炎重症化予防事業及び風

しん対策事業審査・データエントリー・書類保管

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　川崎市健康福祉局保健所が実施するウイルス性肝

炎重症化予防事業及び風しん対策事業における書類

の迅速な審査及びデータ化並びに適正な保管業務

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止

　　　期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　入札期日において、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」種目「デ

ータ入力業務」に登載されていること

　⑷ 　官公庁において、当該契約の種類と規模をほぼ同

じくする契約実績があること

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所感染症対策課　担当　今井・土肥

　　　電話　044－200－2441

　　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@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１月29日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　　 　なお、アは川崎市のホームページからもダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」－「入札

情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報」で閲覧することができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、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。メールアドレスの登録がない場合

には、郵送します。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴まで持参、もしくはＦＡＸ又は電子

メールで送付してください。

　　 　なお、「質問書」をＦＡＸ又は電子メールで送付

した場合は、送付した旨を３⑴の担当宛て連絡して

ください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月８日（月）から令和３年２月12日

（金）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月17日（水）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

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
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とができません。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和３年２月24日（水）午前11時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口３⑴と同じ

　⑷ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第107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

　　　 令和３年度新型コロナウイルス感染者等情報把

握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）データ

入力委託業務

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市（以下「発注者」という。）では、厚生労

働省が提供する「新型コロナウイルス感染者等情報

把握・管理支援システム」（以下「ＨＥＲ－ＳＹＳ」

という。）を導入しており、他自治体、国、医療機

関及びその他関係団体と新型コロナウイルス感染症

患者に関する情報の迅速な共有を行っている。

　　 　本委託業務では、川崎市に関連する新型コロナウ

イルス感染症患者や濃厚接触者等の情報を受注者が

ＨＥＲ－ＳＹＳに入力し、また、入力のために必要

となる諸業務を行う

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　入札期日において、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」

に登載されていること

　⑷ 　官公庁において、当該契約の種類と規模をほぼ同

じくする契約実績があること

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－464－

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所感染症対策課　担当　大島

　　　電　話　044－200－2343

　　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@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10日

（水）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　　 　なお、アは川崎市のホームページからもダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」－「入札

情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報」で閲覧することができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、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14日（日）

までに送付します。メールアドレスの登録がない場合

には、郵送します。

６ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑵まで持参、もしくはＦＡＸ又は電子

メールで送付してください。

　　 　なお、「質問書」をＦＡＸ又は電子メールで送付

した場合は、送付した旨を３⑴の担当宛て連絡して

ください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月16日

（火）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月22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。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和３年２月24日（水）午前10時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要　10％

　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

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10 　その他
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　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第108号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　蒸留水製造装置賃貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市環境総合研究所

　　　　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間　 令和３年６月１日から令和10年５月31

日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登録されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　武部

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　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

　　　電　話　　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　　044－288－3156

　　　E-mail　　30sotii@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時から正午及び午後１時から午後５時

（土、日曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参、郵送で受け付けます。

　　 　郵送の場合は、「競争入札参加申込書在中」と明

記した封筒に入れて、書留郵便等により送付してく

ださい。申込日の前日までに当課着とします。

　　　宛先：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

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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」物品の欄にある「入札公表」の中にあります。）

ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間

に、３⑴の場所で配布します。

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

jp/233300/index.html）

４ 　競争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、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10日（水）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10日（水）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　 　上記３⑴に同じ

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10日（水）午前９時から令和３年２

月18日（木）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸに送付してく

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22日

（月）までに、全参加者あてに電子メール又はＦＡ
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Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月８日（月）10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「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 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　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 　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 　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。

　⑸ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大時の対応に

ついて、感染が拡大局面となった場合や緊急事態宣

言が発令された場合には、再度、感染拡大防止に向

けた申込方法及び応札方法等をとらせていただく可

能性があります。その場合には、別途御連絡いたし

ます。御不明な点がありましたら、３⑴までお問合

せください。

　　　───────────────────

川崎市公告第109号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　全自動洗浄機賃貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市環境総合研究所

　　　　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間　 令和３年６月１日から令和10年５月31

日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登録されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資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 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。
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　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　武部

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　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

　　　電　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sotii@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時から正午及び午後１時から午後５時

（土、日曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参、郵送で受け付けます。

　　 　郵送の場合は、「競争入札参加申込書在中」と明

記した封筒に入れて、書留郵便等により送付してく

ださい。申込日の前日までに当課着とします。

　　　宛先：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

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

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」物品の欄にある「入札公表」の中にあります。）

ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間

に、３⑴の場所で配布します。

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

jp/233300/index.html）

４ 　競争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、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10日（水）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10日（水）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

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10日（水）午前９時から令和３年２

月18日（木）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸに送付してく

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22日

（月）までに、全参加者あてに電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月８日（月）10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行
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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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「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 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　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 　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 　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。

　⑸ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大時の対応に

ついて、感染が拡大局面となった場合や緊急事態宣

言が発令された場合には、再度、感染拡大防止に向

けた申込方法及び応札方法等をとらせていただく可

能性があります。その場合には、別途御連絡いたし

ます。御不明な点がありましたら、３⑴までお問合

せください。

　　　───────────────────

川崎市公告第110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　等々力陸上競技場日常清掃業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市中原区等々力１－１

　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　 等々力陸上競技場で日常的に行う清掃

業務

　　　　　　　　※詳細は委託仕様書によります。

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地域区分「市内」で登録されて

いる者。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑸ 　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「建物清掃等」、種目「建

築物清掃」で登録されている者。

３ 　入札参加申込書及び仕様書の配布、入札参加申込書

の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

申込書を提出してください。

　 　入札参加申込書及び仕様書は、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することができます。

　⑴ 　提出場所

　　　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管理課

　　　電話　044－788－2311

　⑵ 　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～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書の交付

　 　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、申込締切日後、競争入札参加資格確

認通知書、入札説明書を令和３年２月５日（金）まで

に送付します。なお、川崎市業者委託有資格業者名簿

へ登録した際に電子メールアドレスを登録している場

合は電子メールで送付します。電子メールアドレスを

登録していないものにはＦＡＸで送付します。
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５ 　質問書の受付・回答

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　また、入札参加者以外の質問には回答しません。

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月15日

（月）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分から午後５時まで（ただし、正午～

午後１時を除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付している「質問書」の様式によ

り提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール、ＦＡＸによります。

　　 　なお、電子メール及びＦＡＸを送信した際は、そ

の旨を３⑴の所管課まで電話連絡してください。

　　　電子メール　65doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－788－1106

　⑷ 　質問の回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月18日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者

へ、全ての質問及び回答を一覧表にした質問回答

書を送付します。

　　　 　なお、川崎市業者委託有資格業者名簿へ登録し

た際に電子メールアドレスを登録している場合は

電子メールで送付します。電子メールアドレスを

登録していないものにはＦＡＸで送付します。

　　　 　回答後の再質問は受付しません。

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、この入札参

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 　入札参加申込書について虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　　次により執行します。

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札参加者は、川崎市契約規則で定める入札書

に必要な事項を記載し、記名押印

　　　 （押印はあらかじめ使用印鑑として本市に届け出

た印鑑による。）入札件名及び商号又は名称を記

載した封筒に封入して、所定の日時及び場所へ提

出してください。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額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。

　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26日（金）午前10時00分

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　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

　　　　２階　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制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。

　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定める必要があります。詳しく

は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホー
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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。

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 　公告に関する問い合わせ先は、上記３　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委託業務に係る予算の議決を要

します。

　⑸ 　詳細は入札説明書によります。

　⑹ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第111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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　令和３年度介護人材マッチング・定着支援事業

２ 　事業概要

　 　受託法人において積極的な広報を行い、介護職員初

任者研修（又はホームヘルパー２級研修）等の資格を

有していない求職者（正規職員を希望する求職者や、

パート、アルバイトを希望する主婦、学生、中高齢層

等の多様な人材層をターゲットとする。）を募集する。

その後、求職者に対し、介護職員初任者研修等の求職

者向け研修を実施し、介護保険サービス事業所で就労

するために必要な知識・技術を習得させるほか、事業

所との交流研修、実習、見学を組み合わせた研修を実

施し、市内介護保険サービス事業所および障害福祉サ

ービス事業所等への就労支援を行う。また、事業効果

を確かなものとするため、研修受講者に対しフォロー

アップ研修を実施する。

　 　並行して、市内介護保険サービス事業所等の安定的

な運営に寄与するために、事業所が感染症等の影響に

より人員が不足した場合に、支援スタッフをあっ旋す

ることや、市内事業所向けに事業継続計画（ＢＣＰ）

作成等の支援も併せて行うものとする。

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　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

　　④　効果的な研修の実施（求職者向け研修）

　　⑤　効果的な介護職員応援あっ旋等支援の実施

　　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25日（月）から令和３年２月１日

（月）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２月１日（月）午後５時（必着）

　⑸ 　提出方法
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　　　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10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 ）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（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19日（金）

　　　※　日程変更の可能性があります。

　　　※　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

　　　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３年度介護人

材マッチング・定着支援事業受託法人募集要領」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。

　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

　　 　48,025千円（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

るものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第112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　等々力陸上競技場大会等清掃業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市中原区等々力１－１

　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　 等々力陸上競技場で開催された大会の

日程に合わせて行う清掃業務

　　　　　　　　※詳細は委託仕様書によります。

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地域区分「市内」で登録されて

いる者。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑸ 　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「建物清掃等」、種目「建

築物清掃」で登録されている者。

３ 　入札参加申込書及び仕様書の配布、入札参加申込書

の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
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申込書を提出してください。

　 　入札参加申込書及び仕様書は、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することができます。

　⑴ 　提出場所

　　　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管理課

　　　電話　044－788－2311

　⑵ 　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～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書の交付

　 　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、申込締切日後、競争入札参加資格確

認通知書、入札説明書を令和３年２月５日（金）まで

に送付します。なお、川崎市業者委託有資格業者名簿

へ登録した際に電子メールアドレスを登録している場

合は電子メールで送付します。電子メールアドレスを

登録していないものにはＦＡＸで送付します。

５ 　質問書の受付・回答

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　また、入札参加者以外の質問には回答しません。

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月15日

（月）まで

　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分から午後５時まで（ただし、正午～

午後１時を除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール、ＦＡＸによります。

　　 　なお、電子メール及びＦＡＸを送信した際は、そ

の旨を３⑴の所管課まで電話連絡してください。

　　　電子メール　65doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－788－1106

　⑷ 　質問の回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月18日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者

へ、全ての質問及び回答を一覧表にした質問回答

書を送付します。

　　　 　なお、川崎市業者委託有資格業者名簿へ登録し

た際に電子メールアドレスを登録している場合は

電子メールで送付します。電子メールアドレスを

登録していないものにはＦＡＸで送付します。

　　　　回答後の再質問は受付しません。

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、この入札参

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 　入札参加申込書について虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　　次により執行します。

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札参加者は、川崎市契約規則で定める入札書

に必要な事項を記載し、記名押印

　　　 （押印はあらかじめ使用印鑑として本市に届け出

た印鑑による。）入札件名及び商号又は名称を記

載した封筒に封入して、所定の日時及び場所へ提

出してください。

　　イ 　入札金額は各単価の合計となります。消費税及

び地方消費税額は代金支払の際に加算しますの

で、入札書に記載する金額には含まないものとし

ます。

　　　 　なお、契約単価金額については、本市の設計単

価に落札比率を乗じて得た金額とします。

　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26日（金）午前10時30分

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　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

　　　　２階　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 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－473－

　　 　川崎市競争入札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

　　 　推定総金額の10％とします。ただし、川崎市金銭

会計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。

　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定める必要があります。詳しく

は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「入札・契約関連情

報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」をご確

認ください。

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 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における本委託業務に係る予算の議決を要

します。

　⑸ 　詳細は入札説明書によります。

　⑹ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第113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 　業務件名

　　　 中原区役所庁舎案内・庁中取締り及び駐車場整理

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地等

　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

　　 　中原区役所の庁舎案内業務、庁中取締り業務、駐

車場整理業務及びこれに付随する業務を行う。

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 　川崎市競争入札参加資格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年・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」及び種目「駐車場

管理」に登載されていること。

　⑷ 　令和３年・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（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。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－8570

　　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地

　　　中原区役所４階

　　　中原区役所まちづくり推進部総務課

　　　電　話　044－744－3124（直通）

　　　ＦＡＸ　044－744－3340

　　　E-mail　65soumu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・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
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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２月10日（水）　午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月12日（金）から令和３年２月17日

（水）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　65soumu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－744－3340

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月19日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相　当する額（入

札書に記載した金額の10％）を加算した金額をも

って契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月26日（金）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　中原区役所４階　403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制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

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
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ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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114号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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　郵便物集荷・差出代行業務委託

　⑵ 　履行場所　本市指定場所

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要　 各市税事務所・市税分室での郵便物の

集荷及び指定する郵便局での郵便物の

差出代行

　　　　　　　　詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、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25「倉庫・運送業務」、種

目０１「運送業務」で登載されていること。

　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地域区分「市内」又は「準市内」

で登載されていること。

　⑸ 　本業務について、本市又は他官公庁に過去５年以

内に業務を履行した類似の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　川崎市財政局税務部税制課　担当：児玉・小林

　　　電　話：044－200－2190（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　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 　提出物

　　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

　　　 　上記の書類については提出者において作成し、

係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付及び入札説明会

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月９日（火）

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://

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

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。
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　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月９日（火）から令和３年２月12日

（金）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受付けます。ま

た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を上記３⑴まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和３年２月16日（火）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全者宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　各市税事務所・市税分室での郵便物の集荷及び指

定する郵便局での郵便物の差出代行の費用の総額

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）で行い

ます。

　　 　なお、金額の算定にあたっては、運搬に係る諸経

費等を含め、業務履行にかかる費用すべてを考慮し

て算出してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和３年２月24日（水）　午後２時

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記７⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記７⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　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115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　 令和３年度市民税・県民税（普通徴収）

納税通知書製本、封入及び封緘業務委託

　⑵ 　履行場所　仕様書のとおり

　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　 市民税・県民税（普通徴収）当初課税

時における納税通知書製本、封入及び

封緘等業務委託

　　　　　　　　詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、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
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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99「その他業務」、種目99

「その他」に登載されていること。

　⑷ 　作業場所を関東圏内（東京都、神奈川県、千葉県、

埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県）に有すること。

　⑸ 　本市又は他官公庁において市民税・県民税（普通

徴収）税額決定通知書の封入封緘等業務の契約実績

または同等の契約の実績があること。

　⑹ 　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　財政局税務部税制課　　担当：児玉・小林

　　　電　話：044－200－2190（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年１月28日

（木）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 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　プライバシーマーク登録証の写し

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書交付日

　　　令和３年２月２日（火）

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://

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

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階

　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：髙木・松尾

　　　電　話：044－200－2228（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3907

　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月３日

（水）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受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和３年２月４日（木）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全社宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

　　 　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費

税額を含まない。）で行います。

　　 　なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用や

帳票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考

慮して算出してください。
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　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和３年２月９日（火）　午後２時

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　川崎御幸ビル５階　第一会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　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116号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎港コンテナターミナルゲート管理小屋賃貸借

契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎港コンテナターミナル出入口ゲートにおい

て、外壁の改修工事の期間中、代替となる仮設の管

理小屋を設置する。なお、改修工事実施後も仮設の

管理小屋とゲートの使用を、コンテナターミナル横

浜側バンプール、横浜側ゲートが供用開始されるま

で継続する。

　　 　詳細については、「川崎港コンテナターミナルゲ

ート管理小屋賃貸借契約仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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登録されてい

る者。

　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に業種「リー

ス」種目「仮設ハウス」ランク「Ａ」または「Ｂ」

で登録されている者。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（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
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できます。

　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）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　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25

日（月）から令和３年２月１日（月）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年２月８日（月）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、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２月８日（月）までに入札参

加資格確認通知書、入札説明書及び仕様書等を電

子メールにより送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月９日（火）午前９時から令和３年２

月12日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月18日（木）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月25日（木）午後３時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

　⑷ 　議決の要否
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　　 　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。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第117号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 海底トンネル施設及び換気所等設備保守運転管理

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　海底トンネル通行車両の安全走行確保を図るた

め、千鳥町換気所４階管制室を拠点とし、トンネル

関係各設備の運転操作・保守点検、防災設備及び受

変電設備を良好に維持するため、保守管理を行う。

また、海底トンネル換気所（千鳥町・東扇島）の各

設備機器を正常かつ良好に維持するため保守点検を

行う。

　　　（業務委託項目）

　　・ 　 施設保守運転管理（照明・排水・送排風機・Ｃ

Ｏ計・受変電設備等の点検及び24時間監視業務）

　　・ 　 防災設備点検（消火栓ポンプ・泡消火栓・水噴

霧設備等）

　　・ 　 受変電設備保守点検（高圧受変電設備・自家発

設備・低圧配電設備等）

　　・ 　 換気所等設備保守点検（給水・汚水処理・エレ

ベータ各設備等）

　　　 　 詳細については、「海底トンネル施設及び換気

所等設備保守運転管理業務委託仕様書」により

ます。

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷ 　千鳥町換気所４階監視室において、トンネル設備

を24時間常駐監視・運転操作を行えること。

　⑸ 　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状を有

する者を配置できること。

　⑹ 　巡監視員について、電気・機械の専門的知識を有

する者を配置できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（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25日（月）から令和３年２月１日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状を有することを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年２月５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
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　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、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電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和３

年２月５日（金）に入札参加資格確認通知書、入

札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し

ます。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月８日（月）午前９時から令和３年２

月10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17日（水）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月１日（月）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

　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。

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」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第118号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項
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　⑴ 　件　　名

　　　 コンテナターミナル受変電設備等保守点検管理業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　コンテナターミナルの特別高圧受変電設備・非常

用自家発電設備等の機能を正常かつ良好に維持する

ため、日常及び定期的な保守点検及び管理を行う。

　　　（業務委託項目）

　　・　受変電設備保守管理業務

　　　　 受変電設備及び監視制御設備の24時間常駐監

視・運転操作業務

　　・　受変電設備保守点検業務

　　　　 高圧受変電設備の定期法令点検及び非常用発電

設備の点検整備

　　・　電力監視設備保守点検業務

　　　　電力監視設備の機能点検

　　　　 詳細については、「コンテナターミナル受変電

設備等保守点検管理業務委託仕様書」によりま

す。

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者。

　⑷ 　コンテナターミナル受変電設備を24時間常駐監

視・運転操作を行えること。

　⑸ 　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状以上

を有する者を配置できること。

　⑹ 　巡監視員に電気の専門的知識を有する者を配置で

きること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（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25日（月）から令和３年２月１日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状以上を有することを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年２月５日（金）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、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電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和３

年２月５日（金）に入札参加資格確認通知書、入

札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し

ます。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月８日（月）午前９時から令和３年２

月10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
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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17日（水）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　 　令和３年２月24日（水）午後４時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

　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。

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」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第119号

　　　入　　札　　公　　告

　総合評価一般競争入札について、次のとおり公告しま

す。

　　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

　　　川崎港船舶給水業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎港港湾区域内

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要及び想定給水回数

　　ア 　川崎港内の係留施設（民間の係留施設を含む。）

に係留する船舶及び錨地等に停泊する船舶に対し

給水作業を行うものです。

　　イ 　想定給水回数は、次のとおりとします。

　　　　運搬給水　143回

　　　　岸壁給水　 27回

　　ウ 　詳細は「委託設計書」及び「川崎港船舶給水業

務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」により

ます。

　⑸ 　価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価一般競争入札（地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１
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項の規定により落札者を決定する入札をいう。以下

同じ。）により行います。

２ 　総合評価一般競争入札方式採用理由

　 　船舶への給水業務は、船舶の航行に不可欠なサービ

スのため、受託業者には、安定的・確実な運営体制の

確保に加え、利用者からの希望に応じて確実にサービ

スを提供できる業務遂行能力が求められることから、

落札者の決定にあたっては、受託業者の技術能力及び

信頼性・社会性等と入札価格を一体的に評価できる総

合評価一般競争入札方式を採用することとします。

３ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

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 　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。

　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 　当該業務に使用する船舶については、次のいずれ

の条件も満たすこと。

　　ア 　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方メ

ートル以上の給水能力があり、かつ当該業務遂行

時に使用できること。

　　イ 　入札公告日から競争入札参加申込みを行うまで

の間において、適切に保管又は係留がされている

こと。

　　ウ 　船舶安全法に基づく定期検査、中間検査、又は

臨時検査等を適正に受け、合格していること。

４ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局川崎港管理センター港湾管理課　

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-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１日

（月）までの（土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日

を除きます。）午前９時から午後５時までとします。

（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方メ

ートル以上の給水能力を持つ船舶を業務遂行時に

使用できることを示す書類

　　ウ 　入札公告日から競争入札参加申込みを行うまで

の間について、使用予定船舶が適切に保管又は係

留がされていることを示す書類（契約書や許可書

等の写し）

　　エ 　船舶安全法に基づく検査を受け、合格したこと

を示す書類（直近の船舶検査証書）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参に限ります。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により

競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　４⑴と同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年２月４日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　 　また、入札説明書及び仕様書等は４⑴の場所にお

いて、令和３年１月25日（月）から令和３年２月１

日（月）までの（土曜日、日曜日、祝日などの閉庁

日を除きます。）午前９時から午後５時まで、縦覧

に供します。（正午から午後１時の間は除きます。）

　　ア 　交付場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６ 　仕様書等及び総合評価一般競争入札方式評価項目算

定資料（以下「評価項目算定資料」という。）に関す

る問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　４⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）午前９時から令和３年２

月９日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸに限り、電話による質問は

受け付けません。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－485－

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月15日（月）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記３の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。ただし、３⑷イについては、

「競争入札参加申込みを行う」を「開札予定日」に

読み替えるものとし、開札予定日まで適切に保管又

は係留がされていないことが明らかとなった場合も

含むものとする。

　⑵ 　４⑶の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札書と評価項目算定資料の提出

　　 　入札書・評価項目算定資料は入札説明書等に基づ

き作成し、入札件名及び商号又は名称を記載した封

筒に封入した「入札書」と「総合評価一般競争入札

方式評価項目算定資料在中」と記載した封筒に封入

した「評価項目算定資料」を一緒に、事前にご連絡

をいただいた上で、直接持参により提出してくださ

い。

　　ア 　提出場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ 　提出書類

　　（ア）入札書

　　　　 　所定の入札書に入札件名及び商号又は名称を

記載し、封筒に入れて提出してください。

　　　　 　本入札は、船舶の維持管理等に係る「業務固

定費」及び給水作業の回数に応じて支払う「従

量費」の各内訳ごとの単価に予定数量を乗じた

総価入札、契約は単価契約とします。

　　　　 　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、各内訳ご

との単価に予定数量を乗じた金額（消費税及び

地方消費税に相当する金額を除く）を入札書に

記載してください。詳細は「委託設計書」及び

「仕様書」を確認してください。

　　（イ）評価項目算定資料

　　　　 　評価項目算定資料は、「川崎港船舶給水業務

委託総合評価技術評価様式（以下、様式集）と

いう。」を用いて作成してください。様式集を

よくお読みになり、評価に必要な添付資料（実

績を示す契約書等）は必ず提出してください。

添付資料の提出がない場合は評価の対象といた

しませんのでご注意ください。

　　ウ 　提出部数

　　　 　入札書・評価項目算定資料は、各１部提出して

ください。なお、評価項目算定資料については、

写しも１部提出してください。

　　エ 　提出期間

　　　 　令和３年２月４日（木）から令和３年２月22日

（月）までの（土曜日、日曜日、祝日などの閉庁

日を除きます。）午前９時から午後５時までとし

ます（正午から午後１時の間は除きます。）

　　オ 　その他

　　　 　評価項目算定資料の内容については、別表「川

崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の各評価項

目等を参照して記載してください。ただし、提出

した評価項目算定資料の差替えは認めません。ま

た、提出された評価項目算定資料は返却いたしま

せん。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札予定日及び場所

　　ア 　開札予定日

　　　　令和３年３月３日（水）午前10時30分

　　イ 　開札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン業務棟３階会議室

９ 　総合評価一般競争入札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点

　　 　別表「川崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の

とおり

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　 　当該案件の入札参加資格を満たし、かつ提出され

た「評価項目算定資料」について別表「川崎港船舶

給水業務委託技術評価基準」の「配点」に基づき「川

崎港船舶給水業務委託総合評価審査委員会」で審議

し、技術評価点を決定します。

　⑶ 　採点方法

　　ア 　別表１の分類１～３の各評価項目（１－⑤及び

⑥を除く。）については、各評価の基準に基づき、

２～５段階の加点評価を行います。また、分類１

－⑤及び⑥については、本市が調査を行い、その

結果に応じて減点評価を行います。

　　イ 　本評価において重複加点（１－⑤及び⑥を除

く。）はしないものとします。

　　　 （例１） 分類１－①「事業者の業務実績」、分類

１－②「船員の業務経験」の項目の場合

　　　 　業務実績又は経験に応じて評価します。なお、

複数の実績又は経験があった場合でも、重複加点

はせず、最も評価点の高い実績又は経験を評価対
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象にします。

　　　 （例えば、「同種の実績（評価点６点）」及び「類

似アの実績（評価点４点）」がある場合において、

評価点は10点とはならず、６点となります。）

　　　（例２） 分類３－①「給水作業の安全確保」配点

20点の項目の場合

　　　　評価が「５」であれば評価点は

 20×５／５＝20点

　　　　評価が「３」であれば評価点は

 20×３／５＝12点

　　　　評価が「０」であれば評価点は

 20×０／５＝０点

　　　（例３） 分類１－⑤「法令遵守」（減点評価）の

項目の場合

　　　　 　文書による指導・命令を受けた回数が「１

回」につき、２点の減点

　⑷ 　審査方法

　　　審査の内容は非公開とします。

　　 　なお、審査の過程において、評価項目算定資料の

内容に対するヒヤリング（船舶の実地確認を含む）

を令和３年２月24日（水）～２月26日（金）の間に

実施する予定です。詳細については、競争入札参加

者に別途お知らせいたします。

10 　落札者の決定方法

　⑴ 　落札候補者の決定

　　 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、総合評価点の算出方

法は、次の算式により求められるものとします。

　　　 総合評価点　＝　技術評価点（150点満点）＋100

×（１－入札価格／設計金額）

　　　　（小数点第５位以下切捨て）

　　 　最も高い総合評価点となった者が２者以上いる場

合は、くじにより決定します。該当者のうち、くじ

を引かない者があるときは、これに代えて本入札に

関係のない市職員にくじを引かせるものとします。

　　 　なお、技術評価点が75点を下回った者については

落札者に決定しないものとします。

　⑵ 　入札参加資格の確認

　　 　当該落札候補者について、上記３に示した資格

（ただし、３⑷イについては、「競争入札参加申込

みを行う」を「開札予定日」に読み替えるものと

し、開札予定日まで適切に保管又は係留がされてい

ないことが明らかとなった場合も含むものとする。）

を満たしているかどうかの最終的な資格審査を実施

します。これらの審査等の結果、当該落札候補者に

資格がないと認めたときは当該入札を無効とし、順

次、総合評価点の高い入札者について、同様の審査

等を実施し落札者を決定します。

　⑶ 　入札の無効

　　ア 　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

　　イ 　「評価項目算定資料」の提出がない者はこれを

無効とします。

　⑷ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の競争入

札参加者の評価結果について、川崎市ホームページ

にて公表します。公表された自らの評価結果につい

て疑義がある場合は、公表された日から起算して２

日以内に所定の様式【様式２】により照会すること

ができます。

11 　評価項目算定資料に係る虚偽記載について

　 　競争入札参加者が提出した評価項目算定資料に虚偽

の記載等の明らかに悪質な行為があったと認められる

場合には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

の規定に基づき、指名停止等の適切な措置を講じます。

12 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成　要

　⑶ 　前払金　無

　⑷ 　業務開始日前日までに提出しなければならないも

の

　　ア 　使用する船舶の国籍証書（付随含む）

　　イ 　使用する船舶のタンクテーブル（貨物槽容量

表）及び給水能力を証する書類

　　ウ 　タンク内の水について、飲料水の水質基準に適

合していることを証明する直近１か月以内の書類

　　エ 　従事者名簿

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

　⑹ 　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。

13 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は上記４⑴　

に同じです。

　⑶ 　事情により入札を延期又は取りやめる場合があり

ます。
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　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎港船舶給水業務委託総合評価一般

競争入札要綱及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

14 　入札スケジュール（予定）

令和３年１月25日（月） 入札公告

　 〃 　２月１日（月）
入札参加申込締切り（競争入札参加

申込書（添付書類を含む。）の提出）

　 〃 　２月４日（木）

入札参加資格確認通知書の交付

業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問受付開始

　 〃 　２月９日（火）
業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問締切り

　 〃 　２月15日（月）
業務内容（仕様書等）及び評価項目

算定資料に係る質問への回答

　 〃 　２月22日（月）
入札書及び評価項目算定資料の提出

締切り

　 〃 　３月３日（水） 開札日

　 〃 　３月４日（木） 落札者決定及び結果公表

　　　───────────────────

川崎市公告第120号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　コンテナターミナル荷役機械設備保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　コンテナターミナル内のガントリークレーン及び

トランスファークレーンの各設備機能を正常かつ良

好に維持するため、保守点検及び管理を行う。

　　　保守点検設備

　　　ガントリークレーン　　　３基

　　　トランスファークレーン　６基

　　　関連補機等　　　　　　　１式

　　 　詳細については、「コンテナターミナル荷役機械

設備保守点検業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

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

入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（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25日（月）から令和３年２月１日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　　一般競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　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２月５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、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電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和３

年２月５日（金）までに入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付

します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月８日（月）午前９時から令和３年２

月10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16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 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年２月24日（水）　午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

　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。

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　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」を御覧ください。

　⑸ 　本調達に直接関連する他の委託契約を本調達の受

注者と随意契約により締結する予定があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第121号

　次の市有財産について、一般競争入札による貸付けを

実施します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　入札物件（証明写真撮影機設置場所一時貸付物件）

　 　一般競争入札に付す一時貸付物件、予定価格（最低

貸付料）等は、次の表のとおりです。
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物件番号 所在地貸付場所 施設管理者の問い合わせ先 貸付面積［㎡］ 最低貸付料［円／月］

１
川崎市幸区戸手本町１－11－１

幸区役所１階

幸区役所まちづくり推進部総務課

044－556－6645
1.87 45,000

２ 　一般競争入札参加資格

　 　次の⑴から⑾に該当する方は、入札に参加できませ

ん。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当する者

　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ある者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中である者

　⑷ 　国税又は川崎市市税の未納がある者

　⑸ 　本入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、

「借受人が一時貸付物件（入札物件）に証明写真撮

影機を設置し、貸付期間中継続して営業・運営する

事業」（以下「証明写真撮影機設置運営事業」とい

う。）を行う資力、能力等を有しない者

　⑹ 　平成30年度及び令和元年度において、証明写真撮

影機設置運営事業の実績を有しない者

　⑺ 　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する

法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号

に掲げる処分を受けている団体

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項に違反している事

実がある者及び警察当局から排除要請がある者

　⑽ 　⑺から⑼に掲げるものから委託を受けた者並びに

⑺から⑼に掲げる者の関係団体

　⑾ 　下記５の一般競争入札参加申込みに必要な書類を

提出しない者

３ 　契約上の主な条件

　⑴ 　貸付契約の内容

　　 　本件一時貸付契約は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づく

貸付け（賃貸借契約）です。

　⑵ 　貸付期間

　　 　貸付期間は、令和３年４月１日から令和８年３月

31日までです。

　⑶ 　一時貸付物件の用途指定

　　 　一時貸付物件は、証明写真撮影機設置運営事業の

用途に供さなければなりません。

　⑷ 　禁止事項

　　ア 　上記⑶に規定する用途以外の用途で使用するこ

とはできません。

　　イ 　一時貸付物件に建物を建築すること、又は工作

物を設置することはできません（施設管理者が、

電気の供給のために工作物の設置の必要があると

認める場合を除く。）。

　　ウ 　一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類

似する行為をすることはできません。

　　エ 　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定することはできません。

　　オ 　川崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する

暴力団、同条第５号に規定する暴力団経営支配法

人等、その他の反社会的団体及びそれら構成員が

その活動のために利用するなど、公序良俗に反す

る用に供することはできません。

　⑸ 　資料の提出等

　　ア 　川崎市が、債権の保全上必要があると認めると

き、又は第三者に一時貸付物件を転貸している疑

いがある場合等において確認の必要があると認め

るとき、川崎市は借受人に対してその参考となる

べき資料の提出又は報告を求めることができるも

のとします。この場合、借受人は必ず川崎市に協

力しなければなりません。

　　イ 　借受人は、設置した証明写真撮影機について、

月ごとの売上高等の実績を川崎市に提出しなけれ

ばなりません。川崎市は、当該売上高等の実績に

ついて、市有財産の有効活用を推進するため必要

とするときは、借受人の承諾なしに公開できるも

のとします。

　⑹ 　違約金

　　 　上記⑶から⑸の条件に違反した場合には、契約金

額（貸付料総額）の100分の30に相当する額を違約

金として川崎市に支払わなければなりません。

　⑺ 　一時貸付物件の引渡し等

　　 　一時貸付物件は現況有姿の状態で引き渡しますの

で、借受人は原状に回復して返還し　なければなり

ません。

４ 　入札案内書（入札参加申込書を含む）の配布

　 　本件入札に参加を希望する者には、電子メールまた

は次により入札案内書（入札参加申込書等）を配布し

ます。

　⑴ 　配布場所

　　ア 　電子データでの配布

　　　 　ＰＤＦデータを配布します。返信先アドレスを
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明記の上、下記メールアドレスにメールを送付く

ださい。また、メール送付後、幸区役所まちづく

り推進部総務課（044－556－6645）宛て送付確認

の連絡をお願いします。配布データは用紙サイズ

Ａ４で印刷し、入札参加申込書等については片面

印刷としてください。

　　　　幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　　63soumu@city.kawasaki.jp

　　イ 　印刷物での配布

　　　　幸区役所まちづくり推進部総務課（幸区役所４階）

　　　　〒212－8570　川崎市幸区戸手本町１－11－１

　　　　電話044－556－6645

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月４日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　午前９時から午後５時（正午から午後１時を除く。）

５ 　一般競争入札参加申込みに必要な書類

　⑴ 　申込者が法人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書

　　ウ 　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　　エ 　代表者の印鑑証明書（法務局に届け出た印鑑の

証明書）

　　オ 　国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び

「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明

用）

　　カ 　川崎市市税の納税証明書（川崎市内に事務所又

は事業所を有している場合のみ）

　　（ア）法人市民税

　　　　 　申込み時点において終了している事業年度の

うち直近２事業年度分の納税証明書をそれぞれ

１部ずつ提出すること（未納がないこと。）。

　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　平成30年度及び令和元年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ

と。）。

　　キ 　財務諸表（写し・直前決算２事業年度分）

　　　 　損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算

書を提出すること。

　⑵ 　申込者が個人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書

　　ウ 　印鑑登録証明書

　　エ 　国税の納税証明書（その３の２「申告所得税」

及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない

証明用）を提出すること。

　　オ 　川崎市市税の納税証明書（川崎市内に住所等を

有する方のみ）

　　（ア）市民税・県民税

　　　　 　平成30年度及び令和元年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ

と。）。

　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　平成30年度及び令和元年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ

と。）。

　　カ 　身分証明書

　　　 　破産者でないことの証明書（本籍地の市区町村

長発行）を提出すること。

　　キ 　登記されていないことの証明書

　　　 　成年被後見人又は被保佐人とする記録がないこ

との証明書を提出すること。

　　　　問い合わせ先　東京法務局後見登録課

　　　　電話03－5213－1360

　　　　横浜地方法務局戸籍課　電話045－641－7976

　　ク 　確定申告の際の提出書類一式

　　　　（写し・直前決算２年間分）

６ 　入札参加申込書等の提出　

　 　本件入札に参加を希望する者は、上記５に記載され

た書類を次により提出しなければなりません。

　⑴ 　提出場所　幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　　　　　　（幸区役所４階）

　　　　　　　　〒212－8570

　　　　　　　　川崎市幸区戸手本町１－11－１

　⑵ 　提出期間　 令和３年１月28日（木）から令和３年

２月４日（木）まで

　　　　　　　　 午前９時から午後４時（正午から午後

１時を除く。）

　⑶ 　提出方法　 ⑴の提出場所に直接書類を持参又は郵

送してください。なお、郵送による場

合は、令和３年２月４日（木）必着と

します。事前に電話連絡の上、配達日

等の指定のある郵便又はサービスを御

利用ください。

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、上

記２の各号のいずれかに該当したときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札保証金

　　　本入札に係る入札保証金の納付は免除します。

　⑵ 　入札の方法

　　 　入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付
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料（消費税相当額を除いた額）を記入してください。

入札書の提出は持参によるものとします。

　　ア 　入札書の提出日時　 令和３年２月16日（火）午

前10時

　　イ 　入札書の提出場所　幸区役所　４階第２会議室

　　　　　　　　　　　　　 川崎市幸区戸手本町１－11

－１

　⑶ 　開札の日時

　　　上記⑵アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　上記⑵イに同じ

　⑸ 　落札者の決定等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格（最低貸付料）以上で最高の価格をもって

有効な入札を行った者について、最終的な一般競争

入札参加資格の審査を実施し、資格の有無を審査し

た上、落札者を決定します。資格審査の結果、その

者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の高い入札者について同様の審査を

実施します。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約条項

　　　入札案内書に記載してあります。

　⑵ 　契約書等作成の要否

　　要

　⑶ 　契約保証金

　　 　契約金額の10分の１以上（円未満切上げ）としま

す。

　⑷ 　契約の締結期限

　　　令和３年３月22日（月）

　⑸ 　契約の締結

　　 　本件契約を締結しない場合、落札は無効となりま

す。

　⑹ 　貸付料の支払い

　　　入札案内書に記載してあります。

10 　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札を変更し、又は取り止め

る場合等があります。

　⑵ 　詳細は入札案内書によります。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記４⑴に同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第122号

　　　入　　札　　公　　告

川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託に関す

る一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　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

　　　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　川崎市こども家庭センター

　⑶ 　履行期限

　　　令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市こども家庭センターにおける空調設備の保

守点検業務を行う。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑶ 　ＩＳＯ9001認証取得をしていること。

　⑷ 　入札期日において、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」で登載予定

であること。

　⑸ 　建築物環境衛生総合管理業の登録を有すること。

　⑹ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「空

調・衛生設備保守点検」で登載予定であること。

　⑺ 　過去５年間（平成28年度以降）で本市又はその他

の官公庁と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に

履行した実績を有すること。ただし、１契約で200

万円以上の契約実績に限る。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　川崎市こども家庭センター

　　　電話　044－542－1234（代表）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月１日
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（月）９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　２　一般競争入札参加資格に関する事項の⑶を

証明する書類

　　イ 　２ 　一般競争入札参加資格に関する事項⑸を確

認できる書類

　　ウ 　２ 　一般競争入札参加資格に関する事項⑺の契

約内容を確認できる契約書等の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等を令

和３年２月５日（金）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　 ３競争入札参加申込書の配布、提出及

び問い合わせ先⑴ と同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月５日（金）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年２月10日

（水）９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　45katei@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－542－1728

　　ウ 　持参　　　　３　競争入札参加申込書の配布、

　　　　　　　　　　提出及び問い合わせ先⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年２月15日（月）

　　 　全社へ文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２一般競争入札参加資格に関する事項の

各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年２月18日（木）10時

30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　　　　　　　　　　川崎市こども家庭センター

　　　　　　　　　　　　４階　研修室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者

を、落札者とします。

　⑺ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、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123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　北部児童相談所電気需給契約

　⑵ 　納入場所　 北部児童相談所（川崎市多摩区生田７

丁目16－２）

　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 　調達概要　 上記の納入場所及び納入期間内におけ

る電力の調達

　　ア. 従量電灯調達見込数量　22,417キロワット時

　　イ. 低圧電力調達見込数量　19,059キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格　

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　１の⑵の場所を含む区域における電力の供給につ

いて、電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「法」

という。）第３条に基づき一般送配電事業の許可を
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得ている者又は法第27条の13に基づき特定送配電事

業の届出を行っている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　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。

　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 　供給する電力の品質及び数量について、仕様書の

内容を遵守し確実に納入するとともに、本市の求め

に応じて、アフターサービスを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。以下「要綱」という。）第４条第２項の

基準におけるＡ又はＢランクに格付けされる者であ

ること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　北部児童相談所（川崎市多摩区生田７丁目16－２）

　　　〒214－0038　電話番号044（931）4300

　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

の午前８時30分から午後５時まで（ただし、正午か

ら午後１時を除く）とし、土曜日及び日曜日を除き

ます。

　⑶ 　提出書類

　　ア．競争入札参加申込書（兼誓約書）

　　イ ．法に定める一般送配電事業又は特定送配電事業

者であることを挙証する書面の写し

　　ウ．要綱に基づく通知書（電気事業者用）の写し

　　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出

された書類は返却しません。

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送

　　 （ただし、郵送の場合は簡易書留又はレターパック

プラスによること）

　⑸ 　仕様書の公開及び交付

　　 　令和３年１月25日（月）午前10時から、本所が公

開するホームページで公表する予定です。当ホーム

ページは、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

のトップページ「お知らせ」欄にリンクを掲載する

予定です。

　　 　この他、競争入札参加申込書を提出した者には、

同書に記載のメールアドレスあて、電子メールで仕

様書を交付します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び質問書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３年２

月３日（水）までに、競争入札参加資格確認結果通知

書及び質問書を競争入札参加申込書に記載のメールア

ドレスあてに電子メールでします。競争入札参加資格

確認通知書は公印省略とします。

５ 　仕様書に関する質問・回答等

　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。仕様書以外に関する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いた

しません。

　　ア．質問書の提出期間

　　　 　令和３年２月３日（水）から２月９日（火）正

午まで

　　イ．質問書の提出方法

　　　 　電子メールによる提出とし、送付先は次のメー

ルアドレスとします。

　　　　45hokuzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　　回答

　　ア．回答日

　　　　令和３年２月12日（金）

　　イ．回答方法

　　　 　入札に参加する予定の全ての者に対し、期限日

までに提出のあった質問に係る回答書（以下「質

問回答書」という。）を配布します。質問回答書

は競争入札参加申込書に記載のメールアドレスあ

て電子メールで配布します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　この公告に定める参加資格条件を満たさなくなっ

たとき。

　⑵ 　提出書類において虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は予定使用電力量に対する総価（消費税

及び地方消費税を含まない。）で行います。また、

金額の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で

算出してください。

　　ア ．契約電力の基本料金単価及び電力量料金単価を

基に総価を算出してください。なお、基にした単

価により契約を締結するものとします。

　　イ ．入札金額の積算に力率の要素を加味する場合、

指定のある場合を除き、その力率は100パーセン

トとします。

　　ウ ．燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進
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賦課金は考慮しないものとします。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑶ 　入札書提出日時・場所

　　　令和３年２月17日（水）午後１時30分

　　　北部児童相談所（川崎市多摩区生田７丁目16－２）

　⑷ 　入札保証金　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、無効とします。

８ 　契約手続き等　

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払い金　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得は、本市ホームページの「入札情報か

わさき」の「契約関係規定」で閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期又はとりやめる場合があり

ます。

　⑵ 　この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 　関連情報を入手するための照会窓口はこの公告の

３の⑴に同じです。

　⑷ 　本件落札決定の効果は、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124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　　軽乗用自動車の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所　　 川崎市川崎区日進町５－１（川崎市

健康福祉局総合リハビリテーション

推進センター）

　⑶ 　賃貸借期間　 令和３年６月１日から令和10年５月

31日まで

　⑷ 　概要　　　　入札説明書のとおり

２ 　競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　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「車両」で登

録されていること

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること

３ 　競争入札参加申込書の配布・提出、入札説明書の縦

覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・縦覧場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレールビル12階

　　　健康福祉局精神保健福祉センター　井関

　　　電話番号　　044－200－3195

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3974

　　　電子メール　40seihoc@city.kawasaki.jp

　　 　なお、競争入札参加申込書の様式は、川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」の「入札情報（入

札公表・落札結果）・http://www.city.kawasaki.

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

表・財政局」・「契約方法・一般競争」「業種・リー

ス」において、本件の入札公表詳細からダウンロー

ドすることができます。

　⑵ 　配布・提出・縦覧期間

　　 　令和３年１月25日～令和３年２月１日（土曜日、

日曜日を除く。）

　　　９時～ 12時、13時～ 17時

　⑶ 　競争入札参加申込書の提出方法

　　　郵送（提出期間内必着）又は持参

　　※ 郵送による場合は、郵送した当日中に件名、会社

名、担当者名、連絡先を記載した電子メールを上

記３⑴へ送信してください。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３年２

月５日までに令和３・４年度川崎市競争入札参加資格

審査申請時の委任先メールアドレスへ競争入札参加資

格確認通知書等を交付します。

　 　なお、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５日９時～ 12時、13時～ 17時に上

記３⑴で交付します。

５ 　仕様等に関する質問・回答

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月８日９時から令和３年２月12日16時

まで
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　⑵ 　質問書の様式

　　　別に配布する「質問書」の様式によります。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　上記３⑴へ電子メール又はＦＡＸで送信してくだ

さい。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年２月18日までに競争入札参加有資格者全

員へ、上記４の委任先メールアドレスに送信しま

す。なお、当該メールアドレスを登録していない者

には、委任先ＦＡＸ番号に送信します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加資格確認申請書等について、虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　 　入札参加にあたっては「川崎市競争入札参加者心

得」を遵守しなければなりません。

　⑴ 　入札方法

　　　持参に限ります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　　　令和３年３月２日11時00分

　　イ 　場所　　　川崎市川崎区宮本町１番地　

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎12階

　　　　　　　　　健康福祉局会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の縦覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で御覧

いただくことができます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　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。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第125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

　　　 川崎市立川崎図書館貸出・返却カウンター業務等

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立川崎図書館

　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 　業務概要

　　 　川崎市立川崎図書館の貸出カウンター業務、返却

カウンター業務、予約巡回資料の処理・受取業務、

書庫出納業務、返却資料の配架業務、寄贈資料の装

備、ＣＤ修理業務等。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 　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」、種目「その他」

で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　平成27年４月１日以降に年間の資料貸出数

200,000点以上の公共図書館において１⑷業務概要

と同等の図書館業務の委託契約または図書館指定管

理者契約を２件以上締結し、これらをすべて誠実に

履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及
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び問い合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　担当　小林

　　　電　話　044－722－4932

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　　　E-mail　88nakato@city.kawasaki.jp

　　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書等は川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」（https://

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

て本件の入札公表情報詳細のページからダウンロー

ドすることができます。

　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30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を証する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から正午ま

で

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メール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。電子メールアドレスの登録がない者に

は３⑴の場所で直接交付します。

　⑶ 　仕様書、入札説明書等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより仕様書、入札説明書等を交付し

ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴

の場所で直接交付します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）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、３⑴に記載した電子メールアドレス又は

ＦＡＸあて送付してください。また、メール及びＦ

ＡＸ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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）午

後５時までに、一般競争入札参加資格確認通知書を

交付した全社あてに電子メールまたはＦＡＸにて送

付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札金額は、契約の全期間（３年間）について

消費税を含まない総額を記載してください。消費

税は、契約の際に加算するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代
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理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりませ

ん。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 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格であるときは、調

査を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。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　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 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第126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

　　　川崎市立幸図書館貸出・返却カウンター業務等委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立幸図書館

　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 　業務概要

　　 　川崎市立幸図書館の貸出カウンター業務、返却カ

ウンター業務、予約巡回資料の処理・受取業務、書

庫出納業務、返却資料の配架業務、寄贈資料の装備、

ＣＤ修理業務等。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 　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」、種目「その他」

で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　平成27年４月１日以降に年間の資料貸出数

200,000点以上の公共図書館において１⑷業務概要

と同等の図書館業務の委託契約または図書館指定管

理者契約を２件以上締結し、これらをすべて誠実に

履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　小林

　　　電　話　044－722－4932

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　　　E-mail　88nakato@city.kawasaki.jp

　　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書等は川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」（https://
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www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て本件の入札公表情報詳細のページからダウンロー

ドすることができます。

　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30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を証する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月２日（火）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メール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。電子メールアドレスの登録がない者に

は３⑴の場所で直接交付します。

　⑶ 　仕様書、入札説明書等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより仕様書、入札説明書等を交付し

ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴

の場所で直接交付します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）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、３⑴に記載した電子メールアドレス又は

ＦＡＸあて送付してください。また、メール及びＦ

ＡＸ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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）午

後５時までに、一般競争入札参加資格確認通知書を

交付した全社あてに電子メールまたはＦＡＸにて送

付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札金額は、契約の全期間（３年間）について

消費税を含まない総額を記載してください。消費

税は、契約の際に加算するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりませ

ん。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 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格であるときは、調

査を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
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崎市競争入札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は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　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 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第127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

　　　 川崎市立中原図書館貸出・返却カウンター業務等

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立中原図書館

　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 　業務概要

　　 　川崎市立中原図書館の貸出カウンター業務、返却

カウンター業務、予約巡回資料の処理・受取業務、

書庫出納業務、返却資料の配架業務、寄贈資料の装

備、ＣＤ修理業務等。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 　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」、種目「その他」

で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　平成27年４月１日以降に年間の資料貸出数

400,000点以上の公共図書館において１⑷業務概要

と同等の図書館業務の委託契約または図書館指定管

理者契約を２件以上締結し、これらをすべて誠実に

履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　担当　小林

　　　電　話　044－722－4932

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　　　E-mail　88nakato@city.kawasaki.jp

　　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書等は川崎

市ホームページ「入札情報かわさき」

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

html）において本件の入札公表情報詳細のページか

らダウンロードすることができます。

　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30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を証する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法
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　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から正午ま

で

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メール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。電子メールアドレスの登録がない者に

は３⑴の場所で直接交付します。

　⑶ 　仕様書、入札説明書等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより仕様書、入札説明書等を交付し

ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴

の場所で直接交付します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）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、３⑴に記載した電子メールアドレス又は

ＦＡＸあて送付してください。また、メール及びＦ

ＡＸ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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）午

後５時までに、一般競争入札参加資格確認通知書を

交付した全社あてに電子メールまたはＦＡＸにて送

付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札金額は、契約の全期間（３年間）について

消費税を含まない総額を記載してください。消費

税は、契約の際に加算するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりませ

ん。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 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格であるときは、調

査を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。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条の各号に該当する場合は免除します。
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　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 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第128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

　　　 川崎市立高津図書館貸出・返却カウンター業務等

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立高津図書館

　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 　業務概要

　　 　川崎市立高津図書館の貸出カウンター業務、返却

カウンター業務、予約巡回資料の処理・受取業務、

書庫出納業務、返却資料の配架業務、寄贈資料の装

備、ＣＤ修理業務等。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 　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」、種目「その他」

で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　平成27年４月１日以降に年間の資料貸出数

200,000点以上の公共図書館において１⑷業務概要

と同等の図書館業務の委託契約または図書館指定管

理者契約を２件以上締結し、これらをすべて誠実に

履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　小林

　　　電　話　044－722－4932

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　　　E-mail　88nakato@city.kawasaki.jp

　　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書等は川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」（https://

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

て本件の入札公表情報詳細のページからダウンロー

ドすることができます。

　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30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を証する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー
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ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月２日（火）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メール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。電子メールアドレスの登録がない者に

は３⑴の場所で直接交付します。

　⑶ 　仕様書、入札説明書等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより仕様書、入札説明書等を交付し

ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴

の場所で直接交付します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）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、３⑴に記載した電子メールアドレス又は

ＦＡＸあて送付してください。また、メール及びＦ

ＡＸ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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）午

後５時までに、一般競争入札参加資格確認通知書を

交付した全社あてに電子メールまたはＦＡＸにて送

付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札金額は、契約の全期間（３年間）について

消費税を含まない総額を記載してください。消費

税は、契約の際に加算するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりませ

ん。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 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格であるときは、調

査を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。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　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 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

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
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るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第129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

　　　 川崎市立宮前図書館貸出・返却カウンター業務等

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立宮前図書館

　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 　業務概要

　　 　川崎市立宮前図書館の貸出カウンター業務、返却

カウンター業務、予約巡回資料の処理・受取業務、

書庫出納業務、返却資料の配架業務、寄贈資料の装

備、ＣＤ修理業務等。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 　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」、種目「その他」

で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　平成27年４月１日以降に年間の資料貸出数

200,000点以上の公共図書館において１⑷業務概要

と同等の図書館業務の委託契約または図書館指定管

理者契約を２件以上締結し、これらをすべて誠実に

履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　小林

　　　電　話　044－722－4932

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　　　E-mail　88nakato@city.kawasaki.jp

　　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書等は川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」（https://

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

て本件の入札公表情報詳細のページからダウンロー

ドすることができます。

　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30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を証する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メール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。電子メールアドレスの登録がない者に

は３⑴の場所で直接交付します。

　⑶ 　仕様書、入札説明書等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ
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て電子メールにより仕様書、入札説明書等を交付し

ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴

の場所で直接交付します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）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、３⑴に記載した電子メールアドレス又は

ＦＡＸあて送付してください。また、メール及びＦ

ＡＸ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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）午

後５時までに、一般競争入札参加資格確認通知書を

交付した全社あてに電子メールまたはＦＡＸにて送

付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札金額は、契約の全期間（３年間）について

消費税を含まない総額を記載してください。消費

税は、契約の際に加算するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりませ

ん。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 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格であるときは、調

査を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。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　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 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３　⑴ 　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。

　⑹ 　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
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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。

　　　───────────────────

川崎市公告第130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

　　　 川崎市立多摩図書館貸出・返却カウンター業務等

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立多摩図書館

　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 　業務概要

　　 　川崎市立多摩図書館の貸出カウンター業務、返却

カウンター業務、予約巡回資料の処理・受取業務、

書庫出納業務、返却資料の配架業務、寄贈資料の装

備、ＣＤ修理業務等。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 　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」、種目「その他」

で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　平成27年４月１日以降に年間の資料貸出数

200,000点以上の公共図書館において１⑷業務概要

と同等の図書館業務の委託契約または図書館指定管

理者契約を２件以上締結し、これらをすべて誠実に

履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　小林

　　　電話　044－722－4932

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　　　E-mail　88nakato@city.kawasaki.jp

　　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書等は川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」（https://

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

て本件の入札公表情報詳細のページからダウンロー

ドすることができます。

　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30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を証する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月２日（火）　午前９時30分から正午

まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メール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。電子メールアドレスの登録がない者に

は３⑴の場所で直接交付します。

　⑶ 　仕様書、入札説明書等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより仕様書、入札説明書等を交付し

ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴

の場所で直接交付します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）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
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を記入し、３⑴に記載した電子メールアドレス又は

ＦＡＸあて送付してください。また、メール及びＦ

ＡＸ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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）午

後５時までに、一般競争入札参加資格確認通知書を

交付した全社あてに電子メールまたはＦＡＸにて送

付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　 　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札金額は、契約の全期間（３年間）について

消費税を含まない総額を記載してください。消費

税は、契約の際に加算するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりませ

ん。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 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格であるときは、調

査を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。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　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 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第131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

　　　 川崎市立麻生図書館貸出・返却カウンター業務等
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委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立麻生図書館

　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 　業務概要

　　 　川崎市立麻生図書館の貸出カウンター業務、返却

カウンター業務、予約巡回資料の処理・受取業務、

書庫出納業務、返却資料の配架業務、寄贈資料の装

備、ＣＤ修理業務等。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 　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」、種目「その他」

で登載されていること

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　平成27年４月１日以降に年間の資料貸出数

200,000点以上の公共図書館において１⑷業務概要

と同等の図書館業務の委託契約または図書館指定管

理者契約を２件以上締結し、これらをすべて誠実に

履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　小林

　　　電　話　044－722－4932

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　　　E-mail　88nakato@city.kawasaki.jp

　　 　また、一般競争入札参加資格確認申請書等は川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」（https://

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

て本件の入札公表情報詳細のページからダウンロー

ドすることができます。

　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30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を証する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月２日（火）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メール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。電子メールアドレスの登録がない者に

は３⑴の場所で直接交付します。

　⑶ 　仕様書、入札説明書等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより仕様書、入札説明書等を交付し

ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴

の場所で直接交付します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月２日（火）午前９時30分から令和３

年２月５日（金）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、３⑴に記載した電子メールアドレス又は

ＦＡＸあて送付してください。また、メール及びＦ

ＡＸ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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）午

後５時までに、一般競争入札参加資格確認通知書を

交付した全社あてに電子メールまたはＦＡＸにて送

付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
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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。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月16日（火）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札金額は、契約の全期間（３年間）について

消費税を含まない総額を記載してください。消費

税は、契約の際に加算するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりませ

ん。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 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格であるときは、調

査を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。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　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 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第132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

　　　川崎市立中原図書館人的警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立中原図書館

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　川崎市立中原図書館における立哨警備、巡回警備

及び雑踏警備等の人的警備業務委託。詳細は「仕様

書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

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

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「警備」、種目「人的警備」

で登録されていること。

　⑷ 　平成29年度以降に２件以上、川崎市または他の官

公庁において、類似する人的警備業務の委託契約を

締結し、これらをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加する者は、次により競争入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　小林

　　　電　　話：044－722－4932

　　　ＦＡＸ：044－733－7524

　　　電子メール：88nakato@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）午後５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除

く）。受付時間は午前９時30分から正午まで及び午

後１時から午後５時まで。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　入札説明書等の閲覧

　　 　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の

期間中、縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書及び仕様書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月５日（金）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールのアドレスを登載している業者につきまし

ては、メール配信をもって交付といたします。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ

て電子メールにより入札説明書等を交付します。電

子メールアドレスの登録がない者には申し出により

３⑴の場所で直接交付します。また、入札説明書、

仕様書等は上記３⑴の場所において３⑵の期間で縦

覧に供します。

５ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　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 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に記入し、

３⑴の電子メール又はＦＡＸあて送付してくださ

い。また、電子メールで送付する場合は必ず開封確

認メッセージを要求してください。電子メール又は

ＦＡＸ以外の方法による問い合わせには応じません。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月15日（月）午

後５時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸに

て送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定入札書をもって行います。入札書を

入札件名が記載された封筒に封印して持参してく

ださい。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月24日（水）午前10時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
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　　 　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加

資格確認通知書を必ず持参してください。また、入

札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人

とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関

する権限の委任したことを示す委任状を入札前に提

出してください。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立

ち会わないものは除きます。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条の各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の契約関係規定において閲

覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告及び入札説明書に定めるもののほかは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入

札参加者心得の定めるところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

使用してはなりません。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基

準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくこ

とが契約条項に加わります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任

となり、場合によっては契約解除となる可能性もあ

りますので、入札に臨まれる際には十分にご注意く

ださい。

　　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさ

き」の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を

御確認ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第133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　 土木工事設計積算システムに係るファ

イアウォールの賃貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎３階電子計算機室

及び13階電算室

　⑶ 　履行期限　 令和３年６月１日から令和８年５月31

日まで

　⑷ 　調達概要　入札説明書によります。

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年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種「リー

ス」種目「事務用機器」で登録されていること。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後、確実かつ速やかに納

入することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格の確認申請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

　　　〒210－0007
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　　　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17階

　　　建設緑政局総務部技術監理課　　担当　柏木

　　　電　話　044－200－2791（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　　電子メールアドレス　53gikan@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（閉庁日を除く毎日９時から12時まで及

び13時から17時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち、審査を経て入札参加資格があると認めた者には、

令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「製造の請負・物件の供給等」の委任先メールアドレ

スに、令和３年２月８日（月）までに一般競争入札参

加資格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で送付し

ます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　 　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、入札参加者以外の質問には回答しませんので

御注意ください。

　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２月８日（月）から令和３年２月10日

（水）まで（閉庁日を除く毎日９時から12時まで及

び13時から17時まで）

　⑶ 　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、３⑴に記載するＦＡＸ番号又は電子メー

ルアドレスあて送付してください。なお、質問書を

送付した際には、その旨担当まで電話で御連絡くだ

さい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加者から質問が提出

された場合にのみ、令和３年２月15日（月）までに、

全社宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

　　 　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

　 　次の各号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 　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

　　 　本契約に要する60か月の経費総額（税抜き）を入

札金額として行います。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

に記載の上、持参してください。なお、詳細は入札

説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年２月18日（木）　14時00分

　　イ 　場所

　　　　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17階

　　　　建設緑政局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「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 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。
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川崎市公告第134号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎総合科学高等学校建物管理業務

　⑵ 　履行場所　川崎市立川崎総合科学高等学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　建物等の維持管理、清掃、警備業務等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業　　種 種　　目

16 　警備 02　人的警備

17 　建物清掃等 01　建築物清掃

02　建築物環境測定

　　左記又は　08　 建築物環境衛生総合

管理

04　建築物飲料水水質検査

19　施設維持管理 01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

05　ボイラー保守点検

99　その他業務 07　 受付案内、電話交換等の一般事務サ

ービス

　⑷ 　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」で登録されていること。

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、同等

の規模の類似の業務を受託した実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。民間実績について

は、同等の契約履行実績を有すること。ただし、発

注者と直接契約を締結した、元請としての契約実績

に限ります。

　⑺ 　従事予定責任者及び、業務に有する資格（電気主

任技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を保有す

る従事予定者の名簿及び、資格を証明するもの、社

員であることを証明できるものを提出することがで

きること。

　⑻ 　情報セキュリティに関する規格を認証取得また

は、資格を保有する社員の名簿及び、資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものを提出す

ることができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年２月１日（月）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑹に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　２⑺に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　エ 　２⑻に示した資格に係る規格の認証取得を証明

するものの写し、または名簿及び資格を証明する

もの、社員であることを証明できるものの写し

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　※ 　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確

認してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－513－

ます。

　⑵ 　交付日

　　 　令和３年２月４日（木）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）～令和３年２月８日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月12日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　入札手続等

　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　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19日（金）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑹ 　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

しく低価格の場合等、調査を行うことがあります。

８ 　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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の「公契約

関係」を御確認ください。

　⑹ 　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、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧及びダウンロードすること

ができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口は、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135号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　土橋小学校建物管理業務

　⑵ 　履行場所　川崎市立土橋小学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日
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　⑷ 　委託概要　建物等の維持管理業務等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業　　種 種　　目

17 　建物清掃等 01　建築物清掃

02　建築物環境測定

　　左記又は　08　 建築物環境衛生総合

管理

04　建築物飲料水水質検査

19　施設維持管理 01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

　⑷ 　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」で登録されていること。

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、同等

の規模の類似の業務を受託した実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。民間実績について

は、同等の契約履行実績を有すること。ただし、発

注者と直接契約を締結した、元請としての契約実績

に限ります。

　⑺ 　従事予定責任者及び、業務に有する資格（建築物

環境衛生管理技術者）を保有する従事予定者の名簿

及び、資格を証明するもの、社員であることを証明

できるものを提出することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年２月１日（月）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑹に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　２⑺に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　※ 　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確

認してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　　令和３年２月４日（木）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和３年２月４日（木）～令和３年２月８日（月）

　　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月12日（金）までに、入札参加資
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格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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19日（金）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

８ 　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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

ください。

　⑹ 　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。

９ 　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136号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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３～７年度　学校機械警備業務

（麻生区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和８年３月31日

　⑷ 　委託概要　 センサー等による学校施設の監視（火

災、盗難、ガス漏れ、不良行為の防止

等）等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」
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からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※ 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。また、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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確

認してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　 　令和３年２月３日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

　　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月10日（水）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　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、調査を行うことあります。

８ 　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

　　 　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、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」
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の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口は、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。

　⑸ 　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137号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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３～７年度　学校機械警備業務

（多摩区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和８年３月31日

　⑷ 　委託概要　 センサー等による学校施設の監視（火

災、盗難、ガス漏れ、不良行為の防止

等）等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※ 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。また、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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　　令和３年２月３日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

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

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月10日（水）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　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、調査を行うことあります。

８ 　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

　　 　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。

９ 　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。

　⑸ 　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138号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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３～７年度　学校機械警備業務

（宮前区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和８年３月31日

　⑷ 　委託概要　 センサー等による学校施設の監視（火

災、盗難、ガス漏れ、不良行為の防止

等）等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び
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問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※ 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。また、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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　　令和３年２月３日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月10日（水）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　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、調査を行うことあります。

８ 　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
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　　 　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。

９　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。

　⑸ 　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139号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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３～７年度　学校機械警備業務

（高津区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和８年３月31日

　⑷ 　委託概要　 センサー等による学校施設の監視（火

災、盗難、ガス漏れ、不良行為の防止

等）等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※ 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。また、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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　 　令和３年２月３日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時
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　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」からダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月10日（水）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　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、調査を行うことあります。

８ 　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

　　 　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。

９ 　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。

　⑸ 　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140号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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３～７年度　学校機械警備業務

（中原区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和８年３月31日

　⑷ 　委託概要　 センサー等による学校施設の監視（火

災、盗難、ガス漏れ、不良行為の防止

等）等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械
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警備」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※ 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。また、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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　 　令和３年２月３日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

　　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月10日（水）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　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、調査を行うことあります。

８ 　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
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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

　　 　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。

９ 　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。

　⑸ 　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141号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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３～７年度　学校機械警備業務

（幸区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和８年３月31日

　⑷ 　委託概要　 センサー等による学校施設の監視（火

災、盗難、ガス漏れ、不良行為の防止

等）等

　　　　　　　　※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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※ 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。また、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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　 　令和３年２月３日（水）までに交付
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５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月10日（水）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　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、調査を行うことあります。

８ 　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

　　 　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。

９ 　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。

　⑸ 　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142号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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３～７年度　学校機械警備業務

（川崎区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和８年３月31日

　⑷ 　委託概要　 センサー等による学校施設の監視（火

災、盗難、ガス漏れ、不良行為の防止

等）等

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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て、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　資料の閲覧・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５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　資料の閲覧・配布・提出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※ 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。また、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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確

認してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　交付日

　　 　令和３年２月３日（水）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」からダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年２月10日（水）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　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。

７ 　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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　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、調査を行うことあります。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要
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　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

　　 　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。

９ 　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。

　⑸ 　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143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

　　　令和３年度川崎市立学校介助員派遣業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　本派遣業務は、川崎市立学校の障害のある児童

生徒に支援を行うことを目的とする。

　　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。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で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。

　⑸ 　プライバシーマーク付与事業者または情報セキュ

リティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評

価の認証取得事業者であること。

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（https://

www.city.kawasaki.jp/880/page/0000123955.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 　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。
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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（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000123955.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15日（月）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

　　 　入札金額は、年額の総価で行います。入札書に記

載する金額は、法令所定の消費税及び地方消費税額

を含まない金額とし、入札書に記載した金額の最低

の価格をもって落札者とします。

　　 　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２月24日（水）【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２月25日（木）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。

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
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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 　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144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

　　　川崎市津波ハザードマップ作成業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総務企画局危機管理室ほか４箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日（水）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似の契約実

績があること。

　⑸ 　管理技術者として、各種台帳整備業務及び地理情

報システム構築実績を有する社団法人日本測量協会

が認定する地理空間情報専門技術者資格ＧＩＳ１級

を有する者、および一般財団法人日本地図センター

が認定するマップリーダーの資格を有する者を配置

できること。

３ 　一般競争入札参加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及び類似の契約実績を証す

る書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　企画調整担当

　　　電　話　044－200－2850（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@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

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年２月

２日（火）の午前８時30分から正午までとします。

ただし土曜日、日曜日及び平日の正午から午後１時

までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月８日（月）　午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ
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　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から２月４日（木）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年２月

５日（月）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日祝日及び平日の正午から午後

１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵質

問受付期間」の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月９日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第145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
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　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度感染症対策事業・食品衛生事業検体等

搬送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内全域及び周辺地域

　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

　　 　川崎市健康福祉局保健所が指定する感染症対策事

業・食品衛生事業等に係る、信書を含む検体等の対

象事業所間の搬送業務。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　入札期日において、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」に登載されていること

　⑷ 　「民間事業者による信書の送達に関する法律」に

基づく「特定信書便事業の許可（役務の種類：長さ、

幅及び厚さの合計が73ｃｍを超え、又は重量が４ｋ

ｇを超える信書便物を送達する役務）」を有するこ

と

　⑸ 　高津区役所（川崎市高津区下作延２－８－１）ま

での直線距離が35ｋｍ以内の場所に本社もしくは事

業所・営業所等を有するもの

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　〒212－0013

　　川崎市幸区堀川町580番地

　　ソリッドスクエア西館12階

　　健康福祉局保健所感染症対策課

　　電　話　044－200－2441

　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　E-mail　40kansen@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～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　　 （川崎市のホームページからもダウンロードでき

ます。（「入札情報かわさき」から当該案件を検索

してください。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、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。メールアドレスの登録がない場合

には、郵送します。

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 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　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10日

（水）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付された「質問書」の様式に必要

事項を記入し、３⑴まで持参するか、ＦＡＸ又は電

子メールで送付してください。

　　 　なお、「質問書」をＦＡＸ又は電子メールで送付

した場合は、送付した旨を３⑴の担当あて連絡して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月18日（木）ま

でに、競争参加者すべてにＦＡＸ又は電子メールに

て回答します。

　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条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。
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　　イ 　入札日時

　　　　令和３年２月25日（木）午後２時

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ウに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除といたします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　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

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。⑵詳細は、入札説

明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、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146号

　　　入　　札　　公　　告

　川崎市脱炭素モデル地区（高津区役所他３施設）で使

用する再生可能エネルギー 100％電力の供給に関する契

約におけ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

　　　川崎市脱炭素モデル地区（高津区役所他３施設）

で使用する再生可能エネルギー 100％電力の供給に関す

る契約

　⑵ 　内訳・履行場所・予定使用電力量

内　　訳 履行場所
予定使用

電力量（kWh）

１ 高津区役所
川崎市高津区下作延２丁目

８番１号
500,400

２
高津区役所

橘出張所
川崎市高津区千年1362－１ 62,000

３
高津市民館

橘分館
川崎市高津区久末2012－１番地 100,000

４ 高津図書館
川崎市高津区溝口４丁目16番

３号
171,685

　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 　概要

　　 　上記期間内における単価納入契約の締結

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 　履行場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の

２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受け

ている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（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「その他の

物品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸ 　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。

　⑹ 　電気の供給について、仕様書の内容を十分に理解

した上で遵守できること。また、供給期間中は安定

的かつ確実に電気を供給することができる者である
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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 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市環境局地球環境推進室　伊藤

　　　電　話：044－200－2514

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30tisui@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）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送とします。

　　 　ただし、郵送の場合、令和３年２月２日（火）午

後５時を必着とします。

　　 　なお、郵送した場合は、３⑴の所管課まで電話連

絡願います。

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。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）まで縦覧に供します。

　 　ただし、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とし、土曜日、日曜日及び休日を除き

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

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月３日（水）　午後３時

　　 　ただし、川崎市「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」へ登録した際に

メールアドレスを登録している場合は、令和３年２

月３日（水）までに電子メールで配信します。

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３日（水）から令和３年２月10日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　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、３⑴に直接提出するか、ＦＡＸ又はメー

ルをしてください。なお、ＦＡＸ又はメールをした

場合は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　電　話：044－200－2514

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30tisui@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月17日（水）に、

川崎市「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」へ登録した際のメールアド

レス宛てに電子メールにて送付します。

　　 　なお、メールアドレスを登録していない者にはＦ

ＡＸで送付又は３⑴の場所で配布します。

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 　郵送による入札

　　（ア）入札書の郵送期限

　　　　　令和３年２月19日（金）　午後５時必着

　　（イ）郵送場所

　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　イ 　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

　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イ（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イ（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法
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　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　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 　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 　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147号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　 学校産業廃棄物（焼却処分廃プラスチ

ック類）処分業務

　⑵ 　履行場所　受託者の指定する処分場所

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　 産業廃棄物（焼却処分廃プラスチック

類）の処分業務

　　　　　　　　※　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、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 　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」または「準市内」で登録されてい

ること。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約履行実績を有すること。

　⑹ 　川崎市産業廃棄物処分業又は神奈川県産業廃棄物

処分業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラスチック

類が含まれていること。）を受けていること。

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、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札

参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　小川

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年２月１日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　ウ 　該当する「産業廃棄物処分業許可証」の写し

　　　※ 　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。

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の閲覧
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　　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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月３日（水）～令和３年２月５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２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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12日（金）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル　４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。

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

　　 　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148号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　 学校産業廃棄物（廃プラスチック類）

処分業務

　⑵ 　履行場所　受託者の指定する処分場所

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　 産業廃棄物（廃プラスチック類）の処

分業務

　　　　　　　　※　詳細は仕様書によります。
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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 　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」で登録されていること。

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業である

こと。

　⑹ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約履行実績を有すること。

　⑺ 　川崎市産業廃棄物処分業又は神奈川県産業廃棄物

処分業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラスチック

類が含まれていること。）を受けていること。

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、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札

参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　小川

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年２月１日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　ウ 　２⑺に該当する「産業廃棄物処分業許可証」の

写し

　　　※ 　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。

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月３日（水）～令和３年２月５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２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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12日（金）

　　　　　　　　　　　　午後３時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室
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　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。

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

　　 　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149号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　橘高等学校建物管理業務

　⑵ 　履行場所　川崎市立橘高等学校

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　委託概要　別紙仕様書による

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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業　　種 種　　目

17 　建物清掃等 01　建築物清掃

02　建築物環境測定

　　左記又は　08　 建築物環境衛生総合

管理

04　建築物飲料水水質検査

19　施設維持管理 01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

　⑷ 　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」で登録されていること。

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業である

こと。

　⑹ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、同等

の規模の類似の業務を受託した実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。民間実績について

は、同等の契約履行実績を有すること。ただし、発

注者と直接契約を締結した、元請としての契約実績

に限ります。

　⑺ 　従事予定責任者及び、業務に有する資格（電気主

任技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を保有す

る従事予定者の名簿及び、資格を証明するもの、社

員であることを証明できるものを提出することがで

きること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地
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　　　明治安田生命川崎ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　小川

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@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）午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※　ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

　⑶ 　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

　　ウ 　２⑹に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス

　　 （当該委任先メールアドレスを登録していない者に

はＦＡＸにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和３年２月４日（木）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）～令和３年２月８日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月12日（金）ま

でに、全参加者あてに電子メール又は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19日（金）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の「公契約
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関係」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、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧及びダ

ウンロード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150号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　 子母口小学校及び東橘中学校建物管理

業務

　⑵ 　履行場所　川崎市立子母口小学校及び東橘中学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　別紙仕様書による

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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業　　種 種　　目

16 　警備 02　人的警備

17 　建物清掃等 01　建築物清掃

02　建築物環境測定

　　左記又は　08　 建築物環境衛生総合

管理

04　建築物飲料水水質検査

19　施設維持管理 01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

05　ボイラー保守点検

99　その他業務 07　 受付案内、電話交換等の一般事務サ

ービス

　⑷ 　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」で登録されていること。

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業である

こと。

　⑹ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、同等

の規模の類似業務を受託した実績、民間実績につい

ては、同等の契約実績があり、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

結した、元請としての契約実績に限ります。

　⑺ 　従事予定責任者及び、業務に有する資格（電気主

任技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を保有す

る従事予定者の名簿及び、資格を証明するもの、社

員であることを証明できるものを提出することがで

きること。

　⑻ 　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい

る、または資格を有する者が社員であることを証明

できるものを提出することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　小川

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@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
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（月）午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の

　　ウ 　２⑺に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　エ 　２⑻に示した事項を証明するものの写し

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス

　　 （当該委任先メールアドレスを登録していない者に

はＦＡＸにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和３年２月４日（木）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）～令和３年２月８日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月12日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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19日（金）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の「公契約

関係」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、川崎市ウェブサイト「入札

情報」の「入札情報かわさき」の「契約関係規定」
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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151号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　幸高等学校建物管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立幸高等学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　委託仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業　　種 種　　目

17 　建物清掃等 01　建築物清掃

02　建築物環境測定

　　左記又は　08　 建築物環境衛生総合

管理

04　建築物飲料水水質検査

19　施設維持管理 01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

05　ボイラー維持管理

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「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、同等

の規模の類似の業務を受託した実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。民間実績について

は、同等の契約履行実績を有すること。ただし、発

注者と直接契約を締結した、元請としての契約実績

に限ります。

　⑹ 　従事予定責任者及び、業務に有する資格（２級以

上のボイラー技士及び建築物環境衛生管理技術者）

を保有する従事予定者の名簿及び、資格を証明する

もの、社員であることを証明できるものを提出する

ことができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年２月１日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

　⑶ 　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

　　ウ 　２⑹に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月４日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ
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　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２月４日（木）～令和３年２月８日（月）

　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２月12日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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19日（金）

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報かわさき」から御確認く

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152号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　中央支援学校建物管理業務

　⑵ 　履行場所　川崎市立中央支援学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　別紙委託仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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、令和３・４年度川崎市業務委
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託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業　　種 種　　目

17 　建物清掃等 01　建築物清掃

02　建築物環境測定

　　左記又は　08　 建築物環境衛生総合

管理

04　建築物飲料水水質検査

19　施設維持管理 01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

05　ボイラー保守点検

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「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、同等

の規模の類似の業務を受託した実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。民間実績について

は、同等の契約履行実績を有すること。ただし、発

注者と直接契約を締結した、元請としての契約実績

に限ります。

　⑹ 　従事予定責任者及び、業務に有する資格（建築物

環境衛生管理技術者）を保有する従事予定者の名簿

及び、資格を証明するもの、社員であることを証明

できるものを提出することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年２月１日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　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

　　ウ 　２⑹に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月４日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月４日（木）～令和３年２月８日（月）

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２月12日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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19日（金）

　　　　　　　　　　　　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
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　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎15階第３

会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

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153号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　自家用電気工作物保安業務委託（麻生区）

２ 　履行場所　川崎市立学校

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 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴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・提出場所

　　　〒210－0004
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　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※ 　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。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る

７ 　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 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

８ 　仕様書の閲覧・取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「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。

９ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、６⑴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、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２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10 　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。

11 　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑵ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　　　　免除

12 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　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。

13 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に変えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　　　否

14 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等
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は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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154号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　自家用電気工作物保安業務委託（多摩区）

２ 　履行場所　川崎市立学校

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 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※ 　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。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る

７ 　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 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

８ 　仕様書の閲覧・取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「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。

９ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑴ に同じ
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　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、６⑴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、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２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10 　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。

11 　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑵ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　　　　免除

12 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　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。

13 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に変えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　　　否

14 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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155号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　自家用電気工作物保安業務委託（宮前区）

２ 　履行場所　川崎市立学校

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 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を
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受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※ 　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。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る

７ 　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 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

８ 　仕様書の閲覧・取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「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。

９ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、６⑴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、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２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10 　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。

11 　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑵ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　　　　免除

12 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　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
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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。

13 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に変えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　　　否

14 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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156号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　自家用電気工作物保安業務委託（高津区）

２ 　履行場所　川崎市立学校

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 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※ 　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。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－549－

７ 　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 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

８ 　仕様書の閲覧・取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「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。

９ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、６⑴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、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２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10 　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。

11 　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑵ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　　　　免除

12 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵ 　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。

13 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に変えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　　　否

14 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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157号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　自家用電気工作物保安業務委託（中原区）

２ 　履行場所　川崎市立学校

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 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工
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作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※ 　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。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る

７ 　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 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

８ 　仕様書の閲覧・取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「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。

９ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、６⑴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、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２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10 　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 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。
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　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

11 　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑵ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　　　　免除

12 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　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。

13 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に変えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　　　否

14 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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158号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　自家用電気工作物保安業務委託（幸区）

２ 　履行場所　川崎市立学校

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 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴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・提出場所

　　　〒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
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　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※ 　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。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る

７ 　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 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

８ 　仕様書の閲覧・取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「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。

９ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、６⑴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、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２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10 　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。

11 　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑵ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　　　　免除

12 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　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。

13 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に変えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　　　否

14 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－553－

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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159号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　自家用電気工作物保安業務委託（川崎区）

２ 　履行場所　川崎市立学校

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 　業務概要　 本業務は、電気事業法施行規則第52条第

２項に基づく、学校施設の自家用電気工

作物の保安管理業務を行うものです。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸ 　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※ 　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となります。

６ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ 　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※ 　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。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る

７ 　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 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

８ 　仕様書の閲覧・取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「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。

９ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、６⑴のＦＡＸ又は電子メール
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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、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２月３日（水）～令和３年２月５日（金）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10 　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。

11 　入札手続等

　　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時　令和３年２月12日（金）

　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑵ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル

　　　　　　　　　　　　４階第２会議室

　⑶ 　入札保証金　　　　免除

12 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑵ 　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。

13 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に変えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　　　否

14 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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160号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　雨水利用設備点検清掃業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　 川崎市立学校における雨水利用設備点

検清掃業務

　　　　　　　　※詳細は委託仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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 　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」で登録されていること。

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　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。

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
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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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

　⑶ 　提出書類

　　　一般競争入札参加申込書

　　※ 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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、

３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和３年２月３日（水）～令和３年２月５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２月10日（水）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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19日（金）

　　　　　　　　　　　　午前９時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定等

　　 　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。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　免除

　⑶ 　前払金　　　　　　否

　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。
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　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161号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　人的警備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　 対象校内に警備員を配置し、巡回監視

等を行う。

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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「人的

警備」に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「市内」で

登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　　※ ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝祭日を除く、

平日午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　　※ 　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。また、

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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月２日（火）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝祭日を除

く、平日午前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２月８日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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
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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12日（金）午後

１時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　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、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の「公契約

関係」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162号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　プール清掃業務（Ｃブロック）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和３年６月30日

　⑷ 　委託概要　委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「建物清掃等」、種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「市内」で

登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

平日午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　　※ 　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。また、

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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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 　交付日

　　　令和３年２月２日（火）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

　　※ 　ただし、土曜日及び日曜日を除く、平日午前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２月８日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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10日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定等

　　 　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、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　免除

　⑶ 　前払金　　　　　　否

　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163号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年１月25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　プール清掃業務（Ｂブロック）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和３年６月30日

　⑷ 　委託概要　委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「建物清掃等」、種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「市内」で

登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

平日午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　　※ 　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。また、

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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　※ 併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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 　交付日

　　 　令和３年２月２日（火）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

　　※ 　ただし、土曜日及び日曜日を除く、平日午前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２月８日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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10日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４
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　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定等

　　 　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、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　免除

　⑶ 　前払金　　　　　　否

　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164号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　プール清掃業務（Ａブロック）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和３年６月30日

　⑷ 　委託概要　委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「建物清掃等」、種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「市内」で

登録されていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　鈴木

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

平日午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　　※ 　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。また、

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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　※ 　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴ 　交付方法
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　　 　令和３・４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 　交付日

　　　令和３年２月２日（火）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

　　※ 　ただし、土曜日及び日曜日を除く、平日午前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２月８日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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10日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定等

　　 　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、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　免除

　⑶ 　前払金　　　　否

　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165号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　 学校一般廃棄物等収集運搬業務委託

（南部）

　⑵ 　履行場所　 川崎区・幸区・中原区の各学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　 事業系一般廃棄物（古紙類含む）の収

集運搬業務

　　　　　　　　※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、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

「一般廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。
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　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約履行実績を有すること。

　⑹ 　川崎市一般廃棄物収集運搬業又は神奈川県一般廃

棄物収集運搬業の許可を受けていること。

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。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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　ウ 　２⑹に示した資格に係る「一般廃棄物収集運搬

業許可証」の写し

　　　※ 　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。

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（水）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月３日（水）～令和３年２月５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２月12日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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

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24日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４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、調査を行うことあります。

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
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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

　　 　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166号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　 学校一般廃棄物等収集運搬業務委託

（北部）

　⑵ 　履行場所　 高津区・宮前区・多摩区・麻生区の各

学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　 事業系一般廃棄物（古紙類含む）の収

集運搬業務

　　　　　　　　※　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、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

「一般廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約履行実績を有すること。

　⑹ 　川崎市一般廃棄物収集運搬業又は神奈川県一般廃

棄物収集運搬業の許可を受けていること。

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。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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　ウ 　２⑹に示した資格に係る「一般廃棄物収集運搬

業許可証」の写し

　　　※ 　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。

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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
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はＦＡＸにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和３年２月３日（水）までに交付

６ 　　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月３日（水）～令和３年２月５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２月12日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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

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24日（水）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４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、調査を行うことあります。

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

　　 　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167号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　学校トイレ清掃業務委託（麻生区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　学校のトイレ清掃業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
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地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月２日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第１、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。

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
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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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　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168号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　学校トイレ清掃業務委託（多摩区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　学校のトイレ清掃業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス（当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和３年２月２日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法
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　　 　「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２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）まで

に、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付し

ます。

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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　 　川崎市役所第３庁舎15階第

１、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。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　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169号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　学校トイレ清掃業務委託（宮前区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　学校のトイレ清掃業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
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地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月２日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第１、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。

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
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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

　　 　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170号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　学校トイレ清掃業務委託（高津区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　学校のトイレ清掃業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月２日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。
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　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　 　川崎市役所第３庁舎15階第

１、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。

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

　　 　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171号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　学校トイレ清掃業務委託（中原区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　学校のトイレ清掃業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、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。
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　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月２日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　 　川崎市役所第３庁舎15階第

１、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。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」
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から御確認ください。

　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172号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　学校トイレ清掃業務委託（幸区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　学校のトイレ清掃業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月２日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送
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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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第１、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。

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

　　 　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173号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　学校トイレ清掃業務委託（川崎区）

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　学校のトイレ清掃業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　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「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314
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　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月２日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月２日（火）～令和３年２月４日（木）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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17日（水）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　 　川崎市役所第３庁舎15階第

１、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。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　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。
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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174号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　 川崎高等学校及び附属中学校建物管理

業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市立川崎高等学校及び附属中学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　施設管理、清掃、保守警備等これらに

付随する業務等（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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業　　種 種　　目

16 　警備 02　人的警備

17 　建物清掃等 02　人的警備

01　建築物清掃

02　建築物環境測定

　　左記又は　08　 建築物環境衛生総合

管理

04　建築物飲料水水質検査

19　施設維持管理 01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

99　その他業務 07　 受付案内、電話交換等の一般事務サ

ービス

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」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、同等

の規模の類似業務を受託した実績、民間実績につい

ては、同等の契約実績があり、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

結した、元請としての契約実績に限ります。

　⑹ 　従事予定責任者及び、業務に有する資格（電気主

任技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を保有す

る従事予定者の名簿及び、資格を証明するもの、社

員であることを証明できるものを提出することがで

きること。

　⑺ 　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい

る、または資格を有する者が社員であることを証明

できるものを提出することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年２月１日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　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実績を証明するも

の

　　ウ 　２⑹に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　エ 　２⑺に示した資格に係る取得を証明するものの

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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ
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り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月４日までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月４日（木）～令和３年２月８日（月）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月12日（金）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競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19日（金）

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

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

　　 　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

　　 　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

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　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、川崎市ウェブサイト「入札

情報」の「入札情報かわさき」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175号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　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　 学校産業廃棄物（専ら物）処分業務委

託

　⑵ 　履行場所　受託者が指定する処分場
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　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要　産業廃棄物（専ら物）の処分業務

　　　　　　　　※　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、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」に登載されていること。

　⑷ 　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」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約履行実績を有すること。

　⑹ 　川崎市産業廃棄物処分業又は神奈川県産業廃棄物

処分業の許可（産業廃棄物の種類に、金属くず、ガ

ラスくずが含まれていること。）を受けていること。

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。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・提出場所

　　　〒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

　　　管理担当　高橋

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月25日（月）～令和３年１月29日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶ 　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実績を証明するも

の。

　　ウ 　２⑹に示した資格に係る「産業廃棄物処分業許

可証」の写し

　　　※ 　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。

　　　※ 　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。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

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、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４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２月３日（火）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※ 　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２月３日（水）～令和３年２月５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２月９日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

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

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12日（金）

　　　　　　　　　　　　午後４時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　　　　明治安田生命ビル４階

　　　　　　　　　　　　第２会議室
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　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、調査を行うことあります。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　免除

　⑶ 　前払金　　　　否

　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176号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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

　　　３歳児健康診査に係る尿検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区東田町８番地　川崎区地域みまもり

支援センター

　　　 ほか、市内各区地域みまもり支援センター　計７

か所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　各区地域みまもり支援センターで行う３歳児健康

診査において実施する尿検査一式（検査キットの調

達、検査実施、結果通知の作成）に関する業務を委

託します。

２ 　競争入札参加に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加者資格指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格者名簿に業種「医療関連業務」・種目「衛生

検査」で登載されていること。

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、本調達に係る尿検査業務

を確実に履行できること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加申込書及び仕様書に定める精度管理、個人情

報保護に関する認定証等の写しを提出してください。

なお、競争入札参加申込書は、川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）において、本件の公表情報詳細のページ

からダウンロードできます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　川崎市こども未来局こども支援部こども保健福祉課

　　　担当　上原

　　　電　話：044－200－3508（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3638

　　　メールアドレス：45kodohu@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、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）とします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の交付

　 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書の様式が

添付されている入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布

します。また、川崎市のホームページ「入札情報かわ

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

いて、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

５ 　入札参加資格確認通知書の交付



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－579－

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者には、次

により入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月２日（火）午後５時まで

　⑵ 　交付方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じです。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年１月25日（月）から令和３年２月４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 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の質問書の様式により提出して

ください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　３⑴への持参、電子メール又はＦＡＸ（ただし、

電子メールまたはＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を電話にて御連絡ください）

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月５日（金）午後５時までに当該競争

入札参加資格を有する者へ電子メール又はＦＡＸに

て回答書を送付します。入札参加資格を満たしてい

ない者からの質問については回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　提出書類

　　ア 　入札書

　　イ 　入札金額見積内訳書

　　ウ 　委任状

　⑵ 　提出書類の提出方法

　　 　提出に際しては、８⑴の提出書類一式を必ず同時

に提出してください。

　　ア 　郵送による場合

　　（ア）提出場所

　　　　　３⑴と同じです。

　　（イ）提出期間

　　　　 　令和３年２月８日（月）から令和３年２月12

日（金）まで（必着）（土、日及び祝日を除く

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで）

　　（ウ）その他

　　　　 　提出書類一式を封筒に入れて封印し、配達証

明付書留郵便により、送付してください。また、

送付後速やかに、３⑴へ必ず電話で連絡してく

ださい。

　　イ 　持参による場合

　　（ア）提出場所

　　　　　３⑴と同じです。

　　（イ）提出期間

　　　　 　令和３年２月８日（月）から令和３年２月12

日（金）まで（土、日及び祝日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　　　　 　ただし、必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本

市から日時の指定を受けなければなりません。

事前連絡が無い場合は提出できないことがある

ので、注意してください。

　⑶ 　入札金額

　　 　入札金額は、仕様書に定める検査１件当たりの金

額（税抜）を記載してください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格がない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　開札の日時及び場所

　⑴ 　日　時

　　　令和３年２月15日（月）午後１時

　⑵ 　場　所

　　 　川崎市役所第３庁舎13階こども未来局会議室（川

崎市川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　開札の立会

　　　開札への立会いは不要です。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　開札の結果、落札者がない場合は、翌開庁日の午

後１時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は除き

ます。

10 　契約の手続等
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　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の契約関係規定で閲覧することが

できます。

11 　その他

　⑴ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札

　　　参加者心得の定めるところによります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴と同じで

す。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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177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26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

　　川崎市多摩区東生田三丁目9337番１

 ほか12筆の一部　　

 2,962平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

　　株式会社　成建

　　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：14戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年９月19日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第63号

　　令和２年１月24日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第103号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第178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26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

　　川崎市高津区梶ヶ谷６丁目10番12

 ほか１筆　　　　　

 501平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神奈川県横浜市都筑区中川１－20－１

　　デックス株式会社

　　代表取締役　野尻　英樹

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：４戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年９月29日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第65号

　　令和２年12月10日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第88号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第179号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の

規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年１月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市多摩区登戸2202番地１

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業

施行者

川崎市　代表者　川崎市長　福田　紀彦

道路位置の

地名・地番

2559－10、2580－ ４、2581－ ７、2583－

７の各一部 別図省略

幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

18.26メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第612号

指　定

年月日

令和３年

１月26日

　　　───────────────────

川崎市公告第180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27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 五反田川放水路設備その３工事

履行場所 川崎市多摩区生田８丁目、登戸新町地内

履行期限 契約の日から令和６年３月29日限り

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

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

員２」という。）により結成されている共同企業体又は単体企業でなければなりません。

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

を上回らなければいけません。

　⑴ 　共同企業体の資格条件

　　ア 　全ての構成員に必要な条件

　　（ア）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　　（ウ ）令和３・４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 ）令和３・４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。

　　（オ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

になっていないこと。

　　イ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　（ア）電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

　　　　※ 　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。）。

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

ことが可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

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

することができます。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。

　　（ウ ）次の要件を全て満たす、一工事からなる類似工事の施工実績（元請に限る。）を平成17年

４月１日以降に有すること。

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

が発注した工事

　　　　ｂ 　プラント設備に対する監視制御設備の製作及び据付工事（ただし、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。

　　ウ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　（ア）電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　（イ）主任技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。

　　　　※ 　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。）。

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

ことが可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。
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参 加 資 格

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

することができます。

　⑵ 　単体企業の資格条件

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

を全て満たしていること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒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３月８日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

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

市議会（令和３年６月ころ）で議決を得たときに契約を締結します。

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１号に規定する特定工事請

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

定めます。

⑹ 　その他詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津高等学校校舎改修その他その３工事

履行場所 川崎市高津区久本３丁目11番１号

履行期限 契約の日から令和３年12月28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でないこと。

⑶ 　令和３・４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 　令和３・４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 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

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

　※ 　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３月８日17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、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 　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 初山住宅（13号棟）解体第３期工事

履行場所 川崎市宮前区初山２丁目723－２

履行期限 契約の日から令和３年10月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　令和３・４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 　令和３・４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 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　解体工事業に係る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。



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－584－

参 加 資 格

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

　※ 　平成28年５月31日までに監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者で

も可とします。

　※ 　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、業種「解体」又は平成28年５

月31日までに業種「とび・土工」の資格を有する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。

　⑽ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること。

　　 　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、地上４階建以上かつ延べ面積1,300㎡以

上の一棟からなる建築物解体工事

　　　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３月８日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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。

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 多摩消防署栗谷出張所改築工事

履行場所 川崎市多摩区栗谷３丁目30番８号

履行期限 契約の日から令和４年２月28日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　令和３・４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 　令和３・４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 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本工事の請負金額が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。

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

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

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３月８日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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。

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 渡田中学校校舎改修その他その３工事

履行場所 川崎市川崎区渡田向町11番１号

履行期限 契約の日から令和３年12月24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 　令和３・４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 　令和３・４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 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。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。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
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　※ 　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３月８日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑ヶ丘霊園事務所霊安室新築その他工事

履行場所 川崎市高津区下作延1241番地

履行期限 契約の日から令和３年３月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「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

又は「Ｃ」で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

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19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

本工事請負契約については、工期を変更（令和３年６月30日限り）することがあります。

この場合、工期の変更には令和３年第１回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要

します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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川崎市公告第181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28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　本企画提案について

　 　本市では、副市長を情報統括監理者（ＣＩＯ）とし

て庁内の情報化を全般的に把握し、部局間の調整を強

力に進めるために整備した監理体制の下、システムの

最適化に向けた取組みや、全庁統一的なセキュリティ

対策を積極的かつスピーディーに実施しています。本

件は、ＣＩＯを補佐するＣＩＯ補佐業務について、Ｉ

Ｔ全体についての施策面での助言及び技術的支援を外

部の専門組織に委託するものです。

　 　特に、政府が自治体のデジタル化を急速に進める制

度の構築を目指している中、電子申請の推進、モバイ

ルワーク・テレワークの推進など、市民サービスと行

政内部の両面におけるデジタル化を進めるに当たり、

受託事業者には川崎市のデジタル化の方針について的

確な提案や助言を求めることから、受託事業者の技術

的知見、提案力、実績等を総合的に判断するため、公

募型プロポーザル方式により最適な事業者を契約候補

者として選定します。

２ 　件名

　　令和３年度情報統括監理実施委託

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 　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９

階ほか

５ 　委託業務の内容等

　 　別紙「令和３年度情報統括監理実施委託仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり。

６ 　参加資格

　 　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（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 　提案期日において、令和３・４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。

　⑷ 　過去２年間に、都道府県もしくは政令市におい

て、ＣＩＯ補佐業務、情報化関連計画の策定支援な

ど、本件に類似した業務の実施経験２件以上があ

り、誠実に履行した実績を有し、かつ、本業務につ

いて確実に履行することができること。

　⑸ 　７⑴の場所で提供する仕様書に定める資格要件を

満たす者を本業務に従事させること。

　⑹ 　本市との契約の有無に関わらず、令和３年度に本

市情報化調整委員会での審議対象となる大規模情報

システムの調査検討及び導入等に関する支援業務に

従事していないこと。また、本業務の受託期間中に

当該支援業務に従事しないこと。

　⑺ 　本市との契約の有無に関わらず、令和３年度に本

市情報化調整委員会での審議対象となる大規模情報

システムの調査検討及び導入等に関する支援業務に

従事した、もしくは従事する事業者の連結子会社及

び持分法適用会社でないこと。また、当該事業者を

連結子会社及び持分法適用会社に含まないこと。

　⑻ 　令和２年度以前に本市情報化調整員会での審議対

象となった大規模情報システムについて、本業務の

受託期間中に当該システムの開発又は開発監理支援

業務に従事していないこと。

　⑼ 　令和２年度以前に本市情報化調整員会での審議対

象となった大規模情報システムについて、本業務の

受託期間中に当該システムの開発又は開発監理支援

業務に従事する事業者の連結子会社及び持分法適用

会社でないこと。また、当該事業者を連結子会社及

び持分法適用会社に含まないこと。

７ 　公募手続

　 　本公募に参加を希望する者は、次により参加意向申

出書のほか、上記６の⑷及び⑸を証する書類（写し可。

なお、⑸を証する書類としては、本業務従事予定者の

取得資格及び経験年数が分かるもの）を提出しなけれ

ばなりません。また、参加意向申出書等関係資料の交

付及びその提出は、次のとおりとします。

　⑴ 　参加意向申出書等の交付、提出及び問合せ先

　　　〒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ＩＣＴ推進課

　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課評価・調整担当

　　　電　話　044－200－3601（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　　※ 　「参加意向申出書」等は、川崎市総務企画局情

報管理部ＩＣＴ推進課のホームページからダウン

ロードも可能です。https://www.city.kawasaki.

jp/170/page/0000125059.html

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月28日（木）から令和３年２月10日

（水）までとします（８時30分から正午まで及び13

時から17時まで（土日を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和３年２月10
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日（水）17時までに、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。）

　⑷ 　公募への参加指名の通知

　　 　参加意向申出書及び資格確認資料に基づき応募資

格を確認後、提案資格確認結果通知書を令和３年２

月15日（月）までにメールにて送付します。

　⑸ 　質問と回答

　　 　仕様書の内容についての質問は、質問書により、

電子メールにて受け付けます。なお、電話・ファッ

クスでの質疑応答は行いませんので注意ください。

　　ア 　受付期間

　　　 　令和３年１月28日（木）８時30分～令和３年２

月15日（月）17時

　　イ 　回答

　　　 　令和３年２月17日（水）17時までに参加資格が

ある全ての業者に電子メールにて回答いたします。

８ 　企画提案のための必要書類

　⑴ 　企画提案書

　　ア 　書式等

　　（ア）Ａ４版縦横どちらでも構いません。

　　（イ ）表紙を除いて20ページ以内で作成してくださ

い。

　　（ウ）散逸しないような形で綴ってください。

　　イ 　提出部数

　　　10部提出してください。

　⑵ 　見積書

　　　１部提出してください。

　　※ 　見積書に記載する金額は、消費税額及び地方消

費税額を抜いた金額です。

９ 　企画提案書記載項目

　 　企画提案書を作成するに当たり、次の事項に留意し

て作成してください。

　⑴ 　記載項目

　　　次の項目について記載してください。

　ア　「評価項目１　業務委託基本方針」

　　 　仕様書全般をよく確認の上、本業務を受託する際

の基本方針について、貴社として提案する内容を記

載してください。

　イ　「評価項目２　実施体制及び実績」

　　 　仕様書「８　業務の実施体制に関する要件」を確

認の上、貴社として提案する実施体制を記載してく

ださい。なお、記載の際には次の事項に留意してく

ださい。

　　（ア ）官公庁における、本委託業務に類似した貴社

の実績を記載してください。

　　（イ ）本業務を受託する際の実施体制については、

従事する方の具体的な役割が分かるように記載

してください。

　　（ウ ）本業務を受託する際に従事する方の経歴につ

いて、仕様書８⑵～⑷を参照の上、どの条件に

該当するか判別できるよう、詳細に記載してく

ださい。

　　（エ ）本業務を受託する際に従事する方が取得して

いる「ＩＣＴに関する資格」について、全て記

載してください。

　　ウ 　「評価項目３　情報化施策推進全般」

　　　 　仕様書「４⑴ＣＩＯ補佐・ＩＴガバナンス支援

（情報化推進施策全般にかかる専門家の立場から

の支援）」を確認の上、貴社として提案する内容

を具体的に記載してください。

　　エ 　「評価項目４　システム評価」

　　　 　仕様書「４⑵システム評価管理業務」を確認の

上、貴社として提案する内容を具体的に記載して

ください。

　　オ 　「評価項目５　川崎市情報システム全体最適化」

　　　 　仕様書「４⑶川崎市情報システム全体最適化の

推進及び調整」を確認の上、貴社として提案する

内容を具体的に記載してください。

　　カ 　「評価項目６　情報セキュリティ管理」

　　　 　仕様書「４⑷情報セキュリティ管理に係る実施

支援」を確認の上、貴社として提案する内容を具

体的に記載してください。

　　キ 　「評価項目７　自由提案」

　　　 　本業務を受託する際に、仕様書の記載事項以外

に貴社として提案できることがあれば、その提案

内容を導入することに伴う効果と併せて自由に記

載してください。なお、提案に当たり、次の事項

に留意してください。

　　（ア ）自由提案事項のうち、本市にとって有用な提

案であれば、本業務を委託する際に契約内容に

含めることを想定しております。

　　（イ ）上記（ア）を実現するに当たり、「14　事業

概算額」の増額は不可能であることを了承の

上、提案してください。

　⑵ 　注意事項等

　　ア 　作成に当たっては極力社名が分からないような

記載でお願いします。

　　イ 　専門用語には注釈を付けるなど、なるべく分か

りやすい表現で記載してください。

　　ウ 　提出書類作成に係る費用は、貴社の負担としま

す。

　　エ 　提出していただいた企画提案書等の書類につい

ては、返却いたしません。

10 　企画提案書等の提出

　 　企画提案書及び見積書の提出の際は、次のとおり持
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参又は郵送により提出してください。（いずれの場合

も、令和３年２月25日（木）17時までに、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。）

　⑴ 　企画提案書等の提出締切日

　　　令和３年２月25日（木）

　⑵ 　受付時間

　　 　土日及び休日を除く８時30分～ 12時及び13時～

17時

　⑶ 　提出場所

　　　川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課

　　　（川崎市役所第３庁舎９階）

　　　郵送の場合は、７⑴の住所に送付してください。

11 　プレゼンテーション

　 　上記10で提出していただいた企画提案書に基づき、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、企画提案

書をもとに書面審査とする予定です。

　⑴ 　質疑応答の実施方法

　　 　各企画提案書について、評価者からの質問及び意

見を電子メールにて送付します。各参加者は回答期

日までに回答を作成し、川崎市総務企画局情報管理

部ＩＣＴ推進課宛てに電子メールにて送付くださ

い。なお、回答締切日時については、本市からの質

問回答書の送付時に指定します。

　　 　本市からの質問回答書の送付日時：令和３年３月

３日（水）予定質問回答書の回答締切日時：令和３

年３月８日（月）

　　 　予定質問回答書の送付先アドレス：17ictsui@

city.kawasaki.jp

　⑵ 　評価者

　　 　本市が設置するプロポーザル評価委員会における

評価委員が評価者となります。

　⑶ 　企画提案の評価

　　 　企画提案の評価は、企画提案書の内容について、

企画提案選定評価シートに基づき項目ごとに数値化

して採点し、合計点数の最高得点を得た者を本委託

業務の選定業者とします。企画提案選定評価シート

の評価項目を参考にして、企画提案書を作成してく

ださい。

12 　選定結果通知

　 　選定結果については、令和３年３月11日（木）以降

に提案各社全てに電子メールで通知します。

13 　契約手続等

　 　選定結果の通知後、選定された業者と令和３年４月

１日に契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免除

とします。

　⑵ 　前払金　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　要

14 　事業概算額

　 　14,817,000円（消費税額及び地方消費税額込み。）

15 　その他

　⑴ 　本委託業務の受託者は、本委託業務の履行により

知りえた情報により、入札の公平性を阻害又は阻害

するおそれがある業務の入札に参加することはでき

ません。

　⑵ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、

辞退届を提出してください。

　⑷ 　12で非選定の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。

　⑸ 　本契約の締結については、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条件

とします。

16 　事務局（問い合わせ先及び提出先）

　　〒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）

　　川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課　青木、関

　　ＴＥＬ：044－200－3601

　　E-Mail：17ictsui@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第182号

　川崎駅北口行政サービス施設コンシェルジュ業務委託

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28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎駅北口行政サービス施設コンシェ

ルジュ業務委託

　⑵ 　業務事項

　　川崎駅北口行政サービス施設における

　　ア　総合案内業務

　　イ　観光案内業務

　　ウ　付帯業務

　⑶ 　委託期間　令和３年４月１日～令和６年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　行政サービスに関する施設の総合案内や観光案内

に関するノウハウと実績がある者。

　⑵ 　法人格を有する者

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

登録しており、更に業種名「その他業務」・種目名
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「その他」で登録している者

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑸ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

　⑼ 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力

　⑷ 　事業実績

　⑸ 　実施体制

　⑹ 　概算見積額

４ 　担当部局

　 　 川崎市経済労働局産業振興部観光プロモーション推

進課

　 　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－

２　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－0509

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28kankou@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和３年１月29日（金）～２月５日

（金）（土曜日及び日曜日を除く）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和３年１月29日（金）～２月５日

（金）（土曜日及び日曜日を除く）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　令和３年２月16日（火）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、見積書（１部）、

見積書の写し（７部）業務実施体制・

主な事業実績（７部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

　　　 （郵送による提出については、受付期間開始前に

到着した場合でも受付を行う）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　97,944,000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 　審査結果の発表は令和３年２月19日（金）を予

定しています。

　　イ 　詳細につきましては、川崎駅北口行政サービス

施設コンシェルジュ業務委託企画提案実施要領、

仕様書を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第183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28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

　　川崎市多摩区菅仙谷一丁目6540番１

 ほか６筆　　　　　

 887平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都西東京市東伏見三丁目６番19号

　　タクトホーム株式会社　代表取締役　小寺　一裕

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２年４月28日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第52号

　　　───────────────────
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川崎市公告第184号

　「令和３年度　川崎市消費生活相談員業務委託」実施

に関する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28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　川崎市消費生活相談員業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市消費者行政センター及び中原・高津・多摩

区役所ほか

　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 　業務内容

　　　仕様書のとおり

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること

　⑴ 　特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一

般財団法人その他本業務に関する知見を有する者

　⑵ 　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

　⑶ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　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 　当該契約年度の川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、『業種「99　その他」』に登録がある者（当

該登録がない場合は、提出書類を確認し、同様の資

格があると認める場合に要件を満たす者とする）

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業執行体制

　⑶ 　企画内容（工夫）

　⑷ 　事業効率性

４ 　担当部局

　 　川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

　　 〒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：044－200－2263

　　ＦＡＸ：044－244－6099

　　メールアドレス：28syohi@city.kawasaki.jp

５ 　公募要領の公表の時期

　　令和３年１月28日（木）

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　　期　　間： 令和３年１月28日（木）～２月12日

（金）12時

　⑵ 　　受付場所：４と同じ

　⑶ 　　提出方法： ４の担当部局へ持参、郵送又は電子

メール送付

　　　※郵送の場合も期間最終日12時までに必着のこと

　⑷ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書　１部

　　イ 　誓約書　１部

　　ウ 　団体概要　１部

　　エ 　登記事項証明書（写し可）【１部】

　　オ 　　国税納税証明書（写し可）【１部】

　　カ 　川崎市税納税証明書（写し可）【１部】

　　　　本市内事業者及び準市内事業者のみ提出が必要

　　キ 　財務諸表（直前決算２期分の写し）【１部】

　　　※ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿に登録がある者については、エ～キの提出は

不要

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　期　　間： 令和３年２月16日（火）～２月24日

（水）12時

　⑵ 　提出場所：４と同じ

　⑶ 　提出方法： ４の担当部局へ持参又は郵送

　　　※郵送の場合も期間最終日12時までに必着のこと

　⑷ 　　提出書類

　　ア 　企画提案書　７部

　　イ 　見積書　　　７部

　　ウ 　団体概要　　７部

　　エ 　事業実施体制・主な事業実績　７部

　　オ 　定款及び直近の決算書２期分　１部

　　　※ ６⑷キにて財務諸表を提出している場合は、決

算書の提出は不要

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 　契約書の作成の要否

　　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
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　⑴ 　業務規模概算額　71,000千円

　　　（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かかる一切の費用

は、公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　　その他

　　ア 　審査結果の発表は、令和３年３月４日（木）を

予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本企画提案公募要領及び

仕様書を御参照ください。

　　ウ 　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。

　　エ 　川崎市ホームページ内「川崎市消費生活相談員

業務委託の委託事業者を募集します。（https://

www.city.kawasaki.jp/280/page/0000125428.

html）」の情報を閲覧、確認をお願いいたします。

 以上

　　　───────────────────

川崎市公告第185号

　一般競争入札について次のとおり公表します。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　 川崎市市民ミュージアム地下収蔵庫・通路天井縁

甲板等処分業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市市民ミュージアム

　　　（川崎市中原区等々力１番２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

　　 　本業務は、令和元年東日本台風（台風19号）によ

り浸水被害を受けた川崎市市民ミュージアム地下収

蔵庫の天井縁甲板等の崩落等を防ぐため、天井縁甲

板等処分を行う。

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」及び種目「その他の施設維持管理」

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２年間で、本市又は他官公庁において、公共

施設等の類似業務（天井縁甲板等の撤去等）の実績

があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　⑺ 　消防設備士　甲種４類の資格を有した者を配置で

きること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書、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（契約書の写しや実績一覧表等）、資格者を証

する書類（消防設備士甲種４類資格者証の写し）を提

出し申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民文化振興室　

　　　電　話　044－200－3725（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3248

　　　E-mail　25bunka@city.kawasaki.jp

　　※ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき（お知

らせ）」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29日（金）から令和３年２月４日

（木）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書

　 　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８日（月）午前９時から午後５時00

分まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで令和３年２月８日（月）までに配信されま

す。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
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５ 　仕様書及び質問書の配布、現場説明会

　⑴ 　仕様書及び質問書の配布

　　 　４一般競争入札参加資格確認通知書の交付後、資

格確認が認められた業者に対し、５⑵現場説明会に

て配布します。

　⑵ 　現場説明会

　　　日時　 令和３年２月９日（火）または10日（水）

　　　　　　 午前９時から正午まで、または午後１時か

ら５時まで（うち30分程度）

　　　場所　 〒210－0007　川崎市中原区等々力１番２

号　川崎市市民ミュージアム

　　※ 　説明会の詳細な日時については、令和３年２月

８日（月）の午後３時から午後５時までの間に、

電話連絡します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月９日（火）から令和３年２月12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

　　 　５⑵現場説明会にて配布する「質問書」の様式に

より提出してください。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴所管課まで電話連絡願います。

　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　25bunka@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－200－3248

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月15日（月）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約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。入札書

を入札件名が記載された封筒に封　印して持参ま

たは郵送してください。

　　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。

９ 　入札書の提出方法

　⑴ 　持参による場合

　　ア 　提出場所は３⑴配布・提出場所及び問合せ先に

同じ。

　　イ 　提出期間は令和３年２月10日（水）から令和３

年２月22日（月）まで（土、日及び祝日を除く午

前９時から正午まで及び午後１時から午後３時ま

で）

　　　 　ただし、必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本市

から日時の指定を受けなければなりません。事前

連絡が無い場合は提出できないことがあるので注

意していください。）

　⑵ 　郵送による場合

　　ア 　提出場所は３⑴配布・提出場所及び問合せ先に

同じ。

　　イ 　提出期間は令和３年２月10日（水）から令和３

年２月19日（金）まで（必着）

　　ウ 　提出書類一式を封筒に入れて封印し、書留郵便

等の配達した記録が残る方法で送付してくださ

い。また、送付後速やかに、３⑴へ必ず電話で連

絡してください。

10 　開札の日時及び場所

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月22日（月）午後４時00分

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民文化振興室小会議室

　⑶ 　開札の立会

　　　開札への立会いは不要です。

　⑷ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は後日、再度入札を行い

ます。（詳細につきましては、再入札となることが

決定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいた

します。）

　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13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
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を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

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

　　　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。

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 　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 　一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき（お知らせ）」におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第186号

　令和３年度Kawasaki-NEDO Innovation Center運営業

務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度Kawasaki-NEDO Innovation 

Center運営業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　Ｋ－ＮＩＣの利用促進

　　イ 　Ｋ－ＮＩＣのＰＲ

　　ウ 　実施体制

　　エ 　起業家等の相談対応等

　　オ 　イベント等の開催

　　カ 　起業家成長支援プログラムの実施

　　キ 　ネットワーク等の構築

　　ク 　カフェスペースの運営

　⑶ 　委託期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　法人格を有しているもの

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種を「その他」、種目を「その他」で登録申

請している者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者。

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

　⑼ 　起業・創業支援や企業の経営支援に関する実績を

有する者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－2334

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28innova@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和３年１月29日（金）から２月８日

（月）まで（土曜日、日曜日、祝日を

除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
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　⑴ 　受付期限　令和３年２月８日（月）

　　　　　　　　午後４時（必着）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類

　　 　参加意向申出書（様式１）【１部】、公募型企画提

案実施要領「Ⅲ－２　参加者の資格要件⑼」につい

ての説明資料（様式は任意）【１部】

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和３年２月16日（火）から２月24日

（水）午後４時まで（必着）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書【16部】、事業者の概要、

業務実施体制、類似業務の実績及び見

積書【各16部】

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　46,077,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は令和３年３月３日（水）を予

定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、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187号

　一般競争入札について次のとおり公表します。

　　令和３年１月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向ヶ丘遊園駅前広場詳細設計委託

履行場所 川崎市多摩区登戸2092番５他

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

で登録されている者。

⑷ 　主任技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門－道路）又はＲＣＣＭ（道路部門）のいずれ

かの資格を有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２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 令和２年度大師橋駅駅前交通広場実施設計委託

履行場所 川崎市川崎区大師河原２丁目３番地先

履行期限 令和３年３月26日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

で登録されている者。

⑷ 　主任技術者は、技術士（建設部門－道路）又はＲＣＣＭ（道路部門）のいずれかの資格を有す

る者であること。

⑸ 　平成27年４月以降に契約した、神奈川県内の鉄道駅における駅前交通広場実施（又は基本）設

計業務の元請としての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

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３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前横断歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町７番地先

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市役所前モールほか植栽帯清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地先他３箇所

履行期限 令和４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。
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参 加 資 格

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」で登録されている者。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

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

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分にご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 さいわい歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市幸区幸町２丁目585番地先

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。
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そ　の　他

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

要があり、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約

条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、

　場合によっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分にご注意くだ

さい。

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

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

・ 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。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口（２・４・６・７・８号デッキ）清掃委託

履行場所 川崎市幸区大宮町９番地先他４箇所

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

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

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に

ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎・鹿島田駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 令和４年３月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

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

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に

ご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵中原駅周辺道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市中原区上小田中４丁目２番地先　他１箇所

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

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

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分にご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向河原駅周辺道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市中原区下沼部1753番地先他１箇所

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 　令和３年３月２日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

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

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分にご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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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（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新百合ヶ丘駅道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生１丁目21番地先他１箇所

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

ます。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 はるひ野駅・若葉台駅道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区はるひ野５丁目８番地先他１箇所

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、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。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鹿島田駅施設（ペデストリアンデッキ）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

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

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分にご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅ＪＲ東急連絡通路等建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目地内

履行期限 令和４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 　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。
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参 加 資 格

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わり

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

能性もありますので、入札に臨まれる際には十分にご注意ください。

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・ 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。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸駅南北自由通路等建物清掃委託

履行場所 川崎市多摩区登戸3435番地先他２箇所

履行期限 令和４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 　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。

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑹ 　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月２日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。
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そ　の　他

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

請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただく

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

っては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に

ご注意ください。

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

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

・ 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188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29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

　　川崎市宮前区有馬３丁目23番４

 2,059平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区有馬１丁目23番12号

　　株式会社プラザハウス　代表取締役　大竹　順一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：14戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年３月24日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第134号

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第60号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 宮前市民館菅生分館夜間施設管理業務

委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区菅生５丁目４番11号

　　　　　　　　宮前市民館菅生分館

　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 　業務内容　夜間施設管理（仕様書参照）

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 　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」の種目「その他」

で登録されていること。

　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。

　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３年間（平成30年度以降）で本市又は官公庁

と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書等の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書の配布及び提出場所

　　　〒216－0015　川崎市宮前区菅生５丁目４番11号

　　　宮前市民館菅生分館　事務室

　　　電話（直通）　044（977）4781

　　　ＦＡＸ　　　　044（976）3450

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前９時00分から午後５時00分まで。

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

４ 　入札説明書に関する事項

　⑴ 　入札説明書の縦覧
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　　ア 　縦覧場所　３⑴と同じ

　　イ 　縦覧期間　 令和３年２月10日（水）から令和３

年２月19日（金）まで。

　　ウ 　縦覧時間　 午前９時00分から午後５時00分まで。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格

があると認められた者には、次により競争入札参加資

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25日（木）午前９時30分

から午後５時00分まで

６ 　仕様書に関する質問

　 　仕様書の内容に関する質問は、持参又はＦＡＸによ

り受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出方法

　　ア 　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044（976）3450

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日

（金）までの午前９時00分から正午までと午後１時

00分から午後５時00分まで

　⑶ 　質問回答縦覧

　　 　質問に対する回答は３⑴の場所において、令和３

年３月２日（火）の午前９時00分から正午までと、

午後１時00分から午後５時00分まで縦覧に供すると

ともに、令和３年３月３日（水）までに、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）あて電子メールで送付します。

　　 　なお、電子メールの登録を行っていない場合は、

ＦＡＸで送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

及び地方消費税を含まないものとします。

　　ウ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月４日（木）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市宮前区菅生５丁目４番11号

　　　　　　　宮前市民館菅生分館　学習室

　⑶ 　入札保証金は免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書は、次のとおりとします。

　　　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

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ

です。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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61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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市次期図書館システム導入監理支援業務

　⑵ 　履行期間

　　　契約締結日～令和６年３月31日

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市立図書館並びに川崎市立学校ほか

　⑷ 　業務概要

　　 　次期図書館システムの導入にあたり必要とされる

システム仕様作成支援、開発事業者選定支援、シス

テム要件定義、外部設計評価、開発進捗監理、仕様

適合性評価、システム性能評価等の専門的知見を要

する項目について、令和３年度から令和５年度まで
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継続して支援を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、業種「電算関連業務」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（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24日（水）までに行うこと。

　⑷ 　同種の公的機関におけるシステム開発支援（元請

に限る。）の契約実績を平成22年４月１日以降に有

すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の提出

　 　一般競争入札参加申込書、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、入札への参加を希望する者は、次により「一

般競争入札参加申込書」を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　　武蔵小杉西街区ビル６階

　　　川崎市教育委員会事務局生涯学習部中原図書館

　　　図書館ネットワークシステム担当

　　　電話　044－722－4934

　　　ＦＡＸ　044－733－7524

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年２月10日（水）～令和３年２月24日（水）

　　 　平日の午前９時30分から正午までと午後１時から

午後５時（閉庁日を除く。）

　⑶ 　　提出書類　

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷を証明する契約書等の写し。なお、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

　　　持参又は郵送。

　　 　郵送の際は、簡易書留扱いで送付するものとし、

令和３年２月24日（水）午後５時までの必着としま

す。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　提出された書類に基づき参加資格を確認し、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、競争入札参加資格確

認通知書を令和３年３月３日（水）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 　入札説明書の交付

　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書を無料交付します。

６ 　入札説明書及び仕様書等の縦覧

　 　入札説明書及び仕様書等は以下の通り縦覧に供しま

す。

　 　縦覧を希望する場合は、⑵の縦覧場所へ事前に電話

連絡のうえ、その指示に従い縦覧してください。

　⑴ 　縦覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月24日

（水）

　　 　平日の午前９時30分から正午までと午後１時から

午後５時まで（閉庁日を除く。）

　⑵ 　縦覧場所

　　　３⑴と同じ

７ 　本件に関する質問と回答

　 　入札に関する事項について質問のある場合は、次に

より質問書を提出してください。なお、質問事項のな

い場合は、質問書の提出は不要です。

　⑴ 　受付期間 

　　　令和３年３月３日（水）～３月８日（月）

　　 　平日の午前９時30分から正午までと午後１時から

午後５時まで（閉庁日を除く。）

　⑵ 　提出先

　　　３⑴と同じ

　⑶ 　提出方法 

　　　持参

　⑷ 　質問回答日

　　　令和３年３月12日（金）

　⑸ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問を提出され

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、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、当該メールアドレスを登録し

ていない者にはＦＡＸで送付します。

　　　なお、回答後の再質問は受け付けません。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札書の作成について

　　 　所定の入札書に入札金額を総額（消費税額及び地

方消費税額を除く）で記載し、入札件名及び商号又
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は名称を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑵ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和３年３月24日（水）午前11時

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　教育委員会事務局生涯学習部中原図書館

　　　　　６階　多目的室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　令和３年３月23日（火）必着

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　３⑴と同じ

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話をしてください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　上記⑵アに同じ

　⑸ 　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委任状を入札

前に提出しなければなりません。また、開札には競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

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。

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑼ 　入札書等の入手について

　　 　入札書は、「入札情報かわさき」の「ダウンロー

ドコーナー」の「入札参加手続関係」から入手でき

ます。

10 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。だだし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書の作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　本受託業務の受託者は、本委託業務の履行により

知りえた情報により、入札の公平性を阻害又は阻害

するおそれがある業務の入札に参加することはでき

ません。

　⑵ 　委託内容の仕様については、「川崎市次期図書館

システム導入監理支援業務仕様書」によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則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。

　⑸ 　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。

　⑹ 　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。

　⑺ 　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。

12 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the services to be 

required: 

　　　 Support for the introduction and supervision 

of the next KAWASAKI City library system

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　11:00 A.M, 24, March, 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail: 

　　　23, March, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice: 

　　　Nakahara Public Library

　　　 KAWASAKI City Board of Education Secretariat 

Lifelong Learning Department

　　　3-1301, Kosugi-cho, Nakahara-ku
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　　　Kawasaki, Kanagawa 211-0063, Japan

　　　TEL:044-722-4934

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第62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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　北部市場施設保守管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１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、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」の種目

「電気・機械設備保守点検」、「エレベーター保守点

検」、「空調・衛生設備保守点検」、「消火設備保守点

検」、「ボイラー維持管理」及び「その他の施設維持

管理」のすべてに登載されている者。

　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、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（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。

　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がある

こと（契約実績を証明できる契約書、仕様書のコピ

ーを書面にて入札参加申込書と共に提出すること）。

３ 　入札説明書・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、次により入札参加

申込書を提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　施設維持係　担当　森茂

　　　電　話：044－975－2216

　　　ＦＡＸ：044－975－2242

　　　電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

　　　※ 　入札参加申込書については、川崎市ホームペ

ージ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで（土・日曜日・祝日を除く午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時まで）とします。

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　　　　　　　 　 なお、郵送の場合は、令和３年２月16

日（火）午後４時必着

　⑷ 　提出書類　入札参加申込書

　　　　　　　　上記２⑹の契約書、仕様書の写し

４ 　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、入札参加資格があると認

めた者には、入札参加資格確認通知書を令和３年２月

24日（水）までに交付します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月24日（水）午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時ま

で

５ 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合せ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月25日

（木）まで（土・日曜日・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）とし

ます。

　⑶ 　回答方法

　　 　質問が提出された場合にのみ、令和３年３月２日

（火）に電子メールにて回答文書を送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この入札参加資格

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 　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　令和３年３月12日（金）午前10時

　　　 なお、郵送の場合は、令和３年３月11日（木）午後

４時必着

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　川崎市経済労働局
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　　　中央卸売市場北部市場

　　　管理事務所棟２階　大会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参又は郵送

　⑸ 　入札保証金

　　　 免除（ただし、入札参加資格を有する者が入札す

る場合において、契約を締結することが確実であ

ると認められるとき）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　　 川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく

低価格な場合には調査を行うことがあります。

　⑺ 　再入札の実施

　　　 落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います

（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思

がないものとみなします）。

　⑻ 　入札の無効

　　　 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑼ 　入札書の記載金額

　　　 入札に際しては、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。

８ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、入札参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

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、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　令和３年４月１日（木）

　⑸ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　　 （http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

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。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」

内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

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 　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 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第63号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市生活保護電子レセプト（診療報酬明細書）

内容点検等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室及び受託者執務室

　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

　　　 電子レセプト（診療報酬明細書）の機械による内

容点検及び再審査申出

　　　詳細は「委託仕様書」によります。

２ 　競争入札参加について

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」で登載さ
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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 　確実に業務完了に至ること。

　⑸ 　この委託契約について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　⑴ 　この入札に参加を希望するものは、次の書類を提

出しなければなりません。

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　具体的な契約実績を証する書類

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　　担当　山本

　　　電　話　044－200－2645

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参もしくは、事前に電話等で連絡の上郵送によ

る提出（郵送の場合、令和３年２月17日（水）午後

５時15分までに健康福祉局生活保護・自立支援室に

到着していないものについては無効とします）

４ 　一般競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により、競争入札参加申込書を提出し、一般競争

入札参加資格があると認めた者には、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。

　 　また、電子メールのアドレスを登録していない場合

は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　場所

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和３年２月19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

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、３

⑶の期間、縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す）。

　　 　なお、インターネットから入手できない者には、

申し出により無償で入札説明書を交付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑵に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月19日（金）から

令和３年２月26日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については令和３年３月５日（金）に、

全社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス導入に際して必要となる各種作

業等に係る一切の費用を含め見積もるものとしま

す。

　　イ 　契約金額は、入札書に記載された金額に100分

の10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額となりますので、入札者は見積もった

契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札件

名を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書

（任意様式）を封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月12日（金）午前11時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　　　　　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　今般の新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑

み、郵送による提出とします。

　　 　（令和３年３月８日（月）受付開始、令和３年３

月12日（金）午前11時受付締切。当該時刻までに健

康福祉局生活保護・自立支援室に入札書が到着して

いない場合は、辞退したものとみなします）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。
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　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は（「入札情報かわさき」の「契約関係規定」）で閲

覧できます。

　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。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口３⑵に同じ

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第64号

　　　入　　札　　公　　告（調達）

　駅前等公衆トイレ14施設で使用する電力の供給契約に

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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 駅前等公衆トイレ14施設で使用する電力の供給に

関する契約

　⑵ 　履行場所及び調達見込数量

番号 施設名
履行場所

（川崎市）

調達見込

数量

（kWh）

調達見込

数量

（定額制）

１
小島新田駅前

公衆トイレ

川崎区田町

２－13
660 －

２
大師駅前

公衆トイレ

川崎区大師駅前

１－18
－ 60Ｗ３灯

３
川崎駅前東口

公衆トイレ

川崎区

駅前本町26
11,250 －

４
川崎駅西口

公衆トイレ
幸区堀川町72 6,540 －

５
新丸子駅前

公衆トイレ

中原区新丸子町

766
3,210 －

６
武蔵中原駅前

公衆トイレ

中原区上小田中

５－２
1,730 －

７
武蔵新城駅前

公衆トイレ

中原区上新城

２－１
3,880 －

８
溝口駅前広場

公衆トイレ

高津区溝口

１－２
5,490 －

９
溝口駅前南口

公衆トイレ

高津区溝口

２－１
6,780 －

10
登戸駅前

公衆トイレ

多摩区登戸

3406－９
3,070 －

11 登戸公衆トイレ
多摩区登戸

3508
370 －

12
上河原

公衆トイレ
多摩区布田35 890 －

13
新百合ヶ丘駅前

公衆トイレ

麻生区上麻生

１－21
13,250 －

14

新百合ヶ丘駅前

公衆トイレ

換気設備

麻生区上麻生

１－21
3,390 －

　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60,510キロワット時及び電灯60

Ｗ３灯使用時

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 　電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）第

２条の２の規定に基づき、小売電気事業者として登

録を受けている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する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」の申請をしていること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書
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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者であること。

３ 　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、提

出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申し込みをしてください。

　⑴ 　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、

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16階

　　　川崎市環境局生活環境部収集計画課

　　　担当　財原、山口

　　　電　話　044－200－2585

　　　ＦＡＸ　044－200－3923

　⑵ 　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、

提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）までの下記の時間

　　 　９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　確認通知書、入札説明書、質問書及び仕様書等の交

付

　 　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認

めた者には、次により確認通知書、入札説明書、質問

書及び仕様書等を交付します。なお、「川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿」へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、次の交付

日時と同日に電子メールで送付します。電子メールア

ドレスを登録していない場合は、次により交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月25日（木）

　　 　９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

５ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月25日（木）から令和３年３月３日

（水）までの下記の時間

　　 　９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑵ 　質問の様式

　　 　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提

出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　電子メール及びＦＡＸとします。なお、送信後は

確認のため電話連絡してください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月５日（金）までに全社へ文書（電子

メールまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　参加資格の喪失

　 　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 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　⑵ 　入札日時

　　　令和３年３月12日（金）　11時00分

　⑶ 　入札場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　７⑵と同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　７⑶と同じ

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札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条第１項各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納
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付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

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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65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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 宮前市民館総合施設舞台運営管理業務

委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　　宮前市民館他

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務内容　 受付業務、舞台運営、施設・設備の保

守管理、使用料の収納事務。

２ 　入札参加者の資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度の川崎市業者委

託有資格業者名簿に業種「その他」の種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間（平成30年度以降）で本市又は官公庁

と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　競争入札参加申込書の配布及び提出場所

　　　〒216－0006　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　宮前市民館　３階事務室

　　　電話（代表）044－888－3911

　　　ＦＡＸ　　　044－856－1436

　　　E-Mail：88miyasi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前９時から正午までと午後１時から

午後５時まで（２月11日（祝日）、２月13日（土）、

２月14日（日）、２月15日（月）を除く）

　　※ 　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

　　 　入札説明書に示す書類を添付し、３⑴の提出場所

窓口へ持参してください。

　⑷ 　提出書類

　　　競争参加申込書

　　 　競争参加資格を得るために必要な条件の証明（実

績内容を確認できる契約書の写し）

４ 　入札説明書に関する事項

　⑴ 　入札説明書の縦覧

　　ア 　縦覧場所　３⑴競争入札参加申込書の配布場所

　　イ 　縦覧期間　 令和３年２月10日（水）から令和３

年２月19日（金）まで（２月15日

（月）は除く）

　　ウ 　縦覧時間　 午前９時から正午までと午後１時か

ら午後５時まで

　⑵ 　競争入札参加申込書を提出した者には、無償で入

札説明書を交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、令和３年２月24

日（水）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24日（水）

　　　　　　　　 午前９時から正午までと午後１時から

午後５時まで



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－614－

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24日（水）から令和３

年２月25日（木）まで

　　　　　　　　　 午前９時から正午までと午後１時か

ら午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴に記載

の受付に直接持参するか、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、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記載の電話番号宛て連絡してください。

　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３月３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３月３日（水）午後５時までに、競争参加資

格確認通知書の交付を受けた者（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 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書を持って行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　　ウ 　入札書の提出方法は、持参のみとします。

　⑵ 　入札及び開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月８日（月）　午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市宮前区宮前平２－20－４

　　　　　　　宮前市民館　４階第４会議室

　⑶ 　入札保証金は、免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の契約関

係規程において閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、競争入札参加申込書の配布時同封の入札

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 　本件の落札決定の効果発生は、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66号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度環境教育・学習推進事業実施業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　高津市民館　他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年１月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市民一人ひとりが高い環境意識を持つ、地球環境

都市を目指して、地域や職場において環境学習活動

や環境保全活動の主導的役割を担う人材の育成を目

的とした「地域環境リーダー育成講座（基礎編及び

実践編、各編全４回）」の企画運営を行うもの。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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」に登録さ
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れており、備考欄に「人材育成」「市民活動の支援」

「職員研修」「環境関連事業の企画、運営」「市民（住

民）参加のまちづくり」等、本業務に関連する項目

の記載があること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５箇年の間に本市その他の官公庁又は民間企

業での類似業務の契約を１回以上締結し、これらを

すべて誠実に履行していること。

　⑸ 　環境保全活動人材育成に関連する５年以上の業務

経験を有している者を、事業実施期間を通じて専任

職員として配置することができること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４ 　第３庁舎17階

　　　環境局総務部環境調整課　梶原

　　　電話　044－200－2387（直通）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで。ただし、土、日曜日を除く。

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸専任職員に係る業務経歴申告書

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書、専任職員に係る

業務経歴申告書）及び仕様書等は、インターネット

ホームページ（「入札情報かわさき」）からダウンロ

ードすることができます。ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布

します。（「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち参

加資格があると認められた者には、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25日（木）までに送付します。委

任先メールアドレスを登録していない場合は、直接受

取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和３年２月25日（木）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月25日（木）から令和３年３月１日

（月）午後５時まで。ただし、土、日曜日を除く。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又はメ

ールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年３月２日

（火）に、この入札の参加資格がある者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれか又は複数に該当するときは、この入札に参加す

ることはできません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札書にて総額（税抜き）で行うこととします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月４日（木）13時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎16階環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加資格者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。
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８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市インターネットホー

ムページ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

から閲覧することができます。（「入札情報かわさき」

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

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第67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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に関する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度フラッグフットボール等の普及業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市内の小学校等（中学校・高校、クラブ活動、

学校教職員等研修及び地域活動での実施を含む。）

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

　　　 フラッグフットボールの指導等並びに小学生交流

大会及び体験会の開催

　　　（詳細は入札説明書及び仕様書等によります。）

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 　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」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 　当該入札公告の日から過去５箇年以内に、本市そ

の他官公庁等とともにフラッグフットボールの大会

又は体験教室を開催し、確実に実施した実績を有す

ること。

　⑸ 　当該入札公告の日から過去５箇年以内に、小学生

以上を対象としたフラッグフットボールの指導を年

間30回以上行った実績を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により必要

な書類を提出し、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

　　　郵便番号　210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　 市民文化局市民スポーツ室スポーツのまちづくり

担当

　　　電　話　044－200－2111（代表）

　　　　　　　044－200－2257（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3599

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　 令和３年２月10日（水）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９時00分～午後４時00分（午後０時00分～午

後１時00分を除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　上記２⑷及び⑸を証明する書類の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付

　　 　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競争参加資

格確認通知書を送付します。ただし、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。

　⑵ 　日時

　　 　令和３年２月22日（月）午前９時00分～午後４時

00分（午後０時00分～午後１時00分を除く。）

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書等を無料交付します。
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５ 　入札説明会の実施

　 　競争参加資格確認通知書の交付を受けた者は、次の

入札説明会に出席するものとします。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和３年２月26日（金）

　　 　時間については、競争参加資格確認通知書の交付

を受けた者と別途調整します。

　⑶ 　その他

　　 　入札説明会への出席については、１業者につき２

人までとします。

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、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 　競争参加申込書又は提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月10日（水）午前10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　市民文化局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例（昭和39年川崎市条例第14号）、

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の入札情報かわさき（契約関係

規定）及び３⑴で閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該調達契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。このため、本市は、令和３年度における所要の

予算の当該金額について減額又は削減があった場合

は、当該契約を変更又は解除することができるもの

とします。

　⑷ 　問合せ先は、３⑴と同じになります。

　⑸ 　事情により入札を延期又は取りやめる場合があり

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第68号

　　　入　　札　　公　　告

　「第３庁舎等古紙収集運搬及び処理（再生利用）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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 第３庁舎等古紙収集運搬及び処理（再生利用）業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　 第３庁舎等古紙収集運搬及び処理（再生利用）業

務委託仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種24「廃棄物関連業務」に登録

されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　担当　杉本
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　　　電話　044－200－2081

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から同15日（月）までの

開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧

することができるほか、同ホームページからダウン

ロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、令和３年２月18日（木）まで

に川崎市の令和３・４年度業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に届出のあった電子メールアドレス宛て一

般競争入札参加資格の確認通知書を送付します。ま

た、申請者が電子メールアドレスの登録を行っていな

い場合、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月18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

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問等の受付

　⑴ 　質問等に関しては、令和３年２月22日（月）正午

までに、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付

けます。

　⑵ 　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合

は、電話により併せて御連絡ください。

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

ものについては、回答書を令和３年２月24日（水）

までに電子メールにて送信します。ただし、電子メ

ールアドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸに

て送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年２月26日（金）　午後３時30分

　　ウ 　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12階会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札金額は、単価で行います。見積もった単価

を入札書に記載してください。また、本業務委託

に関する金額のほか、一切の諸経費を含めた入札

金額を見積もるものとしてください。

　　イ 　税抜き価格をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額

を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑷ 　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　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入

札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　前払金

　　　否
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　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、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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69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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 福祉総合情報システム拠点機器等の追加賃貸借及

び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町６－２ 　ミヤダイビルほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年７月１日から令和６年12月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　調達物品

　　　　入札説明書によります。

　　イ 　数量

　　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　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 　入札期日において、令和３・４年度川崎市有資格

業者名簿に業種「リース」種目「事務用機器」に登

載されており、かつ、Ａ等級に格付されていること。

　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年以内に、本市又は中核市以上の規模の他

官公庁において、同規模以上の拠点機器賃貸借契約

の実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後、確実かつ速やかに納

入することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争入札参加申込書の配付、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び類似の契約実績を証する書面を提出

しなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワー・リバーク８階

　　　健康福祉局総務部保健福祉システム課

　　　担当：矢野・橘

　　　電話　044－200－3162（直通）

　　　電子メール　40system@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

う場合は、メールの着信の確認を電話にて行って

ください。）

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月22日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時までとします。（土日祝日除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書（３⑴の場所で３⑵の期間

に配付します。）

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し入札参加資格があると

認められた者には、次により競争入札参加資格確認通

知書を交付します。ただし、川崎市有資格業者名簿へ

登載した際に電子メールのアドレスを登載している場

合は、そのアドレス宛に令和３年２月26日（金）に競

争入札参加資格確認通知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月26日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格があると認められた者には、入

札説明書を無償交付します。また、入札説明書は上

記３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧に供します。

５ 　仕様に関する質問

　⑴ 　質問受付場所

　　　３⑴に同じ
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　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月26日（金）午前９時から令和３年３

月４日（木）午後５時までとします。

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の質問書様式を使用し、３⑴の

メールアドレス宛に開封確認付きの電子メールにて

送信してください。また、メール送信後にメールで

送信した旨を３⑴の担当宛連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格があ

ると認められた全ての者に対し、令和３年３月10日

（水）までに電子メールにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は総額で行います。

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に関する課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積った契約希望金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場所　３⑴に同じ

　　イ 　日時　令和３年３月24日（水）午前10時

　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（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は調

査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。

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％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

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

の契約関係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑶ 　当該落札の決定の効果は、令和３年第１回川崎市

議会定例会における、本調達にかかる予算の議決を

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。

　⑸ 　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。

　⑹ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第70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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　学校プール水水質検査業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和３年10月29日まで

　⑷ 　調達概要

　　　 市立学校で学校薬剤師が採水したプール水（検

体）を検査実施施設で検査を実施するとともに、

検査結果書類を交付すること。

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
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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「調査測定」で登録されて

いる者。

　⑷ 　履行期間が有効期間内となる水道法第20条第３項

に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者であるこ

と。また、水質検査を行う区域に川崎市が含まれる

こと。

３ 　入札参加申込書等の配付及び提出

　 　この入札に関する資料（入札説明書、仕様書、入札

参加申込書等）は、川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」から

の閲覧できます。また、３⑴の場所で配布します。

　 　この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。

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部

　　　健康教育課学校環境衛生担当　長田

　　　電　話　044－200－3294（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　　電子メール　88kenko@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く、８時30分から12時ま

で及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格の確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・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、確認通知書を令和３年２月19日

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 　仕様に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様の内容に関し、質問することができ

ます。なお、仕様以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の様式

　　　 　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。

　　イ 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の配布・提出期間

　　　 　令和３年２月10日から令和３年２月24日まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、８時30分から

12時まで及び13時から17時まで）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

　　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合

は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて

御連絡ください。

　　　 　また、郵送の場合は５⑴ウの期間内に必着する

よう発送してください。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月26日

　　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「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付します。

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

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、次のいずれ

かの条件を欠いたときは、入札参加資格を喪失します。

　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 　入札参加申込書、その他提出書類に虚偽の記載を

したとき

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　 　入札は総価で行い、入札金額は仕様書に定める各

検査項目の単価と予定数を乗じた額の合計額（消費

税額及び地方消費税額を含めない）とします。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑶ 　入札書の提出日時・場所

　　　提出日時　令和３年３月５日（金）15時30分

　　　提出場所　 教育委員会第２会議室（川崎市川崎区

宮本町６明治安田生命ビル４階）



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－622－

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　開札の日時・場所

　　　７⑶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 　契約金額

　　 　契約は単価契約とし、契約単価は入札金額の基礎

となった検査項目の各単価をとします。

　⑵ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑶ 　前払金

　　　無

　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 　契約手続に使用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 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ

です。

　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し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第71号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　学校水道水（飲料水）検査業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和３年10月29日まで

　⑷ 　調達概要

　　　 市立学校を巡回して水道水（飲料水）を採水し、

検体を検査実施施設に運搬して検査を実施すると

ともに、検査結果書類を交付すること。

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「調査測定」で登録されて

いる者。

　⑷ 　履行期間が有効期間内となる水道法第20条第３項

に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者であるこ

と。また、水質検査を行う区域に川崎市が含まれる

こと。

３ 　入札参加申込書等の配付及び提出

　 　この入札に関する資料（入札説明書、仕様書、入札

参加申込書等）は、川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」から

の閲覧できます。また、３⑴の場所で配布します。

　 　この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。

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部

　　　健康教育課学校環境衛生担当　長田

　　　電　話　044－200－3294（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　　電子メール　88kenko@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く、８時30分から12時ま

で及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参
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４ 　一般競争入札参加資格の確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・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、確認通知書を令和３年２月19日

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 　仕様に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様の内容に関し、質問することができ

ます。なお、仕様以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の様式

　　　 　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。

　　イ 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の配布・提出期間

　　　 　令和３年２月10日から令和３年２月24日まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、８時30分から

12時まで及び13時から17時まで）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

　　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合

は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて

御連絡ください。

　　　 　また、郵送の場合は５⑴ウの期間内に必着する

よう発送してください。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月26日

　　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「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付します。

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

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、次のいずれ

かの条件を欠いたときは、入札参加資格を喪失します。

　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 　入札参加申込書、その他提出書類に虚偽の記載を

したとき

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　　提出日時　令和３年３月５日15時

　　　提出場所　 教育委員会第２会議室（川崎市川崎区

宮本町６明治安田生命ビル４階）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　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、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「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 　契約手続に使用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 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

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 　詳細は入札説明書によります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ

です。

　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し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第72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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　給与支給明細書・口座振込通知書作成等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所　他

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　給与支給明細書・口座振込通知書作成等業務

　　　「入札仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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」、種目「印刷物の

デザイン」又は「その他」に登載されていること。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　この調達物件について確実に納入することができ

ること。

　⑸ 　印刷業務について、類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　 　ただし、一般競争入札参加資格確認申請書の郵送に

よる提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町２番地31

　　　ＪＡセレサみなみビル４階

　　　総務企画局人事部総務事務センター

　　　電　話　044－200－2111（代表）

　　　　　　　044－200－2134（直通）

　　　メール　17soumuji@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月16日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時00分まで）。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月17日（水）

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和３

年２月10日（水）から令和３年２月16日（火）まで

縦覧に供します（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時00分まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　質問受付期間は、令和３年２月17日（水）から令和

３年２月19日（金）までとします（土曜日、日曜日及

び祝祭日を除く、毎日午前８時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時15分まで）。また、質問につい

ては、入札説明書に添付の「質問書」にてお願いしま

す（電子メールにてお願いします。）。

　 　なお、回答については令和３年２月22日（月）以降、

全社に文書（電子メール）にて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札金額は単価の合計金額とします。各印刷帳

票の種類ごとに税抜きの単価を積算し、その単価

の合計金額を算出してください。なお落札した場

合の契約単価については、後述の「８　契約の手

続等」の「⑷契約単価」を御参照ください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入

札件名記載の封筒に封印して提出してください。

　　ウ 　開札に立ち会う者は入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に

関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任

をした書類を事前に提出しなければなりません。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年２月25日（木）　午後14時30分

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎（川崎区東田町５－４）

　　　　　　　５階　総務企画局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法
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　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　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

もって落札価格としますので、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。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の規定により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします（川崎市が案を作成します。）。落札

者は契約書２通に記名押印の上、速やかに３⑴の場

所に持参してください。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　契約単価

　　 　契約単価は次の算式により求めた金額となりま

す。予定価格、予定単価は入札後、別途落札者に通

知いたします。

　　 　契約単価＝入札額（単価合計）÷予定価格（単価

合計）×明細ごとの予定単価

　⑸ 　落札決定の効果

　　 　当該落札決定の効果は、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。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第73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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 さいわい健康福祉プラザ及び幸こども文化センタ

ー設備運転保守等管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１－11－５

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿のうち、次の業種及び種目のいず

れにも登載されていること。

業　　種 種　　目

建物清掃等 建築物ねずみこん虫等防除

施設維持管理 電気・機械設備保守点検

空調・衛生設備保守点検

消火設備保守点検

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　岩本

　　　電　話　044－200－2620（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間
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　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。（土・日曜日及び祝

祭日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日

（金）までの午前８時30分から午後５時15分までと

します。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月１日（月）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、さいわい健康福祉プラザ及び幸こども

文化センター設備運転保守等管理業務委託に係る

費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和３年３月５日（金）午前９時30分

　　イ 　入札場所　〒212－0013

　　　　　　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　　　　　　　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。
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　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第74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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 幸区いこいの家６館及び御幸日中活動センターＬ

ＥＤ照明器具賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　幸区いこいの家６館及び御幸日中活動センター

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年５月１日（土）から令和８年４月30日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　長期継続契約

　　　その他詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種名「リース」、種目名「レ

ンタル」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体においてＬＥＤ照明器

具の賃貸借について契約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　岩本

　　　電　話　044－200－2620（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日曜日は除く。）。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間

で縦覧に供します。また、インターネットからダ

ウンロードできます（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日
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（金）までの午前８時30分から午後５時15分までと

します。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月１日（月）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。月額の賃貸借

料（税抜）に60か月を乗じる方法（契約金総額）

で見積もってください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって契約金額とし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午前10時30分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、川崎市契約規則第32条の定め

るところにより、契約金額の10％を納入しなけれ

ばなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該契約は、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。

　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、本業務に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第75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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　北部市場冷蔵庫保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１
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　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　業務内容　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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「施設維持管理」の種目

「空調・衛生設備保守点検」登録されている者。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　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があるこ

と（契約実績を証明できる契約書、仕様書のコピー

を書面にて入札参加申込書と共に提出すること）。

３ 　入札説明書・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、次により入札参加

申込書を提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　施設維持係　担当　清水

　　　電　　　話：044－975－2216

　　　Ｆ　Ａ　Ｘ：044－975－2242

　　　電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

　　※ 　入札説明書・入札参加申込ともに、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土・日曜・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）とします。

　⑶ 　提出方法持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合は簡易書留で、令和３年２月19日

（金）午後５時までに必着とします。

　⑷ 　提出書類　入札参加申込書

　　　　　　　　上記２⑷の書類（コピー）

４ 　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、競争入札参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書を令和

３年２月22日（月）に交付します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録手続きした際に、電子メールアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月22日（月）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 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合せ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日

（金）まで（土・日・祝日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）とします。質

問は必ず書面（電子メール、ＦＡＸ,郵送いずれも

可）で提出して下さい。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）午後５時までに、電子メ

ール、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法で回答いたし

ます。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　 令和３年３月12日（金）午後４時

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　 川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　管理棟２階　大会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合は簡易書留で、令和３年３月11日

（木）午後５時までに必着とします。

　⑸ 　入札保証金

　　 　免除（ただし、競争入札参加資格を有する者が入

札する場合において、契約を締結することが確実で

あると認められるとき）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います

（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が

ないものとみなします）。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑼ 　入札書の記載金額
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　　 　入札に際しては、消費税抜きの金額を入札書に記

載して下さい。

８ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

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、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　令和３年４月１日（木）

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。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」

内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

11 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書等によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　⑸ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第76号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 北部市場産業廃棄物（汚泥）清掃・収

集運搬業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　業務内容　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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、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」の種目「産廃収

集」で登録されている者。

　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項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑹ 　本件業務と類似の契約実績があること（契約実績

を証明できるものを書面にて入札参加申込書と供に

提出すること）

３ 　入札説明書・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、次により入札参加

申込書を提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　施設維持係　担当　清水

　　　電　　　話：044－975－2216

　　　Ｆ　Ａ　Ｘ：044－975－2242

　　　電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

　　※ 　入札説明書・入札参加申込ともに、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土・日曜・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）とします。

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合は簡易書留で、令和３年２月19日
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（金）午後５時までに必着とします。

　⑷ 　提出書類　入札参加申込書

　　　　　　　　上記２⑷の書類（コピー）

４ 　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、競争入札参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書を令和

３年２月22日（月）に交付します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録手続きした際に、電子メールアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月22日（月）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 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合せ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日

（金）まで（土・日・祝日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）とします。質

問は必ず書面（電子メール、ＦＡＸ,郵送いずれも

可）で提出して下さい。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）午後５時までに、電子メ

ール、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法で回答いたし

ます。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　 令和３年３月11日（木）午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　 川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　管理棟２階　大会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合は簡易書留で、令和３年３月10日

（水）午後５時までに必着とします。

　⑸ 　入札保証金

　　 　免除（ただし、競争入札参加資格を有する者が入

札する場合において、契約を締結することが確実で

あると認められるとき）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います

（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が

ないものとみなします）。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑼ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、消費税抜きの金額を入札書に記

載して下さい。

８ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

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、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　令和３年４月１日（木）

10 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書等によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　⑸ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第77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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 北部市場産業廃棄物（汚泥）処分業務

委託

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　業務内容　 北部市場から排出される汚泥の処分業

務（詳細は仕様書のとおり）

２ 　競争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 　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」の種目「産廃処

分」で登録されている者。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市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があること（契約実績

を証明できる契約書、仕様書のコピーを書面にて入

札参加申込書と共に提出すること）。

３ 　入札説明書・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、次により入札参加

申込書を提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　　施設維持係　担当　清水

　　　電　　　話：044－975－2216

　　　Ｆ　Ａ　Ｘ：044－975－2242

　　　電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

　　※ 　入札説明書・入札参加申込ともに、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土・日曜・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）とします。

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合は簡易書留で、令和３年２月19日

（金）午後５時までに必着とします。

　⑷ 　提出書類　入札参加申込書

　　　　　　　　上記２⑷の書類（コピー）

４ 　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、競争入札参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書を令和

３年２月22日（月）に交付します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録手続きした際に、電子メールアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月22日（月）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 　仕様書に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合せ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日

（金）まで（土・日・祝日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）とします。質

問は必ず書面（電子メール、ＦＡＸ,郵送いずれも

可）で提出して下さい。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）午後５時までに、電子メ

ール、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法で回答いたし

ます。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　 令和３年３月12日（金）午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　 川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場

　　　管理棟２階　大会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合は簡易書留で、令和３年３月11日

（木）午後５時までに必着とします。

　⑸ 　入札保証金

　　 　免除（ただし、競争入札参加資格を有する者が入

札する場合において、契約を締結することが確実で

あると認められるとき）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者
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とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います

（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が

ないものとみなします）。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑼ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、ｋｇあたりの単価の110分の100

に相当する金額（円）を入札書に記載してください。

８ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

　 　入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

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、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約予定日　　　　令和３年４月１日（木）

10 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書等によります。

　⑵ 　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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 　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。

　⑸ 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第78号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市立図書館返却図書回収等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 幸図書館、中原図書館、高津図書館、宮前図書館、

多摩図書館、ＪＲ鹿島田駅、ＪＲ武蔵中原駅、高

津市民館、鷺沼行政サービスコーナー、東急田園

都市線宮前平駅、登戸行政サービスコーナー、有

馬・野川生涯学習支援施設

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　ＪＲ鹿島田駅、ＪＲ武蔵中原駅、高津市民館、鷺

沼行政サービスコーナー、東急田園都市線宮前平

駅、登戸行政サービスコーナーに設置された返却ボ

ックスに返却された図書等を、それぞれ、幸、中原、

高津、宮前、多摩図書館に搬送する。また、有馬・

野川生涯学習支援施設と宮前図書館との間で図書等

を搬送する。

　　　詳細は「仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　川崎市立中原図書館庶務係　担当　大寺・伊藤

　　電話　：044－722－4932

　　ＦＡＸ：044－733－7524

　　E-Mail：88nakato@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加する者は、次により競争入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前９時30分から令和３

年２月17日（水）午後５時まで（土曜日・日曜日を

除く）。受付時間は午前９時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時まで。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。
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５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した

際に電子メールのアドレスを登載している場合は、一

般競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メー

ルで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月19日（金）午前９時30分から正午まで

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールのアドレスを登録されている業者につきま

しては、メール配信をもって交付といたします。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　なお、入札説明書は上記３の場所において令和３

年２月10日（水）から令和３年２月17日（水）午後

５時まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間は午前

９時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で。）縦覧に供します。

　　 　また、入札説明書はインターネットからダウンロ

ードすることもできます。（「入札情報かわさき」の

「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあり

ます。「入札情報かわさき」のアドレスhttp://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月22日（月）午前９時30分から令和３

年２月26日（金）午後５時まで。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。なお、電子メールで送付す

る場合は必ず開封確認メッセージを要求してくださ

い。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年３月１日（月）午

後５時までに、全社あてにＦＡＸ又は電子メールに

て送付します。万一質問したにも関わらず、期日ま

でに回答がなかった場合はお電話にてご連絡くださ

い。

　　 　なお、電話等による結果の問い合わせには一切応

じません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参してください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月５日（金）14時00分

　　ウ 　入札書の提出場所　

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　開札の日時

　　　８⑴イに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　８⑴ウに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
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は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

の契約関係規定において閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎

市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得の定めるところによります。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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79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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度川崎市居住安定化支援事業

業務委託

　⑵ 　履行場所　主に川崎市内

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務委託の概要　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」における業種「その他業務」

の種目「福祉の業務サービス」に登載されているこ

と

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷ 　この業務委託について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること

　⑸ 　確実に業務完了に至ること

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　山之内

　　　電　話　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　令和３年２月19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

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

２月10日（水）から令和３年２月25日（木）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時　令和３年２月19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　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月19日（金）から

令和３年２月25日（木）午前10時まで、入札説明書に

添付の質問書にて受付けます。また、ＦＡＸで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）

　 　なお、回答については令和３年２月25日（木）、全

社にＦＡＸにて送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法 
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　　 　業務費用総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方

消費税抜きとしてください。なお、詳細は入札説明

書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月２日（火）午後３時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室　会議室

　⑶ 　入札保証金　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本委託に係る予算の議決を要し

ます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第80号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度ふれあい―障害福祉の案内―作成業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局障害計画課ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和３年８月31日

　⑷ 　業務概要

　　　令和３年度ふれあいの作成業務を委託するもの。

　　　 作成にあたっては原稿の校正のほか、「ふれあい」

の印刷・納入を行うものとする。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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」種目「印刷企画」

で登録されている者で、川崎市内中小企業に限る。

　⑷ 　平成23年４月１日以降に１冊150ページ以上の官

公庁発行印刷物について校正・印刷・製本の履行実

績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局　障害保健福祉部　障害計画課

　　　電話番号　044－200－2654

　　　ＦＡＸ　　044－200－3932

　　　E-mail　　40syokei@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）までの（土曜日、日曜日、祝日は除きます。）

午前９時から午後５時までとします。（正午から午

後１時の間は除きます。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　平成23年４月１日以降に１冊150ページ以上の

官公庁発行印刷物について校正・印刷・製本の履

行実績を有することを証明する書類。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。
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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２月10

日（水）から令和３年２月17日（水）まで縦覧に供し

ます（土・日及び休日を除く毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年２月24日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　　　 　ただし、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電子メールのアドレスを

登録している場合は、令和３年２月24日（水）ま

でに入札参加資格確認通知書及び入札説明書を電

子メールにより送付します。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月24日（水）午前９時から令和３年３

月２日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3932

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月５日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月12日（金）　午前11時

　　イ 　入札場所

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｅ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、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決議を要し

ます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第81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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　製造物品及び納入予定数量

　　　かわさき市政だより１日号　約9,360,000部

　⑵ 　製造物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　指定場所

　⑷ 　納入期間

　　　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。

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「印刷・軽

印刷」種目「一般印刷」に登載されており、かつ、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和

３年２月24日までに行ってください。

　⑷ 　この製造物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し確実に納入することができる設備・能力を有

していること。

　⑸ 　この製造物品について、過去10年以内に類似の契

約実績があること。

　　 　契約実績は、１契約につき5,000,000円以上（単

価契約については、契約期間における総金額）とし

ます。なお、川崎市以外の他官公庁及び民間企業等

との契約実績でも構いません。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所

　　　　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　担当　下山

　　　　〒210－8577

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　（明治安田生命ビル13階）

　　　　電話044－200－2093

　　イ 　閲覧期間

　　　　令和３年２月10日～令和３年２月24日

　　　　（土曜日、日曜日及び休日を除く。）

　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所

　　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（ア

ドレス　http://keiyaku.city.kawasaki.jp）の

「入札情報」の物品の欄の「入札公表」

　　イ 　閲覧期間

　　　　令和３年２月10日～令和３年２月24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

合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加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・提出場所及び問合せ先

　　　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（製造）実績調書及び契約書等の写し

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

　　総務企画局　シティプロモーション推進室

　　担当　高橋

　　電話　044－200－2281（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。
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　　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２月10日～令和３年

　　　　　　　　　　　２月24日　午後５時まで

　　　 　また、質問書を提出する場合は、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３月10日　午後５時

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合は、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、回答後の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３月10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３月10日の午前９時～正午に上記

３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　上記１⑴の製造物品ごとにそれぞれ入札に付し、

１部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24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宛て先

　　ア 　期限　　令和３年３月22日　必着

　　イ 　宛て先　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、又は、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アの場所において閲覧で
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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: 

　　　 Kawasaki City Press "Kawasaki Shisei 

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

approximately 9,360,000 copies per year.

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,24 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 : 044-200-2093

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第82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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　ア 　 令和３年度　小型ごみ収集車（ディーゼル）の

購入　第４回 ４台

　　イ 　 令和３年度　小型ごみ収集車（ディーゼル）の

購入　第５回 ４台

　　ウ 　 令和３年度　小型ごみ収集車（ディーゼル）の

購入　第６回 ３台

　　エ 　令和３年度　大型ごみ中継コンテナの購入

 ５台

　　オ 　令和３年度　鉄道輸送用焼却灰コンテナの購入

 ８台

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　ア 　令和３年12月６日

　　イ 　令和４年３月９日

　　ウ 　令和４年３月25日

　　エ 　令和３年12月24日

　　オ 　令和４年３月31日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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「自動車」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和３

年２月24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）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所

　　　　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　担当　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
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　　　　電話　044－200－2091

　　イ 　閲覧期間

　　　　令和３年２月10日～令和３年２月24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２月10日～令和３年２月24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２月10日～令和３年２月24日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴の場所に、上記３⑴の期間に申込書等を提出して

ください。

　　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから一

般競争入札参加申込書等をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　環境局生活環境部収集計画課　担当　市原

　　電話　044－200－2571

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和３年２月10日～令和３年

２月24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２月10日～令和３年

２月24日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和３年３月15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、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
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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３月15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３月15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26日　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和３年３月26日　午前11時00分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　 　川崎市役所入札室　川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和３年３月24日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、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、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時
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停止することがあります。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: 

　　①　Small-sized garbage truck 4th 4units

　　②　Small-sized garbage truck 5th 4units

　　③　Small-sized garbage truck 6th 3units

　　④　Large-sized garbage relay container 5units

　　⑤　 Incineration ash container for rail 

transport 8units

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

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第83号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度シニア世代の情報誌「楽笑」作成業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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「印刷

物のデザイン」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　田中

　　　電　話　044－200－2638（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日曜日は除く）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウ

ンロードできます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」の委託の「入札公表」の中にあります。URL

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ
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　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前８時30分から令和２

年２月26日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月１日（月）　全社に文書（電子メー

ル）にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　 　ＦＡＸ044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、令和３年度シニア世代の情報誌「楽笑」

作成業務にかかる費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額でもって契約金額とするので、入札者は税

抜きの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４日（木）午前11時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶

の質問書の様式は、川崎市のホームページの「入

札情報」（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。

　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、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第84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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　高齢者向け軽作業委託

　⑵ 　履行場所

　　　大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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「樹木管理」種目「樹木管

理」及び業種「建物清掃等」種目「建築物清掃」に

登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　田中

　　　電　話　044－200－2638（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。（土・日曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウ

ンロードできます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」の委託の「入札公表」の中にあります。URL

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

html）。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書を交付しま

す。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、確認

書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前８時30分から令和３

年２月26日（金）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月１日（月）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、高齢者向け軽作業委託にかかる費用の

合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額でもって契約金額とするので、入札者

は税抜きの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４日（木）午前10時00分

　　イ 　入札場所　〒212－0013

　　　　　　　　　幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　　　　　　　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法
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　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　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制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶

の質問書の様式は、川崎市のホームページの「入

札情報」（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。

　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、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第85号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 大師老人いこいの家他41箇所冷暖房設備等保守点

検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他

41箇所

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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「空

調・衛生設備」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　植田

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日・祝祭日は除

く。）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24日（水）午前８時30分から正午ま
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で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情

報」の委託の「入札公表」の中にあります）。なお、

インターネットから入手できない者には、申し出に

より無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、確認書と一括して自動

的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前８時30分から令和３

年２月25日（木）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月26日（金）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、大師老人いこいの家他41箇所冷暖房設

備等保守点検業務に係る費用の合計金額で行いま

す。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイト

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窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」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
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会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第86号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　大師老人いこいの家他19箇所清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他

19箇所

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　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 　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。

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設

業法施行規則第十八条に定める法人）が発注する事

務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実

績（元請けに限る）を平成28年４月１日以降に有す

ること。

　　 　ただし、上記の実績を有していない場合、令和２

年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が

１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務

を履行中であり、公告日時点で適正に業務を履行

し、履行期間終了まで適正に履行されない恐れがな

い場合に限り実績として認めるものとする。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　植田

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日・祝祭日は除

く。）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情

報」の委託の「入札公表」の中にあります。）。なお、

インターネットから入手できない者には、申し出に

より無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、確認書と一括して自動

的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前８時30分から令和３

年２月25日（木）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法
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　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月26日（金）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、大師老人いこいの家他19箇所清掃業務

に係る費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午後３時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を

もって有効な入札を行った者のうち、最低の価格を

もって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイト

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窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」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、本業務に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第87号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　高津老人いこいの家他25箇所清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 高津老人いこいの家（高津区久本３－６－22）他

25箇所

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築

物清掃」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契

約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　植田

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします（土・日・祝祭日は除

く。）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情

報」の委託の「入札公表」の中にあります。）。なお、

インターネットから入手できない者には、申し出に

より無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、確認書と一括して自動

的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前８時30分から令和３

年２月25日（木）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月26日（金）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、高津老人いこいの家他25箇所清掃業務

に係る費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月５日（金）午後３時40分

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格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
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もって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイト

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窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」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、本業務に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第88号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　小田公園ほか２公園施設管理用カメラ賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区小田４丁目20－38ほか

　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 　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の有資格業者名簿

の業種「リース」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

　⑷ 　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

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１号

　　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの企画管理課

　　　小山内

　　　電　話　044－200－3498

　　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　　E-mail　53mikika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）まで（土、日曜日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　　　提出方法

　　　　郵送または持参。

　　　 　郵送の場合は令和３年２月18日（木）午後５時

必着

　　　 　確認のため郵送時に送付した旨をメールお願い

します。

　　　※ 　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「物品」－「入

札公表・財政局」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　　　　 　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、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22日（月）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22日（月）午前９時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。
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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10日（水）から

　　　持参の場合は令和３年３月２日（火）午後５時まで

　　　郵送の場合は令和３年３月１日（月）午後５時必着

　　　郵送時に送付した旨をメールお願いします。

　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、３⑴の建設緑政局緑政部みどりの企画管

理課に持参または送付して下さい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年３月４日

（木）に、参加全社あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　 　持参の場合

　　　　令和３年３月９日（火）午後２時30分

　　　　郵送の場合

　　　　令和３年３月８日（月）午後５時必着

　　　　 　確認のため郵送時に送付した旨をメールお願

いします。

　　イ 　入札書の提出・郵送場所

　　　　持参の場合　 川崎市建設緑政局会議室（川崎市

川崎区駅前本町12番地１号川崎駅

前タワー・リバーク17階）

　　　　郵送の場合　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　入札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、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

　　　有

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約の条件

　　 　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、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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第89号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年２月10日

 崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　生田緑地管理施設機械警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区長尾３丁目1547番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 　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
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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の有資格業者名簿

の業種「警備」種目「機械警備」に登載されている

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

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１号

　　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの企画管理課

　　　小山内

　　　電　話　044－200－3498

　　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　　E-mail　53mikika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）まで（土、日曜日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　　　提出方法

　　　　郵送または持参

　　　 　郵送の場合は令和３年２月18日（木）午後５時

必着

　　　　 確認のため郵送時に送付した旨をメールお願い

します。

　　　※ 　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）

　　　　 　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、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22日（月）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22日（月）午前９時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　　令和３年２月10日（水）から

　　　持参の場合は令和３年３月２日（火）午後５時まで

　　　郵送の場合は令和３年３月１日（月）午後５時必着

　　　郵送時に送付した旨をメールお願いします。

　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、３⑴の建設緑政局緑政部みどりの企画管

理課に持参または送付して下さい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年３月４日

（木）に、参加全社あてに、電子メール又はＦＡＸ

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　 　持参の場合

　　　　令和３年３月９日（火）午後２時10分

　　　　郵送の場合

　　　　令和３年３月８日（月）午後５時必着

　　　　 　確認のため郵送時に送付した旨をメールお願

いします。

　　イ 　入札書の提出・郵送場所

　　　　持参の場合　 川崎市建設緑政局会議室（川崎市

川崎区駅前本町12番地１号川崎駅

前タワー・リバーク17階）

　　　　郵送の場合　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　入札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
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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

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約の条件

　　 　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、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 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第90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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度　川崎市マイナポイント申込等支援業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎内、その他本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和３年９月30日

（木）まで

　⑷ 　委託概要

　　 　マイナポイントを活用した消費活性化策で必要と

なるマイナポイントの申込やマイナンバーカードの

保険証利用申込手続きを自力で行うことが困難な市

民に対する操作支援や広報などを実施するもの。詳

細は、３⑴の場所で提供する「委託仕様書」により

ます。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日にお

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」、種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間に、本件と同規模程度のマイナンバー

カードに関する問合せ等の対応業務又は自治体、企

業等における窓口での相談、問合せ等の受付業務の

実施経験があり、誠実に履行した実績を有し、かつ、

本業務について確実に履行することができること。

　⑸ 　ISO/IEC27001（JIS Q 27001）認証又はプライバ

シーマーク認証を取得していること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、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及び上記２の⑷及び⑸

を証する書類（写し可）を提出しなければなりません。

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎９階ＩＣＴ推進課

　　　総務企画局情報管理部

　　　ＩＣＴ推進課社会保障・税番号制度担当

　　　電　話　044－200－0328（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２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）までとします（９時から正午まで及び13時か

ら17時まで（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２月18

日（木）17時までに、必要な書類全てが川崎市役所
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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。）

　　 　なお、郵送による提出を行う場合は、郵送した日

に上記⑴の場所に必ず電話をしてください。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

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25日（木）13時から17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10日（水）から令和３年３月１日

（月）までとします（９時から正午まで及び13時か

ら17時まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」

に必要事項を記載の上電子メール又は持参にて提出

してください。また、質問書を電子メールで提出し

た場合は、送信した旨を３⑴の担当まで御連絡くだ

さい。

　⑷ 　回答

　　 　令和３年３月３日（水）までに、入札参加資格が

有ると認められる者に対し、電子メールで送付しま

す。なお、回答に当たっては、入札参加資格が有る

と認められる者からの質問全てを共有する形で対応

します。ただし、入札参加資格の無い者からの質問

には回答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　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 　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筒に封印して提出してくだ

さい。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に相当する額（消

費税額及び地方消費税額）を加算した金額をもっ

て落札価格とするので、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。

　　　 　なお、郵送による入札を行う場合は、さらに

「入札書在中」と明記した封筒に入れて、必ず書

留郵便にて送付してください。この場合は郵送し

た日に３⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月11日（木）10時00分

　　イ 　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎９階開発室

　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３月８日（月）必着

　　イ 　宛先　 「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と

同じです。

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参又は郵送

　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 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－656－

　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。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　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91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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・封入封

緘外部委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課等

　⑶ 　履行期限

　　　令和３年11月30日

　⑷ 　業務概要

　　　特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・封入封緘

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条に規定する資格停止期間中

でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市業務委託有資格業者名

簿の業種「その他業務」で種目「その他」に登載さ

れていること。

　⑷ 　過去10年以内に本市又は他官公庁において類似の

契約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書面（契約実績証明書）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課

　　　難病医療担当　杉

　　　電　話：044－200－0415

　　　ＦＡＸ：044－200－3930

　　　E-mail：40kokufu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）までの午前９時00分から正午まで及び午後１

時00分から午後５時00分までとします。

　　　※土・日・国民の祝日は除く。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出して資格が

確認された者には、次により一般競争入札参加資格確

認通知書及び入札説明書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月22日（月）

　　 　ただし、本市業務委託有資格業者名簿に登録した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、

電子メールで一般競争入札参加資格確認通知書及び

入札説明書を送信します。

　⑶ 　入札説明書の閲覧

　　 　入札説明書は３⑴の場所において令和３年２月10

日（水）から令和３年２月17日（水）までの間、午

前９時00分から正午まで及び午後１時00分から午後

５時00分まで縦覧に供します。

　　　※　土・日・国民の祝日は除く。

５ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）までとします。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。必

要事項を記入し、電子メールにて送信してくださ

い。また、質問書を送信した旨を担当まで御連絡く

ださい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、質問者が判別できないよう

に取りまとめた上で、入札参加資格を有する全ての

業者に対し、令和３年３月４日（木）までに電子メ

ールにて送信します。
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６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、入札単価に発注者が提示する想定枚数

を乗じた金額の総額で行います。

　　イ 　入札は、所定の入札書及び内訳書をもって行い

ます（入札書と内訳書には割印をすること。）。入

札書は、入札件名を記載し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しますので、

入札者は見積もった契約金額の110分の100に相当

する金額を入札書に記入してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月15日（月）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　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、一般競争参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理

人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関す

る権限の委任を受けなければなりません（入札前に委

任状を提出してください。）。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者を除きます。

10 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　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92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２月10日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度ウイルス対策ソフトウェアライセンス

の調達

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４ 　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期限

　　　令和３年４月１日

　⑷ 　調達物品の概要 

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則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「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「コ

ンピュータ」種目「ソフトウェア・消耗品」に登載

されていること。
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　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　森田、和田

　　　電　話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

２月10日（水）から令和３年２月19日（金）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月24日（水）から

令和３年２月26日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。

　 　なお、回答については令和３年３月２日（火）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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。

なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月８日（月）午前10時30分

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。
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　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。

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第93号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度Microsoft Officeライセンスの調達

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４ 　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期限

　　　令和３年４月１日

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則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「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「コ

ンピュータ」種目「ソフトウェア・消耗品」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　森田、和田

　　　電　話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

２月10日（水）から令和３年２月19日（金）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　 　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月24日（水）から

令和３年２月26日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。

　 　なお、回答については令和３年３月２日（火）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
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加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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。

なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月８日（月）午前11時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴ に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第94号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　Windows CAL 2019の調達

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期限

　　　令和３年４月１日

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則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「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「コ

ンピュータ」種目「ソフトウェア・消耗品」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　森田、和田

　　　電　話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所
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　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

２月10日（水）から令和３年２月19日（金）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　 　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月24日（水）から

令和３年２月26日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。

　 　なお、回答については令和３年３月２日（火）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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。

なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月８日（月）午前10時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否  

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第95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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度番号利用事務システム用パーソナルコ

ンピュータ等保守業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎他

　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

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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「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。
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　⑷ 　この保守業務委託について、本市又は他官公庁に

おいて同等規模のパソコン設定や保守に係る作業の

契約実績があること。

　⑸ 　この保守業務委託について、確実に履行すること

ができること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　森田、和田

　　　電　話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

２月10日（水）から令和３年２月19日（金）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月24日（水）から

令和３年２月26日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。

　 　なお、回答については令和３年３月２日（火）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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。

なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月８日（月）午前11時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議
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会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第96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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 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日追加導入分）

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎他

　⑶ 　賃貸借期間

　　　令和３年３月31日から令和８年３月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要 

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付け

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　森田、和田

　　　電　話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

２月10日（水）から令和３年２月19日（金）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月24日（水）から

令和３年２月26日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。

　 　なお、回答については令和３年３月２日（火）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書
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（カタログ等）を令和３年３月４日（木）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、競争入札参加者は、開札日の前日までの間におい

て、本市から該当書類に関し説明を求められたときに

は、これに応じなければなりません。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

契約希望金額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。な

お、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月８日（月）午前11時45分

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

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。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第97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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　音声認識システム運用支援業務委託

　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４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　インターネットを介してアプリケーションと連動

したクラウド型サーバ（以下「サーバ」という。）

への相互通信により、音声情報を文字変換すること

ができるシステム（以下「音声認識システム」とい

う。）を用いて、録音した会議の音声データを文字

変換し、会議録の作成業務を効率化するため、必要

な支援を委託するものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

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 　令和３・４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
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　　　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２月10日（水）から２月18日（木）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２月18

日（木）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25日（木）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。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、配布をします。また、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」において、本件の公表

情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月25日（木）から３月２日（火）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　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にて送付

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３月５日（金）までに、入札参加資格が

あると認められる者に対し、電子メールで送付しま

す。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を

もって落札価格とするので、入札者は見積った契

約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月10日（水）11時00分

　　イ 　場所 　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎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
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者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　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 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　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98号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度　簡易な川崎市電子申請サービス提供

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所内、その

他本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日

（木）まで

　⑷ 　委託概要

　　 　本業務は、オンラインで申請できる手続を増やし

てくため、職員自身によって簡単に電子申請・アン

ケートフォームを作成できる簡易な電子申請ツール

を導入し、市民の利便性向上と職員の業務効率化に

つなげていくことを目的としています。詳細は、川

崎市のホームページ「入札情報かわさき」の本件公

表ページに掲載する「委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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「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推進課情報政策担当

　　　電　話　044－200－2079（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から２月17日（水）まで

とします（９時00分から正午まで及び13時00分から

17時00分まで（土日祝を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和３年２月17

日（水）17時00分までに、必要な書類全てが川崎市

役所総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確実に到

着する必要があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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19日（金）13時00分から17時00分まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

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
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　　 　令和３年２月22日（月）から２月26日（金）まで

とします（９時00分から正午まで及び13時00分から

17時00分まで（土日祝を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」

に必要事項を記載の上、電子メール又は持参にて提

出してください。また、質問書を電子メールで提出

した場合は、送信した旨を３⑴の担当まで御連絡く

ださい。ただし、入札参加資格の無い者からの質問

は、受け付けません。

　⑷ 　回答

　　 　令和３年３月３日（水）までに、入札参加資格が

有ると認められる者に対し、電子メールで送付しま

す。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の10に相当する額（消費税

額及び地方消費額税）を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は見積った契約金額の

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３月９日（火）13時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所

　　　　　　　第３庁舎９階　会議室

　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99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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ＲＰＡ運用支援業務委託

　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

９階ほか

　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
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　⑷ 　委託概要

　　　 Robotic Process Automation ／ロボティック・

プロセス・オートメーションのソフトウェアツー

ルを活用した定型作業の自動化について、広く庁

内業務へ適用できるよう、必要な支援を委託する

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 　令和３・４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２月10日（水）から２月18日（木）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２月18

日（木）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25日（木）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。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、配布をします。また、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」において、本件の公表

情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月25日（木）から３月２日（火）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　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にて送付

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３月５日（金）までに、入札参加資格が

あると認められる者に対し、電子メールで送付しま

す。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を

もって落札価格とするので、入札者は見積った契

約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する
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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３月10日（水）16時00分

　　イ 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁

舎９階開発室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　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 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　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100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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　 パーソナルコンピュータ及びタブレット等の賃貸借

及び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎９階

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年７月１日から令和８年６月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市「令和３・４年度製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」、種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間に本市又はその他の官公庁において類

似の契約の実績があること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、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及び上記「２⑷」を証

する書類（写し可）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課

　　　担当　村石、水口

　　　電話番号　044－200－2109

　　　ＦＡＸ　　044－200－3752

　　　e-mail　　17ictsui@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月22日

（月）までとします。

　　 　（土日祝日を除き、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　郵送又は持参（いずれの場合も、令和

３年２月22日（月）午後５時15分までに川崎市役所

総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に到着する必要

があります。なお、郵送の場合は郵送した日に⑴の

場所に必ず電話をしてください。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　 令和３年２月26日（金）　午後１時から午後５時

15分まで

　　 　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま

す。

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月４日

（木）まで（土日祝日を除き、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 　質問方法

　　 　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にて提出

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の担当まで御

連絡ください。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和３年３月９日（火）までに、入札参加資格が

あると認められる者に対し、電子メールにて回答書

を送付します。なお、入札参加資格があると認めら

れない者からの質問には回答しません。

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、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　５年のリース総額で行います。ただし、消費税等

を含まない金額により入札することとし、リース総

額は１円未満の端数を切り捨てたリース月額に60を

乗じた額とします。なお、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筒に封

印して持参してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月15日（月）　午前11時00分

　　イ 　場所　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所

第３庁舎９階開発室Ｉ

　⑶ 　入札保証金　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　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に同じです。
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　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 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　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101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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　Office365及びZoomライセンスの導入支援及び保守

（サポート）委託契約

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ＩＣＴ推進課

　　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎９階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年１月８日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　ワイイーシーソリューションズ

　　代表取締役社長　大見　一弘

　　横浜市中区山下町22番地

５ 　契約金額（税抜き総額）

　　総額　34,541,040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25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第102号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度原子爆弾被爆者に対する栄養補給食品

支給業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　市内全域（対象者の居住地）

　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 　業務内容

　　　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 　同様の業務の経験・実績があること。

３ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書及び実績調書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所健康増進課　疾病予防係

　　　電　話　044（200）2462

　　　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。）

　　 　入札説明書及び競争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。「入

札情報かわさき」のアドレス（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）を参照してくだ

さい。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から２月17日（水）まで

（土、日及び祝日を除く）の午前８時30分から正午

及び午後１時から午後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」

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

html）の「入札情報」の委託の欄の「財政局入札公

表」からダウンロードすることが可能です。ダウン

ロードできない場合は、⑴の場所で⑵の期間に配布
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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合せ先は、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19日（金）までに、

電子メール又はＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）から２月24日（水）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」の様式に必要事項

を記入し、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25日（木）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３月２日（火）午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階12Ｄ会議室

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　　所定の入札書により入札してください。

　　 　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、単価で行います。

　　 　入札書には、４つの配送メニューの単価及び配送

料の合計額を、消費税及び地方消費税を含まない金

額で記載してください。なお、契約単価については、

本市の設計単価を超えない金額で本市と落札者が協

議の上決定することとします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、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、推定総金額の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」（http://

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

関係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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 　その他問合せ窓口は３⑴と同じです。
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川崎市公告（調達）第103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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　災害対策用大容量蓄電池賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年５月１日から令和８年４月30日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物品の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

おり、かつ、Ａの等級に格付けされていること。な

お、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加業種

に登載のない者を含む。）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24日（水）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間以内に国又は地方公共団体において、

賃貸借に関する同程度の規模の契約を締結し、これ

らをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2856（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から２月24日（水）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年２月

25日（木）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午

から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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。

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３月３日（水）　午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から３月８日（月）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年３月

９日（火）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972
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　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月16日（火）に、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参

加資格を満たしていない者からの質問に関しては回

答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は月額の賃貸

借料（税抜き１円未満を切り捨てた額）を月数で

乗じた見積り金額を入札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％（１円未満切捨て））を

加算した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　持参の場合

　　（ア）提出日時　令和３年３月23日（火）

　　　　　　　　　　午後１時30分

　　（イ）提出場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　　イ 　郵送の場合

　　（ア）提出期限　令和３年３月22日（月）必着

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（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。

　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。

11 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of products to be 

leased:

　　　 Lease of Large-capacity storage battery 

device for disaster

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　1:30 P.M.,March,23,2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　5:00 P.M.,March,22,2021

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY Crisis Management Office

　　　5-4,Higashida-cyo,

　　　Kawasaki-ku,Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　Phone:044-200-2856

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第104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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度日本民家園消防用設備等保守点検業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区枡形７－１－１

　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

　　 　日本民家園全域に設置されている消防用設備（各

機器・集中管理システム等）の維持管理・点検業務。

２ 　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「施設維持管理」種目「消火

設備保守点検」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年間に類似業

務（文化財もしくは、文化財に準じる寺院等木造建

築物に設置された差動式分布型感知器を含む消火設

備点検業務または設置工事）の契約実績を有するこ

と。

　⑸ 　能美防災社製Ｒ型自動火災報知設備の第１種火災

報知システム専門技術者が点検に携わることができ

ること。

　⑹ 　非常時の即時対応が可能な体制であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により審査申込みを

しなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出

場所

　　　川崎市多摩区枡形７－１－１　日本民家園

　　　本館１階　券売受付

　　　電話　044－922－2181

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）までの下記の時間

　　　午前９時30分～午後４時30分（休園日を除く。）

　⑶ 　提出書類

　　・一般競争入札参加資格確認申請書

　　・ 上記に記載の類似契約実績を証明する書類（契約

書の写し）。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

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のう

ち、入札参加資格条件を満たしていると認められた場

合は、「確認通知書」を電子メール（川崎市へ登録の

アドレス宛）にて令和３年２月26日（金）までに送信

します。

　 　なお、確認通知書交付時に以下５に関連する所定の

様式類も送信します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせなど

　⑴ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３日

（水）午後５時まで

　⑵ 　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、Ｆ

ＡＸ044－934－8652へ送信ください。

　⑶ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年３月６日

（土）午後５時までに、参加全社に、質問書記載の

アドレスへ電子メールにて送付します。

　⑷ 　入札を辞退する場合

　　 　「確認通知書」の交付を受けたものの、入札を辞

退する場合は、所定の「辞退届」の様式に必要事項

を記入・捺印の上、日本民家園まで郵送ください。

６ 　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、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、履行期間中の委託料額（税抜き）

を入札書に記載してください。
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　　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17日（水）午後２時

　　イ 　入札場所　日本民家園　原家住宅２階

　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

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　「川崎市契約規則」及び「川崎市競争入札参加者

心得」等は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」（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 　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105号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市中部リハビリテーションセンタ

ー警備業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市中部リハビリテーションセンタ

ー（川崎市中原区井田３丁目16番１号）

　⑶ 　履行期限　 令和３年４月１日から令和８年３月31

日まで

　⑷ 　概　　要　 川崎市中部リハビリテーションセンタ

ーの機械警備業務を行う。

　　　　　　　　詳細は仕様書による。

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「警備」・種目「機械警備」

で登載されている者

　⑷ 　過去に本市又は他官公庁（日本国内）において類

似の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行した

実績を有し、かつこの業務委託について確実に履行

できること。

３ 　競争参加申込書等の配布、提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒211－0035

　　　川崎市中原区井田３丁目16番１号

　　　川崎市中部リハビリテーションセンター２階

　　　健康福祉局障害保健福祉部井田障害者センター

　　　担当：前田

　　　電話番号　　044－750－0686

　　　ＦＡＸ　　　044－750－0671

　　　電子メール　40idasyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　 令和３年２月10日（水）から２月17日（水）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、日曜日及び休日は除きます。

　⑶ 　提出書類　

　　ア 　一般競争入札参加申込書
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　　イ 　類似契約の契約書等の写し

　　　※ 　件名・契約相手・契約額がわかる部分のみで

結構です。

　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、入札説明書及び

仕様書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、一般競争入札参

加資格があると認められた者には、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

　　　３⑴と同じ

　　 　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、令和３年２月19日（金）までに一般競争入札参

加資格確認通知書、入札説明書及び仕様書を送付し

ます。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月19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

５ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　一般競争入札参加資格確認通知到達時から令和３

年３月１日（月）午後４時まで

　⑶ 　質問の方法

　　 　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。

　　 　また質問受付方法は電子メール又はＦＡＸに限り

ます。

　　※ 　「質問書」送付後、送付した旨を３⑴の担当あ

て連絡してください。

　　　電子メール　40idasyo@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－750－0671

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月３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ま

たはＦＡＸで送付します。なお、一般競争入札参加

資格通知書の交付を受けていない者からの質問に関

しては回答できません。

６ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、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 　一般競争参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月12日（金）午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市中原区井田３丁目16番１号

　　　　川崎市中部リハビリテーションセンター２階

　　　　共用会議室１・２

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　入札金額

　　ア 　入札は総価で行います。

　　イ 　履行期間の総額（税抜き）を入札金額とします。

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。また、入札金額には契約

期間内の業務履行に必要となる一切の費用を含め

て見積もるものとし、月額の委託料（税抜きで１

円未満の端数を切り捨てた額）を月数（60か月）

で乗じる方法で見積してください。

　⑸ 　開札の日時　８⑵アと同じ

　⑹ 　開札の場所　８⑵イと同じ

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　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

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。
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　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ内「入札情報かわさき」

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

htm）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとしま

す。また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、そ

の損失の補償を川崎市に対して請求することができ

るものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。なお、入札説明

書は、この入札以外の目的に使用してはなりません。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　消費税法改正等により消費税率が変更となった場

合には、必要に応じて、税率が変更される施行の時

期から金額変更に伴う変更契約を行うこととします。

　⑸ 　関連情報の問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第106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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ビジネスチャットライセンス

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期限

　　　令和３年４月１日

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則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「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「コ

ンピュータ」種目「ソフトウェア・消耗品」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　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・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　神坂、小野

　　　電　話　044－200－2076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

２月10日（水）から令和３年２月19日（金）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの
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で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和３年２月24日（水）から

令和３年３月１日（月）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で）。

　 　なお、回答については令和３年３月４日（木）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を令和３年３月５日（金）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出、もしくはメールによる送

付をしなければなりません。

　 　なお、競争入札参加者は、開札日の前日までの間に

おいて、本市から該当書類に関し説明を求められたと

きには、これに応じなければなりません。

８ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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。

なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月10日（水）午後２時

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅱ

　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３月９日（火）必着

　　イ 　宛先

　　　　３⑴に同じ

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

　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。

11 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第107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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 総合情報１次システム　令和３年４月制度改正対応

（介護保険システム）改修業務委託

２ 　契約に関する事務担当部局

　　健康福祉局総務部保健福祉システム課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年１月27日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通　株式会社　川崎支店

　　支店長　村瀬　満高

　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル

５ 　契約金額

　　50,378,460円

６ 　契約の相手方を決定した手続
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　　随意契約

７ 　随意契約の理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第108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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　Ｂ型肝炎ワクチン接種等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内の各消防署等

　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

　　 　Ｂ型肝炎ワクチン接種等に関する業務の詳細は

「仕様書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　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「医療関係業務」、種

目「その他の医療関連業務」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ものは、次により入札参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号　210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　消防局総務部人事課職員厚生係

　　　（消防局総合庁舎８階）

　　　電話　044－223－2532（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月16日までの９

時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分ま

では除く）とします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　仕様書の配布期間及び問合わせ

　⑴ 　配布場所及び問合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　仕様書配布期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月16日までの９

時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分ま

では除く）とします。

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 　交付日時

　　　令和３年２月19日

　　 　ただし、直接受け取りに来庁される場合は９時00

分から17時00分まで（12時00分から13時00分までを

除く）とします。

　⑵ 　交付場所

　　 　メールアドレス宛て電子メールにて交付します

（直接受け取る場合は３⑴に同じ）。

６ 　仕様等に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書に添付されてい

る「質問書」を持参又は電子メールとし、郵送によ

る提出は認めません。

　　　電子メールアドレス（84zinzi@city.kawasaki.jp）

　⑶ 　受付期限

　　 　令和３年２月19日から令和３年２月25日までの、

平日９時00分から17時00分（12時00分から13時00分

までを除く）とします。

　⑷ 　回答日

　　 　令和３年３月２日に参加全社宛て、文書（ファク

シミリ又は電子メール）にて送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　　本市指定の入札書による入札方式とします。

　　 　この入札による契約は単価契約ですが、落札の決
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定は、品目ごとの単価と予定数量を乗じて求めた小

計を足し合わせた総価で行います。

　　 　入札に際しては、「川崎市競争入札参加者心得」

第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額

を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時：令和３年３月９日10時00分

　　イ 　場所：川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　消防局総合庁舎８階第１会議室

　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。

９ 　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

　　 　関係条例、規則等は、川崎市インターネットホー

ムページ「入札情報かわさき」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）

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 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　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業務に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第109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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市役所第４庁舎設備運転管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町３－３ 　川崎市役所第４庁舎

　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 　業務概要

　　 　本業務は、川崎市役所第４庁舎の建物等の点検及

び保守点検運転監視・執務環境測定調査等の各種業

務を合理的かつ効率的に執行し、庁舎の設備機能を

維持することをすることを目的とします。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市内に本社を有すること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に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

有資格業者名簿において、以下の業種・種目全てに

ついて登載されていること。

　　ア 　業種17「建物清掃等」

　　　・種目02「環境測定」

　　イ 　業種19「施設維持管理」

　　　・種目01「電気・機械設備保守点検」

　　ウ 　業種19「施設維持管理」

　　　・種目02「エレベーター保守点検」

　　エ 　業種19「施設維持管理」

　　　・種目03「空調・衛生設備保守点検」

　　オ 　業種19「施設維持管理」

　　　・種目04「消火設備保守点検」

　　カ 　業種19「施設維持管理」

　　　・種目05「ボイラー維持管理」

　⑸ 　過去５年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、本委託業務と同等の業務に関する類似の契

約を締結し、これらをすべて誠実に履行しているこ

と。

　⑹ 　庁舎を管理する上で仕様書の内容を遵守し、確実

に業務を実施することができるとともに、本市の設

備に関する資格ならびに専門的知識を有しているこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
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問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参、又は郵送により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　庁舎設備担当

　　　電　話　044－200－3555（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3749

　　　E-mail　17tyosya@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から２月18日（木）まで

の午前９時00分から午後５時00分まで。ただし、土

曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１

時までを除きます。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。なお、郵送の場合は２月

18日（木）必着とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月24日（水）　午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から３月３日（水）まで

の午前９時00分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び平日の正午から午後１時ま

でを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17tyosya@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3749

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月５日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参、ま

たは郵送により提出してください。なお、郵送の

場合は、さらに「入札書在中」と明記した封筒に

入札書を入れ封印し、必ず書留郵便により送付し

てください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所
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　　ア 　入札日時　令和３年３月10日（水）

　　　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階第１会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　持参、又は郵送とします。なお、郵送の場合は、

令和３年３月９日（火）必着とします。

　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 　再入札

　　 　落札者がいない場合は、後日再入札を実施しま

す。有効な入札を行った者に対して、最低の入札価

格及び入札期日をお知らせしますので、改めて入札

書を提出してください。なお、期日までに入札書が

提出されない場合は、再入札に参加の意思がないも

のとみなします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　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」を御覧下さい。

　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。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑹ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第110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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 東小田保育園ほか25施設で使用する電

力の供給

　⑵ 　履行場所　東小田保育園ほか25施設

　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　 契約電力　入札（見積）書内訳書のとお

り年間使用予定電力量　1,182,181kWh

２ 　入札参加者の資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度本市「製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「その他

の物品販売」種目「電気供給」に登載されているこ

と。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種（種目）に登録のない者も含む。）は、財政局

資産管理部契約課に所定の様式により資格審査申請

を令和２年１月16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 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱に基づく格付け
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がＡランク又はＢランクであること。

　⑸ 　履行場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第２条の２の規定に基づき小売電気事業者として登

録を受けている者であること。

　⑹ 　調達する電気の品質及び数量について、安定供給

できるとともに迅速なアフターサービス及びメンテ

ナンスの体制が整備されていること。

３ 　競争入札参加申込書、入札説明書の配布

　 　今回の入札に関する競争入札参加申込書及び入札説

明書を配布します。

　⑴ 　配布場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　こども未来局保育事業部運営管理課

　　　電　話　044－200－3734

　　　ＦＡＸ　044－200－3933

　　　MAIL　45uneika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布時期

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月22日

（月）までの午前９時00分から正午まで、午後１時

00分から午後５時00分まで（ただし、土日祝日を除

く）。電子データを希望する者は､45uneika@city.

kawasaki.jpに電子メールで請求すること。

４ 　競争入札申込書の提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により競争参加の申

込みをしなければなりません。

　⑴ 　提出方法

　　 　競争入札参加申込書に経済産業大臣による「小売

電気事業を営もうとする者の登録について」の写し

を添付し、３⑴の提出場所窓口へ持参してください。

　⑵ 　提出時期

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月22日

（月）までの午前９時00分から正午まで、午後１時

00分から午後５時00分まで（ただし、土日祝日を除

く）。

５ 　競争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

争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法　 競争入札参加申込書に記載されたメー

ルアドレスに送信

　⑵ 　交付日時　 令和３年３月１日（月）

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、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 　入札手続に関する事項

　⑴ 　入札手続等

　　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23日（火）午後１時

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　川崎市役所第３庁舎13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３月22日（月）　必着

　　（イ）入札書の提出先

　　　　　３⑴と同じ

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金は、免除とします。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　７⑴ア（ア）及び７⑴ア（イ）と同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続に関する事項

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、想定総金額の10パーセントを

納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

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

本言語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議
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会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the services 

required: About 1,182,181kWh Electricity

　⑵ 　 Time-limit for tender: 1 p.m., March 23, 2021

　⑶ 　 Time-limit for tender by mail: March 22, 2021

　⑷ 　 Contact point for the notice: Management 

office, 

　　　 KAWASAKI City Child Development Bureau 

Child Care Business Division Operational 

management Section 5-4-Higashidacho, 

kawasaki-ward, Kawasaki-city, 

　　　Kanagawa 210-0005 Japan

　　　TEL 044-200-3734,FAX 044-200-3933

　　　MAIL 45uneika@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第111号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　多言語通訳業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　受注者が多言語通訳業務を履行する場所

　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 　調達概要

　　 　本業務は、24時間365日対応の多言語電話同時通

訳体制を確保し、消防局消防指令センターでの119

番通報対応等の際に、発注者からの要望を受けて電

話同時通訳を行うものです。

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、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」種目「その他」に

登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ー に 関 す る 国 際 規 格

（ISO27001）及びプライバシーマークの２つの資格

を取得していること。

　⑸ 　過去10年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）並びに情報セキュリティーに関する国際規格

（ISO 27001）及びプライバシーマークの資格を取得

していること確認できる書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　川崎市消防局７階指令課

　　　電話　044－223－2544

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月19日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜

日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、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、川崎市ホームページ

の「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月19日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜

日、祝日を除く。）
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　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月８日　午後１時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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112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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　消防指令システム用空調機器保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７　消防局総合庁舎ほか

　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

　　 　本業務は、消防指令システム用空調機器の保守点

検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円滑な遂

行を維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」種目「空調・衛

生設備保守点検」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に
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おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　川崎市消防局　７階指令課

　　　電話　044－223－2639

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年２月10日から令和３年２月19日正午まで

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜

日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間、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、川崎市ホームページ

の「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年３月１日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月８日　午前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　第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要
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　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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113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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　消防業務用無線機（航空局）保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　東京都江東区新木場４－７－53　東京へリポート内

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち航空局の保守

点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円滑な

遂行を維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。また、一部再委託を実施する場

合は、入札参加申込時に再委託確認書を提出するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、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（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。また、一部再委託

を行う場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　川崎市消防局　７階指令課

　　　電話　044－223－2639

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年２月10日から令和３年２月19日正午まで

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜

日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、再

委託確認書、質問書様式が添付されている入札説明書

は、３⑴の場所において３⑵の期間、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

市ホームページの「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年３月１日までの、

午前９時から午後５時（平日の正午～午後１時まで

及び土曜日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－689－

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月８日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局　第２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 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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114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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その１保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７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

　　 　本業務は、消防業務用無線陸上移動局のうち、消

防救急デジタル無線車載型及び一部半固定型の保守

点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円滑な

遂行を維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。また、一部再委託を実施する場

合は、入札参加申込時に再委託確認書を提出するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証
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する書類（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。また、一部再委託

を行う場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年２月18日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、再

委託確認書、質問書様式が添付されている入札説明書

は、３⑴の場所において３⑵の期間、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

市ホームページの「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月26日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年３月１日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午前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

　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 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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。
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　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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115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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その２保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７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

　　 　本業務は、消防業務用無線陸上移動局のうち、消

防救急デジタル無線半固定型、可搬型、携帯型無線

機の保守点検業務と障害対応業務を行い、消防業務

の円滑な遂行を維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。また、一部再委託を実施する場

合は、入札参加申込時に再委託確認書を提出するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、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（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。また、一部再委託

を行う場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年２月18日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、再

委託確認書、質問書様式が添付されている入札説明書

は、３⑴の場所において３⑵の期間、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

市ホームページの「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月26日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年３月１日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

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

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午前10時30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

　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 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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116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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その３保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７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

　　 　本業務は、消防業務用無線署活動系無線機の保守

点検業務と障害対応業務を行い、消防業務の円滑な

遂行を維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。また、一部再委託を実施する場

合は、入札参加申込時に再委託確認書を提出するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、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（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。また、一部再委託

を行う場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565
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　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年２月18日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、再

委託確認書、質問書様式が添付されている入札説明書

は、３⑴の場所において３⑵の期間、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

市ホームページの「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月26日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年３月１日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午前11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

　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 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。
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　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117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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 消防業務用無線機（陸上移動局）その４保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ほか

　⑶ 　履行期限

　　　令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち署活動系無線

防爆型無線機の保守点検業務を行い、消防業務の円

滑な遂行を維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。また、一部再委託を実施する場

合は、入札参加申込時に再委託確認書を提出するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、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（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。また、一部再委託

を行う場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年２月18日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、再

委託確認書、質問書様式が添付されている入札説明書

は、３⑴の場所において３⑵の期間、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

市ホームページの「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月26日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年３月１日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。
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８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午前11時30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

　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 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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118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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　消防業務用無線機（船舶局）保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町15－４ 　千鳥町出張所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　本業務は、消防業務用無線機のうち船舶局とレー

ダーの保守点検業務と障害対応業務を行い、消防業

務の円滑な遂行を維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。また、一部再委託を実施する場

合は、入札参加申込時に再委託確認書を提出するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、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（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。また、一部再委託

を行う場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年２月18日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜
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日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、再

委託確認書、質問書様式が添付されている入札説明書

は、３⑴の場所において３⑵の期間、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

市ホームページの「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月26日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年３月１日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午後２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

　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 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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119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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 ヘリコプターテレビ電送システム（地上設備）保

守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　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

　　 　本業務は、消防局総合庁舎に設置されているヘリ

コプターテレビ電送システム地上設備の保守点検業

務と障害対応業務を行い、消防業務の円滑な遂行を

維持することを目的とします。

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、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。また、一部再委託を実施する場

合は、入札参加申込時に再委託確認書を提出するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、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（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。また、一部再委託

を行う場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2640

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月17日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年２月18日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、再

委託確認書、質問書様式が添付されている入札説明書

は、３⑴の場所において３⑵の期間、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

市ホームページの「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 　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、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年２月25日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日から令和３年２月26日までの午

前９時から午後５時、及び令和３年３月１日の午前

９時から正午（平日の正午～午後１時まで及び土曜

日、日曜日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年３月４日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。
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　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日　午後１時30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

　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 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、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。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　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

　　　要

　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、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　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120号

　　　入　　札　　公　　告

　中原市民館総合管理運営業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　中原市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区新丸子東３丁目1100番地

12　中原市民館

　⑶ 　履行期限　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　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

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　ア 　業種　17「建物清掃等」

　　　　種目　08「総合管理」

　　イ 　業種　19「施設維持管理」

　　　　種目　03「空調・衛生設備」

　　　　種目　99「その他維持管理」

　　ウ 　業種　99「その他業務」

　　　　種目　07「一般事務」

　⑸ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を実施できること。なお、本委託業

務は、川崎市公共施設利用予約システム（ふれあい

ネット）の登録・予約管理業務を含みます。

　⑹ 　平成30年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、本委託業務の内容及び規模をほぼ同じくする契

約実績を有すること。ただし、発注者と直接契約を

締結した、元請としての契約実績に限ります。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、２⑹に示す実績が確認

できる契約書の写し又は契約履行証明書（任意の様

式）及び仕様書の写しを提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0004

　　　川崎市中原区新丸子東３丁目1100番地12

　　　中原区役所まちづくり推進部生涯学習支援課
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　　　（中原市民館）

　　　電　話　　　044－433－7773

　　　ＦＡＸ　　　044－430－0132

　　　電子メール　88nakasi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から２月17日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日、休

館日（２月15日）は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効とします）

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格申請書及び質

問書の様式が添付されている入札説明書は、３⑴配

布・提出場所及び問合せ先の場所において、３⑵配

布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者には

印刷物を配布します。また、川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「入札情報」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３年２月19日（金）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あて、一般競争入札参加資

格確認通知書を送付します。また、電子メールアドレ

スの登録を行っていない場合はＦＡＸにて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月17日（水）から２月22日（月）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88nakasi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－430－0132

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月26日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者あて電

子メールで送付します。なお、電子メールの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　競争入札参加資格に関する事

項」の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税額に相当する額は代金支

払いの際に加算しますので、入札書に記載する総

額には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月４日（木）午後１時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　　　　多摩市民館　第５会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効とします）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金
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　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契

約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しく

は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）から「特定工事請

負契約及び特定業務委託契約の手引き」をご覧くださ

い。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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121号

　　　入　　札　　公　　告

　中原市民館舞台運営管理業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　中原市民館舞台運営管理業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区新丸子東３丁目1100番地

12　中原市民館

　⑶ 　履行期限　 令和３年４月１日から令和６年３月31

日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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

有資格業者名簿の以下の業種・種目に登載されてい

ること。

　　　業種　99「その他業務」　　種目　99「その他」

　⑷ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を実施できること。

　⑸ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁の公共

ホール（400名以上を定員とするものに限る。）にお

いて、１年以上継続してホール運営業務を履行した

実績を有すること。ただし、発注者（本市、他官公

庁又は公益財団法人に限る。）と直接契約を締結し

た、元請としての契約実績に限ります。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、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）及び仕様書の写しを提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0004

　　　川崎市中原区新丸子東３丁目1100番地12

　　　中原区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（中原市民館）

　　　電　話　　　044－433－7773

　　　ＦＡＸ　　　044－430－0132

　　　電子メール　88nakasi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から２月17日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日、休

館日（２月15日）は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効とします）

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格申請書及び質

問書の様式が添付されている入札説明書は、３⑴配

布・提出場所及び問合せ先の場所において、３⑵配

布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者には

印刷物を配布します。また、川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「入札情報」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３年２月19日（金）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あて、一般競争入札参加資
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格確認通知書を送付します。また、電子メールアドレ

スの登録を行っていない場合はＦＡＸにて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月17日（水）から２月22日（月）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88nakasi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－430－0132

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月26日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者あて電

子メールで送付します。なお、電子メールの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　競争入札参加資格に関する事

項」の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税額に相当する額は代金支

払いの際に加算しますので、入札書に記載する総

額には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月４日（木）午前９時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　　　　多摩市民館　第６会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効とします）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第122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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市総合教育センター第２・第３研

修室コンピュータ機器賃貸借契約
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　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６月１日から令和８年５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」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付け

されていること。

　　 　なお、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２月24日（水）までに行ってください。

　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２月10日（水）から令和３年２月24日

（水）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年３月５日

（金）午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。なお、質問書を送付した

ときは、その旨担当まで御連絡ください。（土曜日、

日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年３月12日

（金）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

　　 　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３月３日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年３月３日（水）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　カタログの提出について

　 　導入予定機種等のカタログを令和３年３月18日

（木）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。
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　　 　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３月23日（火）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

　　ウ 　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　　令和３年３月22日（月）

　　エ 　郵送による場合の入札書の宛先

　　　 　３⑴に同じ。なお、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。

　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　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、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。

12 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 Lease computers installed in teacher's 

training rooms in KAWASAKI CITY 

Comprehensive Education Center.

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　9:30 A.M 23 March 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　22 March 2021

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　KAWASAKI CITY Comprehensive Education Center

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

Kanagawa 213-0001, Japan

　　　TEL:044-844-3712

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第123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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立小学校、中学校及び特別支援

学校インターネット回線に関する契約

　⑵ 　履行場所　 市立小学校114校、中学校51校、特別

支援学校４校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日から令和４年３月31日
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　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２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

　　 （「入札情報かわさき」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２月10日（水）午前８時30分から令和３

年３月３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。電話による質問には応じ

られません。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３月10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25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していない場

合は、令和３年２月25日（木）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）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

定する際の現地調査及び初期費用等（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及

びインターネットサービスプロバイダ使用料（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３月16日（火）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、
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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％

　　　　　　　　　 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

　　 　現地調査及び初期費用等は一括払い、回線等使用

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124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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 家庭学習用インターネット通信回線に

関する契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市総合教育センター及び川崎市立

学校等

　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。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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。

　　 　なお、令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業

者名簿」に登載のない者（入札参加業種に登載のな

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２月24日（水）

までに行ってください。

　⑷ 　過去５年以内に類似の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　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２月10日（水）から令和３年２月24日

（水）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所
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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２月10日（水）午前８時30分から令和３

年３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。電話による質問には応じ

られません。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３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、回答に対す

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３月３日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、令和３年３月３日（水）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）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、１回線当たりの月額単価（消費税及

び地方消費税を除く。）となります。回線の登録料、

解約料等の経費が発生する場合は、これらの金額も

含めて１回線の月額単価を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３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

　　ウ 　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　　令和３年３月23日（火）

　　エ 　郵送による場合の入札書の宛先

　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。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。

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　　 使用回線数に応じた額を月額払いと

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
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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。

10 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

required:

　　　 Procurement of internet communication lines 

for home study

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　9:30 AM, 24 March 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail : 

　　　23 March 2021

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　KAWASAKI CITY Comprehensive Education Center

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

Kanagawa 213-0001, Japan

　　　TEL:044-844-3712

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第125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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度ＧＩＧＡスクールサポータ

ー配置業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市総合教育センター及び川崎市立

学校

　⑶ 　履行期間　令和３年５月６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。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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。

　　 　なお、令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業

者名簿」に登載のない者（入札参加業種に登載のな

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２月24日（水）

までに行ってください。

　⑷ 　過去５年以内に類似の契約実績を有すること。

　⑸ 　ISO27001または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 　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２月10日（水）から令和３年２月24日

（水）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

　　 （「入札情報かわさき」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２月10日（水）午前８時30分から令和３

年３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。電話による質問には応じ

られません。なお、質問書を送付したときは、その
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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３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、回答に対す

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３月３日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、令和３年３月３日（水）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）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（11 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３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

　　ウ 　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　　令和３年３月23日（火）

　　エ 　郵送による場合の入札書の宛先

　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。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。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」（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競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　支払については、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。

10 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

required:

　　　 Reiwa's three years, the GIGA school 

supporters position contract.
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　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　10:30 AM, 24 March 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail : 

　　　23 March 2021

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　KAWASAKI CITY Comprehensive Education Center

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

Kanagawa 213-0001, Japan

　　　TEL:044-844-3712

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第126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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 ＧＩＧＡスクール構想校内ＬＡＮ環境

機器ライセンス使用等に関する契約

　⑵ 　履行場所　 市立小学校113校、中学校51校、特別

支援学校４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。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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。

　　 　なお、令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業

者名簿」に登載のない者（入札参加業種に登載のな

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２月24日（水）

までに行ってください。

　⑷ 　過去５年以内に類似の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　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２月10日（水）から令和３年２月24日

（水）まで

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

　　 （「入札情報かわさき」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２月10日（水）午前８時30分から令和３

年３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。電話による質問には応じ

られません。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３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、回答に対す

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３月３日（水）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場

合は、令和３年３月３日（水）の午前８時30分から午

後５時（正午から午後１時までを除く）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
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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３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

　　ウ 　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　　令和３年３月23日（火）

　　エ 　郵送による場合の入札書の宛先

　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　７⑴イに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ

い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通

知書を持参してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。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。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　 　ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情 報 」（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競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　支払については、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。

10 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

required:

　　　 GIGA School Concept Contract for use of LAN 

environment equipment license in school

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　11:30 AM, 24 March 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail : 

　　　23 March 2021

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　KAWASAKI CITY Comprehensive Education Center

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

Kanagawa 213-0001, Japan

　　　TEL:044-844-3712

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第127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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度川崎市立小中学校等における医療的ケ

ア支援事業長時間業務委託

　⑵ 　履行場所
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　　　川崎市立宮前平中学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　常態的に医療的ケアが必要な児童生徒の支援ニ

ーズに応じた支援を行うため、市立小中学校等の

医療的ケアを必要とする児童生徒に対して、主治

医の指示書に基づき、学校において看護師による

医療的ケアを実施するものです。

　　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 　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。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で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　安田担当

　　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２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）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・契約関連情報」の

ページからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　※ 　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22日（月）

　　 　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２月10日（水）から令和３年２月18日（木）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・

契約関連情報」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22日（月）から令和３年２月26日

（金）（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３月１日（月）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。
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　　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御連絡ください。

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

　　 　入札金額は、１時間あたりの単価に予定数量を積

算した総額で行います。入札書に記載する金額は、

単価に予定数量（1042時間）を乗じて得た金額（消

費税抜き）とし、入札書に記載した金額の最低の価

格をもって落札者とします。また、入札（見積）書

には、別紙「算出内訳書」を添付してください。内

訳書には印は不要です。（別紙省略）

　　 　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。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年３月９日（火）14時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　※ 郵送による応札を実施しますので、来庁いただ

く必要はありません。

　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。

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 　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128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２月10日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度川崎市立学校校外行事（修学旅行等）

看護業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校の校外行事実施場所

　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 　調達概要

　　ア 　本委託業務は、病虚弱児童生徒の校外行事への

参加を保障するために、川崎市立学校の校外行事

において看護師が随行し、児童生徒の健康管理及

び発病等の際の応急処置を行うものです。

　　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
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満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で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

　　安田担当

　　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２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）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・契約関連情報」の

ページからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　 　持参または郵送

　　※ 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22日（月）

　　 　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２月10日（水）から令和３年２月18日（木）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・

契約関連情報」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22日（月）から令和３年２月26日

（金）（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３月１日（月）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御連絡ください。

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
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　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札金額は、提示した日数に基づき別紙「算出

内訳書」を用いて総額を算定してください。なお

入札書には算定した総額の税抜き額を記載してく

ださい。

　　イ 　委託代金の支払いについては、契約単価に基づ

きます。なお、実施日数については見込み数で算

定していますので、変更が生じる場合があります。

　　ウ 　委託料には、仕様書の「４　委託料の内容」に

記載した経費を含むこととします。

　　エ 　入札は所定の入札（見積）書をもって行います。

入札件名を記載した封筒に封印して提出してくだ

さい。

　　オ 　入札（見積）書には、別紙「算出内訳書」を添

付してください。内訳書には印は不要です。（別

紙省略）

　　　 　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。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年３月９日（火）９時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　　※ 郵送による応札を実施しますので、来庁いた

だく必要はありません。

　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。

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 　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129号

　一般競争入札について次のとおり公表します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度ロケ地川崎推進事業実施委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑶ 　履行期限

　　　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

　　　 映画やテレビなどの映像制作者等からの市所管施

設及び市内の総合的なロケ相談、ロケ受入に伴う

市所管施設の関係部署との連絡調整・ロケ現場の

管理、映像制作者等への誘致・プロモーション活

動、ホームページ等での情報発信

２ 　競争入札参加資格

　 　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
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託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　⑷ 　過去５カ年において、本市又はその他の官公庁に

おいて種類及び規模を同じくする業務について契約

を締結し履行した実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　申込書及び仕様書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よりダ

ウンロード

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

　⑵ 　申込書及び仕様書の配布期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前９時から令和３年２

月19日（金）正午まで

　⑶ 　申込書の提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局市民文化振興室

　　　映像のまち推進担当

　　　電　話：044－200－2433

　　　ＦＡＸ：044－200－3248

　　　E-Mail：25bunka@city.kawasaki.jp

　⑷ 　申込書等の提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）午前９時から令和３年２

月19日（金）午後５時まで

　　（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑸ 　提出書類

　　 　競争入札参加申込書及び履行実績を示す契約書の

写し及び仕様書の写し

　⑹ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、令和３年２月22日（月）までに、

令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿へ登録し

た電子メールアドレスに、入札参加資格確認通知書を

交付します。ただし、申請者がメールアドレスを登録

していない場合にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　25bunka@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3248

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）午前９時から令和３年２

月25日（木）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑶の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年３月１日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

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３月10日（水）午前11時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　　川崎市市民文化局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧
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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の「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑶と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、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。

税 公 告

川崎市税公告第６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15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第７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15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第８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15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第９号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

12月

随時分

以降

令和３年２月１日

（12月随時分）
計42件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第10号

　次の市税に係る課税額変更（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３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第４期

分
計４件

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市税公告第11号

　次の市税に係る納税通知書（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３年１月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第４期

分
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第12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18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第13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19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第14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21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第15号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第16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21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第17号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第18号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。
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　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第19号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第20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26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第２号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

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 　指 定 番 号　第1758号

　　氏名又は名称　株式会社日光建設

　　住　　　　所　 東京都大田区東糀谷４丁目11番３－

304号

　　代表者氏名　志田　晃

　　指定年月日　令和３年２月１日

　　有 効 期 限　令和８年１月31日

２ 　指 定 番 号　第1759号

　　氏名又は名称　ホーコー産業株式会社

　　住　　　　所　横浜市都筑区折本町1493番地１

　　代表者氏名　斉藤　充

　　指定年月日　令和３年２月１日

　　有 効 期 限　令和８年１月31日

３ 　指 定 番 号　第1760号

　　氏名又は名称　合同会社ＫＥＩＳＵＩＫＡＩ

　　住　　　　所　川崎市幸区古市場1819番地

　　代表者氏名　呉　京子

　　指定年月日　令和３年２月１日

　　有 効 期 限　令和８年１月31日

４ 　指 定 番 号　第1761号

　　氏名又は名称　株式会社プログレス

　　住　　　　所　 さいたま市岩槻区大字笹久保新田

838番地２

　　代表者氏名　高岡　ジョージ

　　指定年月日　令和３年２月１日

　　有 効 期 限　令和８年１月31日

５ 　指 定 番 号　第1762号

　　氏名又は名称　 株式会社ＷＡＴＥＲ　ＷＯＲＫＳ　

ＷＡＴ

　　住　　　　所　 東京都西東京市ひばりが丘北４丁目

６番20号

　　代表者氏名　綿貫　篤

　　指定年月日　令和３年２月１日

　　有 効 期 限　令和８年１月31日

６ 　指 定 番 号　第1763号

　　氏名又は名称　福島設備

　　住　　　　所　 横浜市港北区箕輪町２丁目16番２－

２号

　　代表者氏名　福島　陽一

　　指定年月日　令和３年２月１日

　　有 効 期 限　令和８年１月31日

７ 　指 定 番 号　第1764号

　　氏名又は名称　株式会社エム設

　　住　　　　所　 神奈川県茅ヶ崎市小和田３丁目15番

64号

　　代表者氏名　水島　伸治

　　指定年月日　令和３年２月１日

　　有 効 期 限　令和８年１月31日

　　　───────────────────
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川崎市上下水道局告示第３号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　令和３年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第511号

　　氏名又は名称　テラルテクノサービス株式会社

　　住　　　　所　 広島県福山市御幸町大字森脇230番

地

　　代表者氏名　（新）菅田　博之

　　　　　　　　　（旧）菅田　博文

　　変更年月日　令和元年６月３日

２ 　指 定 番 号　第555号

　　氏名又は名称　株式会社平工業所

　　住　　　　所　東京都港区東麻布２丁目14番13号

　　代表者氏名　（新）平　光一郎

　　　　　　　　　（旧）平　光彦

　　変更年月日　平成22年10月12日

３ 　指 定 番 号　第599号

　　氏名又は名称　ハナブサ設備

　　住　　　　所　 （新）横浜市西区境之谷14番地23　

石川ハイツ101号

　　　　　　　　　（旧）横浜市南区蒔田町915番地

　　代表者氏名　菊名　輝行

　　変更年月日　令和３年１月10日

４ 　指 定 番 号　第619号

　　氏名又は名称　新開工業株式会社

　　住　　　　所　 東京都杉並区上高井戸１丁目13番３

号

　　代表者氏名　（新）森　隆

　　　　　　　　　（旧）森　務

　　変更年月日　令和元年６月１日

５ 　指 定 番 号　第630号

　　氏名又は名称　有限会社コスモ企画

　　住　　　　所　 （新）川崎市幸区鹿島田１丁目21番

１号ＫＩＲＯＲＯ弐番館

　　　　　　　　　 （旧）川崎市幸区鹿島田1080－６Ｋ

ＩＲＯＲＯ弐番館

　　代表者氏名　小林　茂行

　　変更年月日　平成24年11月19日

６ 　指 定 番 号　第713号

　　氏名又は名称　有限会社相澤管工

　　住　　　　所　 （新）東京都世田谷区大蔵６丁目18

番13号

　　　　　　　　　（旧）川崎市高津区宇奈根719番地

　　代表者氏名　相澤　千治

　　変更年月日　令和３年１月12日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第４号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の廃止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止

を行いましたので告示します。

　　令和３年１月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第386号

　　氏名又は名称　ミズテック株式会社

　　住　　　　所　 神奈川県綾瀬市深谷上１丁目５番１

号

　　代表者氏名　加藤　貴志

　　廃止年月日　令和２年12月25日

２ 　指 定 番 号　第1619号

　　氏名又は名称　富士水道センター

　　住　　　　所　 東京都大田区東糀谷４丁目11番３－

304号

　　代表者氏名　志田　晃

　　廃止年月日　令和２年12月20日

３ 　指 定 番 号　第1674号

　　氏名又は名称　敬水会

　　住　　　　所　 川崎市多摩区菅稲田堤２丁目５番26

号－206号室

　　代表者氏名　呉　京子

　　廃止年月日　令和３年１月31日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第５号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月19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 末長３丁目350ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：高津区末長３－20－14先

至：高津区新作４－11－４先　ほか２件

履行期限 契約の日から345日間

参 加 資 格

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

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

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

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

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

　⑸ 　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ける主観評価項目の合計点が50点以上であること。

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

企業者であること。

　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15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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸300ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区登戸35先

至：多摩区登戸253－１先　ほか３件

履行期限 履行期間契約の日から365日間

参 加 資 格

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

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

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

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

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

「Ａ」で登録されていること。

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

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

業所）」に登録があること。

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

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

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

4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しま

せん。

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

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

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

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

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

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

未満となった場合は専任を要しません。

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

での兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月15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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小田地区下水枝線第45号工事

履行場所 川崎市川崎区小田３丁目地内ほか

履行期限 契約の日から235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 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

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

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑼ 　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15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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター建具改修その１工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期限 契約の日から令和３年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。



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－723－

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「建具」で登録されていること。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本工事の請負金額が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「建具」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

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

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。

　　 　なお、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。

　　 　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

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15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 等々力水処理センター建設機械その71工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期限 契約の日から令和４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。

　　 ※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。
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参 加 資 格

　　 　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。

　　 　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。

　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。

　　 　下水道施設において、吸着脱臭設備の製作及び据付工事の完工実績（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15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１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　潮見台配水所　自家用発電設備（タービン）保守点検委託

履行場所 川崎市宮前区潮見台４－１（潮見台配水所内）

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、

　　種目「電気機械設備保守点検」に登載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

川崎市上下水道局公告第６号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月19日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度入江崎総合スラッジセンター保管焼却灰コンテナ点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区浮島町511番地

履行期限 契約の日から令和３年３月24日まで

参 加 資 格

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

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

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

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

企業者であること。

　⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他」、種目「その他」に登載され

ている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　黒川配水池ほか４箇所　自家用電気工作物保安管理業務委託

履行場所 川崎市麻生区黒川313（黒川配水池内）ほか４箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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「電気・機械設

備保守点検」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。）

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２月９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。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　送配水管布設替工事監督等補助業務委託

履行場所 川崎市中原区上平間1183番地先

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道

及び工業用水道部門」に登載予定であること。（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 　次のいずれかの資格を有するものを業務責任者として配置できること。なお、業務責任者と

作業従事者は兼務できません。

　　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道又は建設関連科目）、上下水道部門又は建設部門の技術

士のいずれかを有する者

　　イ 　１級土木施工管理技士

　　ウ 　土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

　　エ 　一般社団法人全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）、公共工事品質確保

技術者（Ⅱ）又は発注者が認めた同等の資格を有する者

　　オ 　ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（上下水道部門又は建設部門）

　⑸ 　次のいずれかの資格を有するものを作業従事者として配置できること。

　　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道又は建設関連科目）、上下水道部門又は建設部門の技術

士、技術士補（上下水道部門又は建設部門）

　　イ 　１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士

　　ウ 　土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は２

級土木技術者

　　エ 　一般社団法人全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）、公共工事品質確保

技術者（Ⅱ）又は発注者が認めた同等の資格を有する者

　　オ 　ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（上下水道部門又は建設部門）

　　カ　水道関係の技術的行政経験を10年以上有するもの

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２月９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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度地盤変動影響に係る建物等調査委託（単価契約）

履行場所 川崎市内及び本市が特に指定した場所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

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

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

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「補償コンサルタント」、種目「事業損

失部門」に登載予定であること。（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。）

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２月９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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田水源地取水施設撤去に伴う基本設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３丁目23－１番地先（多摩川河川区域内）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　令和３・４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「河川、

砂防及び海岸・海洋部門」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。）

　⑷ 　業務責任者及び照査技術者として、建設部門技術士（河川、砂防及び海岸・海洋）又はＲＣ

ＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋）のいずれかの資格を有する者を配置すること。

　　　ただし、業務責任者と照査技術者は兼任することはできません。

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２月９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。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度上下水道局集配業務委託

履行場所 局指定場所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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

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 　「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

を受けていること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月９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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度入江崎総合スラッジセンター排ガスその他測定業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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。）

　⑷ 　計量法に基づく特定計量証明事業者の認定（認定の区分に水又は土壌中のダイオキシン類の

濃度及び排ガスを含む大気中のダイオキシン類の濃度を含むこと）を受け、かつ計量証明事業

（登録区分に濃度及び特定濃度を含むこと）に登録していること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月９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。
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度南部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 令和３年４月１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」で登載が予定されてい

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登

載予定であること。（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。）

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

類に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

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

な者。

　⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月16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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度中部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年11月19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 　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」で登載が予定されてい

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登

載予定であること。（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。）

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

類に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

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

な者。

　⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小田７丁目600－100㎜配水管及び工水６号配水支管布設替に伴う詳細設計業務委託

履行場所 自：川崎区小田栄２－１先　至：横浜市鶴見区寛政町27－５先

履行期限 令和３年４月１日から令和３年12月14日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道

及び工業用水道部門」に登載予定であること。（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 　業務責任者及び照査技術者として、技術士試験の第二次試験において、上下水道部門技術士

（上水道及び工業用水道）又は総合技術監理部門技術士（上下水道－上水道及び工業用水道）

に合格した技術士を配置すること。

　　　ただし、業務責任者と照査技術者は兼任することはできません。
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参 加 資 格

　⑸ 　業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ

　　恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ

　　恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があること。

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２月９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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　水道用資機材等価格調査及びデータ作成業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所第２庁舎）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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「市場調査」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。）

　⑷ 　平成17年４月１日以降に、水道用資機材等価格調査及びデータ作成業務の元請としての履行

完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月16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13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度西部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市宮前区、高津区地内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」で登載が予定されている

者。（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。）
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参 加 資 格

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登

載予定であること。（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。）

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

類に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

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

な者。

　⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月９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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　水運用システム路上局流量制御設備保守点検委託

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）ほか10箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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「電気・機械設

備保守点検」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。）

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２月16日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

・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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

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

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 デジタル水道メーター（新品）25ｍｍ　4,200個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 令和３年４月１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」、希望種目「水道用品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級

に格付されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 令和３年３月８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。

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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 デジタル水道メーター（新品）13ｍｍ　5,400個

履行場所 川崎市幸区下平間１－11番地　給水装置課

履行期限 令和３年４月１日から令和３年７月31日まで

参 加 資 格

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

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

　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」、希望種目「水道用品」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。

川崎市上下水道局公告第７号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月26日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 令和３年３月８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。

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。

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

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　マンホールポンプ設備更新実施設計委託その１

履行場所 川崎市高津区久地２丁目18番地先ほか

履行期限 契約の日から令和３年６月30日まで

参 加 資 格

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

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

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

部門」に登載されていること。

　⑷ 　過去15年間（平成17年度以降）に契約したマンホールポンプの新設又は改築に伴う、実施設

計（詳細設計）業務の元請としての実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記ウ及びエは兼務できません。

　　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 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者

　　ウ 　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

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

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18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８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26日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　多摩区ほか下水枝線実施設計委託第12号

履行場所 川崎市多摩区、麻生区地内

履行期限 契約の日から令和４年１月31日まで

参 加 資 格

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

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

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

部門」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成27年度以降）に契約した耐震実施設計（レベル１）委託業務を含む、下水

道管きょの新設・詳細設計（開削工法）および新設・詳細設計（推進工法）における実施設計

業務委託の実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

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

　　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

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

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

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

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　中原区下水枝線実施設計委託第13号

履行場所 川崎市中原区地内

履行期限 契約の日から令和３年12月15日まで

参 加 資 格

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

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

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

部門」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成27年度以降）に契約した、次の条件をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　　ア 　耐震実施設計（レベル１・２）委託業務を含む、下水道管きょの開削工法（新設）及び布

設替え工法（改築）に係わる実施設計（詳細設計）の実績

　　イ 　耐震実施設計（レベル１・２）委託業務を含む、下水道管きょの推進工法（小口径）に係

わる実施設計（詳細設計）の実績

　⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記ウ及びエは兼務できません。

　　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　　イ 　建設部門技術士（鋼構造及びコンクリート科目）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート部門）

の資格を有する者又は過去５年間で新設・詳細設計（小口径推進工法）の業務責任者として

実務経験を有する者
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　　ウ 　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

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

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

　　オ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 観音川ポンプ場ほか耐震診断業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜２－24－９ほか

履行期限 契約の日から令和３年11月30日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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26年４月１日以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、

下水道施設（ポンプ場又は処理場）に係る非線形解析による耐震診断業務の元請としての履行

完了実績を有すること。

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

術士（上下水道－下水道）の資格を有する者を配置すること。

　　　なお、業務責任者と照査技術者は兼任することはできません。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度北部下水管内管きょ清掃委託その１

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期限 令和３年４月１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」で登載が予定されている

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登

載予定であること。（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。）

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

類に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

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

な者。

　⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月25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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　長沢浄水場ほか２箇所　守衛業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）ほか２箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　令令和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」で登載が予定されて

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

企業者であること。

　⑸ 　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」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。）

　⑹ 　施設警備２級の検定資格を有する者、若しくは、警備業務について作業の内容判断ができる

技術力及び必要な技能を有する実務経験３年以上程度の者を、各履行場所に配置できること。
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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２月18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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度下作延仮排水所ほか保守点検業務委託

履行場所 川崎市高津区下作延４丁目30 ー 28先ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」・「準市内」で登載が予

定されている者。（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「施設維持管理」、種目「その他の施設

維持管理」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。）

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２月18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。
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（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　マンホールポンプ所ほか保守点検業務委託

履行場所 川崎市全区

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」・「準市内」で登載が予

定されている者。（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「施設維持管理」、種目「その他の施設

維持管理」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 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　排水樋管ゲート等保守点検業務委託

履行場所 川崎市中原区、高津区ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」・「準市内」で登載が予

定されている者。（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「施設維持管理」、種目「その他の施設

維持管理」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 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度麻生水処理センター市民開放施設管理業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」で登載が予定されてい

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

企業者であること。

　⑸ 　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。）

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２月18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。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　生田浄水場ほか６箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）ほか６箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月７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 　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」で登載が予定されている

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」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。）

　⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　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 　一般廃棄物収集運搬許可を有していること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　長沢浄水場ほか３箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年２月28日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」で登載が予定されてい

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」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。）

　⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　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 　一般廃棄物収集運搬許可を有していること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年２月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

・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13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度等々力水処理センターほか場内造園整備業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和４年２月28日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」で登載が予定されてい

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」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。）

　⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　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。

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２月18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14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度入江崎水処理センターほか場内造園整備業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和４年２月28日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」で登載が予定されてい

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

企業者であること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」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。）
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参 加 資 格
　⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　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。

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２月18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１）

競争入札に

付する事項

件　　 名
水江町700ｍｍ－150ｍｍ配水管及び工水３号配水支管

800ｍｍ－200ｍｍ布設替工事

履行場所
自：川崎区水江町１－１先

至：川崎区水江町６－６先

履行期限 契約の日から675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 　令和３・４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　令和３・４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　令和３・４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。

　カ 　「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。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク 　本工事の一般競争入札参加資格

確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員になっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

川崎市上下水道局公告第９号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月26日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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参 加 資 格

　※ 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。）。

　　 　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。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「水道施設」）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。）。

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３月３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「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共

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

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

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

「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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７条第１項第１号に規定する特定工事

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

項を定めます。

　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 木月下水幹線その４工事

履行場所 川崎市幸区矢上地内

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

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

という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　令和３・４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　令和３・４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

　オ 　令和３・４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。

　カ 　「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。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

　※ 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。）。

　　 　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。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　※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。）。

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３月３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「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共

通事項」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 木月１号下水幹枝線工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町、木月２丁目地内ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

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

という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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　ウ 　令和３・４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　令和３・４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 　令和３・４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。

　※ 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。）。　　　

　　 　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。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　令和３・４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。

　※ 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。）。

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３月３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「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共

通事項」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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土橋地区下水枝線第55号工事

履行場所 川崎市宮前区土橋１丁目、土橋６丁目地内ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

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

という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　令和３・４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　令和３・４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 　令和３・４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「下水道推進」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。

　カ 　「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。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

　※ 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。）。

　　 　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。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　※ 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。）。

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３月３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

　　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「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共

通事項」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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 江川ポンプ場ほか建設電気その６工事

履行場所 川崎市中原区井田１－35－１ほか

履行期限 契約の日から令和４年９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 　令和３・４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 　令和３・４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。

　※ 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、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 　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。

　　 　下水道法第二条二の「下水道」に定義される下水道施設（雨水ポンプ場）における自家発電

設備の製作及び据付工事の完工実績（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３月３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「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共

通事項」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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 光ネットワークシステム改築その３工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市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 　令和３・４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 　令和３・４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 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されていること。

　⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑺ 　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請

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

る誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

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。

　　 　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

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３月３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「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共

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

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

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

「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、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。

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

競争入札に

付する事項

件　　 名 戸手ポンプ場汚水沈砂分離機改良工事

履行場所 川崎市幸区戸手４－４－２

履行期限 契約の日から令和３年11月30日まで

参 加 資 格

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

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

　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。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。

　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。

　※ 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。

　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。

　　 　下水道施設において、沈砂分離機の製作及び据付又は整備工事の完工実績。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

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17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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　ろ過池給水管路設置工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から令和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。
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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「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２月17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 等々力・戸手下水圧送管その１工事

履行場所 川崎市幸区下平間、小向西町４丁目地内

履行期限 契約の日から375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40点以上であること。

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

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑼ 　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。

　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。
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参 加 資 格

　　 　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

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22日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力・戸手下水圧送管その２工事

履行場所 川崎市中原区上平間、北谷町地内

履行期限 契約の日から370日間

参 加 資 格

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

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

　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いて、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時に

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

業所）」に登録があること。

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

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本工事の請負金額が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。

　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。
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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22日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力・戸手下水圧送管その３工事

履行場所 川崎市中原区上丸子山王町２丁目、下沼部地内ほか

履行期限 契約の日から350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。

　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

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22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
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宿河原６丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区宿河原５－30－７先

至：多摩区宿河原６－10－10先　ほか２件

履行期限 契約の日から240日間

参 加 資 格

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

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

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

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

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

「Ａ」で登録されていること。

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

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

業所）」に登録があること。

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

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

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

4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しま

せん。

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

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

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

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22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13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 富士見地区ほか下水枝線第104号工事

履行場所 川崎市川崎区富士見１丁目、大師駅前１丁目地内ほか

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「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

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22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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川崎市上下水道局公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月26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 苛性ソーダ１ｔ（単価契約）（下水）

履行場所 入江崎総合スラッジセンター川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級

に格付されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和３年３月10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。

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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ポリ硫酸第二鉄液１ｔ（単価契約）（下水）

履行場所 入江崎総合スラッジセンター川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種目「化学工業薬品」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３月10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。

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。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 自動車賃貸借８台一式（軽貨物）その１

履行場所 局指定場所

履行期限 令和３年６月１日から令和９年５月31日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　入札期日において、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」、希望種目「車両」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和３年３月11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。

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。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 自動車賃貸借８台一式（軽貨物）その２

履行場所 局指定場所

履行期限 令和３年７月１日から令和９年６月30日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　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」、希望種目「車両」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付

されていること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和３年３月11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。

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。
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上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第７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２月10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

　　　自動車賃貸借４台一式（普通特種）

　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７月１日～令和10年６月30日

　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「リー

ス」のうち種目「車両」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25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２月10日（公告日）～令和３年２

月25日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、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

明する次の書類を、競争入札参加の申込時に提出しな

ければなりません。

　⑴ 　納入物品のカタログ等（調達予定車種がわかるよ

うに目印等を入れること）

　　 　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、この物品のリース及び役務を

確実に履行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物品のリース及び役

務を確実に履行できることを証明する書類等の提出

後に納入予定のリース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18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

　　川崎市上下水道局経営管理部管財課　担当　三浦

　　電話　044－200－2875
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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 　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２月10日（公告日）～令和３年２月25日

　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上

下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　持参による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、窓口での

対応となります。３⑴が質問書の配布、持参の場

所となります。

　　　 　持参により質問書を提出する場合には、紙の質

問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい（どちらか一方の場合には、質問は受付いた

しません。）。

　　　 　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２月10日（公告日）～令和３年２月25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 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和３年３月12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

いたしません。

　　　 　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。

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３月12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３月12日の正午までの間に、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

　　　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23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23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19日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月23日　午前10時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ
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ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

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 　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 of the products to be leased:

　　　Special purpose automobile leasing.

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　9:30A.M. 23 March 2021

　　ｂ　Direct delivery

　　　　10:30A.M. 23 March 2021

　　ｃ　By mail

　　　　19 March 2021

　⑶ 　Contract point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

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８号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年２月10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

　　　自動車賃貸借11台一式（Ｗキャブ）

　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９月１日～令和10年８月31日

　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「リー

ス」のうち種目「車両」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25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
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　　　　　　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２月10日（公告日）～令和３年２

月25日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、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

明する次の書類を、競争入札参加の申込時に提出しな

ければなりません。

　⑴ 　納入物品のカタログ等（調達予定車種がわかるよ

うに目印等を入れること）

　　 　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、この物品のリース及び役務を

確実に履行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物品のリース及び役

務を確実に履行できることを証明する書類等の提出

後に納入予定のリース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18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

　　川崎市上下水道局経営管理部管財課

　　担当　三浦

　　電話　044－200－2875

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 　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２月10日（公告日）～令和３年２月25日

　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上

下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　持参による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、窓口での

対応となります。３⑴が質問書の配布、持参の場

所となります。

　　　 　持参により質問書を提出する場合には、紙の質

問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい（どちらか一方の場合には、質問は受付いた

しません。）。

　　　 　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２月10日（公告日）～令和３年２月25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 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和３年３月12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

いたしません。
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　　　 　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。

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３月12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３月12日の正午までの間に、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

　　　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23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23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19日必着

　　（イ）入札書の提出先　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月23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 　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 of the products to be leased:

　　　Truck with extended cab leasing.

　⑵ 　Time limit for tender:

　ａ　By electronic bidding system

　　　9:30A.M. 23 March 2021

　ｂ　Direct delivery

　　　10:30A.M. 23 March 2021

　ｃ　By mail

　　　19 March 2021

　⑶ 　Contract point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　TEL:044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 
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the contract procedures.

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第９号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度　給配水情報管理システムデータ修正

業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所第２庁舎内）

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月22日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、給配水情報管理システムのデータ

修正に伴い、局事業所に設置された端末機器を用い

たデータの入力作業等を単価契約にて行うものです。

　　　給配水情報管理システムデータ修正業務一式

　　　※　詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は、競争入札参加申込書を４⑵の期間中に３⑴の場

所に書留郵便又は持参により提出してください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業

務」に登載されていること。

　　 　なお、令和３・４年度競争入札参加資格申請を行

っていない者（入札参加業種・種目に登載のない者

を含む。）で当該入札に参加を希望する者は、令和

３年２月26日までに川崎市財政局資産管理部契約課

で所定の様式により、競争入札参加資格審査申請の

手続きを行ってください。

　⑷ 　平成17年４月１日以降に、水道事業体からＧＩＳ

ソフトウェアによる水道施設データ更新業務の元請

としての履行完了実績を有すること。

　⑸ 　公的認証機関から、セキュリティ管理に係る日本

工業規格「JIS Q 27001/ISMS」又は「JIS Q 15001/

プライバシーマーク」の付与認定を受けていること。

　　※ 　２⑷～⑸に関しましては、10⑵を必ずお読みく

ださい。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます

　　 （川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札情報（委託）」の「入札公表（上下水道局）」の「入

札公表詳細」に掲載）。

　　※ 　「入札情報かわさき」のアドレス：http://

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

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　令和３年２月10日～令和３年２月26日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の提出方法及び提出期間

　⑴ 　競争入札参加申込書等提出方法

　　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所に書留郵便又

は持参により提出してください。

　　 　各書類は、川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上下水

道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。インターネ

ットからの取得ができない場合には、３⑴の場所に

て、３⑵の期間に配布します。

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和３年２月10日～令和３年２月25日　必着

　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵便

により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和３年２月10日～令和３年２月26日

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は、電子ファイルのダウンロード

により取得してください。

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」内「入札公表（上下水道局）」に掲げる

「入札公表詳細」からＰＤＦファイル「見積用設計図

書類」をダウンロードすることができます。インター

ネットから取得できない場合には、３⑵の期間に、３

⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す



（第1,812号）令和３年(2021年)２月10日 川 崎 市 公 報

－764－

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所に書留郵

便又は持参により、次の期間に提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問は受付いたし

ません。）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和３年２月10日～令和３年３月２日　必着

　　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵

便により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和３年２月10日～令和３年３月３日

　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑶ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年３月15日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法については、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の「ダウンロー

ドコーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」

に掲げる「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧

ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、令和３年３月15日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、令和３年３月15日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年３月15日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知し

ているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落札

候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加資

格の有無を審査します。この結果、入札参加資格がな

く申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の記載における注意事項

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜価格をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出及び入札方法

　　ア 　書留郵便による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年３月22日　必着

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入札

書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び「入

札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送付して

ください。

　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の場所

に必ず電話をしてください。

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年３月23日　午後１時30分

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　⑶ 　入札予定日時
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　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑷ 　入札場所

　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は後日、再度入札を行い

ます。（詳細につきましては、再入札となることが

決定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいた

します。）

10 　落札者の決定及び競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、入札価格

が調査基準価格を下回っている場合には、併せてそ

の者の入札価格による当該契約の適正な履行確保に

ついての可否を判断し、落札者として決定します。

これらの審査の結果、当該落札候補者に資格がない

と認めたとき又はその者の入札価格によっては、当

該契約の適正な履行が確保されない恐れがあると認

められるときは当該入札を無効とし、順次、価格の

低い入札者について、必要に応じて、同様の審査を

実施し落札者を決定します。調査基準価格の設定

額については、案件ごとに個別設定をしていますの

で、入札情報かわさきに掲げている「川崎市上下水

道局業務委託低入札価格調査取扱要領・運用指針」

を御覧ください。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者については、「入札参加条件確認（申

請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中から取得してください。）、２⑷～

⑸の条件を満たす事項を確認することができる書類

を担当課（川崎市上下水道局水道部水道計画課　住

所：川崎市宮本町１番地　川崎市役所第２庁舎２階

　電話：044－200－2483）に持参し、確認を受けて

ください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加

条件の確認ができないため無効となる場合があり

ますので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供（振替債を除く。）又は金融機関若

しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納

付に代えることができます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　奥山

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　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。

　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可決により生

じます。

13 　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Reiwa 3:

　　　 Inputting revised data to the information 

management system regarding water supply and 

distribution

　⑵ 　Time limit for tender:
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　　ａ　Direct delivery

　　　　1:30P.M. 23 March 2021

　　ｂ　By mail

　　　　22 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: 044-200-2097

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第10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２月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度入江崎総合スラッジセンター焼却灰等

再利用運搬処分業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、入江崎総合スラッジセンターの汚

泥焼却設備より発生する下水汚泥焼却灰、焼却砂を

再利用するために、再利用施設へ運搬し処分（セメ

ント原料化）するものです。

　　　焼却灰等収集運搬業務 １ｔ

　　　焼却灰等処分業務 １ｔ

　　　（予定数量　ばいじん4,225ｔ、燃え殻147ｔ）

　　　※　詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は、競争入札参加申込書を４⑶の期間中に３⑴の場

所に書留郵便又は持参により提出してください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　　本業務委託の入札は、混合入札により執行します。

　 　入札に参加を希望する者は、川崎市上下水道局下水

汚泥焼却灰処分等委託共同企業体取扱要綱（以下「要

綱」という。）に規定する共同企業体、又は単体企業

とし、次の条件を全て満たさなければなりません。

　 　共同企業体を構成する場合の構成員数は２者以上と

し、共同企業体の代表企業を入札に参加する代表者と

します。また、⑶及び⑷の要件については、共同企業

体の各構成員が分担して要件に適合することで補完し

合い、共同企業体として全ての要件を満たす必要があ

ります。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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「産業廃棄物収集運

搬業」及び「産業廃棄物処分業」に登載されている

こと。

　　 　なお、令和３・４年度競争入札参加資格申請を行

っていない者（入札参加業種・種目に登載のない者

を含む。）で当該入札に参加を希望する者は、令和

３年２月26日までに川崎市財政局資産管理部契約課

で所定の様式により、競争入札参加資格審査申請の

手続きを行ってください。

　⑷ 　次の条件を全て満たしていること。

　　ア 　積出地及び運搬先において産業廃棄物収集運搬

業の許可を有しており、許可品目の種類にばいじ

ん・燃え殻が含まれていること

　　イ 　運搬先において産業廃棄物処分業の許可を有し

ており、許可品目の種類にばいじん・燃え殻が含

まれていること

　　※ 　２⑷に関しましては、10⑵を必ずお読みくださ

い。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます

　（ 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」の「入札公表（上下水道局）」の「入

札公表詳細」に掲載）。

　　※ 　「入札情報かわさき」のアドレス：http://

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

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　 　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　令和３年２月10日～令和３年２月26日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の提出方法及び提出期間

　⑴ 　共同企業体の競争入札参加申込書等提出方法

　　 　以下のア～ウの書類を３⑴の場所に書留郵便又は

持参により提出してください。

　　 　各書類は、川崎市ホームページ「入札情報かわさ
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き」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上下水

道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。インターネ

ットからの取得ができない場合には、３⑴の場所に

て、３⑵の期間に配布します。

　　　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委任状（要綱第１号様式）

　　ウ 　共同企業体協定書（要綱第２号様式）

　⑵ 　単体企業の競争入札参加申込書提出方法

　　 　４⑴アの書類を３⑴の場所に書留郵便又は持参に

より提出してください。

　⑶ 　提出期間

　　 　共同企業体・単体企業ともに、提出期間は同じで

す。

　　ア 　書留郵便により提出する場合　

　　　　令和３年２月10日～令和３年２月25日　必着

　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵便

により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和３年２月10日～令和３年２月26日

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は、電子ファイルのダウンロード

により取得してください。

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」内「入札公表（上下水道局）」に掲げる

「入札公表詳細」からＰＤＦファイル「見積用設計図

書類」をダウンロードすることができます。インター

ネットから取得できない場合には、３⑵の期間に、３

⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所に書留郵

便又は持参により、次の期間に提出してくださ

い。（どちらか一方の場合は、質問は受付いたし

ません。）

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和３年２月10日～令和３年３月２日　必着

　　　　※ 　郵送により提出する場合には、必ず書留郵

便により送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和３年２月10日～令和３年３月３日

　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑶ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年３月15日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法については、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の「ダウンロー

ドコーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」

に掲げる「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧

ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、令和３年３月15日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレス（共同企業体の場合は代表者の

メールアドレス）に、令和３年３月15日に確認通知書

を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和３年３月15日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知し

ているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落札

候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加資
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格の有無を審査します。この結果、入札参加資格がな

く申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の記載における注意事項

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜価格をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出及び入札方法

　　ア 　書留郵便による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年３月22日　必着

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話をしてください。

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年３月23日　午後１時30分

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　⑶ 　入札予定日時

　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑷ 　入札場所

　　　「入札公表詳細」を参照してください。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は後日、再度入札を行い

ます。（詳細につきましては、再入札となることが

決定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいた

します。）

10 　落札者の決定及び競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、入札価格

が調査基準価格を下回っている場合には、併せてそ

の者の入札価格による当該契約の適正な履行確保に

ついての可否を判断し、落札者として決定します。

これらの審査の結果、当該落札候補者に資格がない

と認めたとき又はその者の入札価格によっては、当

該契約の適正な履行が確保されない恐れがあると認

められるときは当該入札を無効とし、順次、価格の

低い入札者について、必要に応じて、同様の審査を

実施し落札者を決定します。調査基準価格の設定

額については、案件ごとに個別設定をしていますの

で、入札情報かわさきに掲げている「川崎市上下水

道局業務委託低入札価格調査取扱要領・運用指針」

を御覧ください。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者については、「入札参加条件確認（申

請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中から取得してください。）、２⑷の

条件を満たす事項を確認することができる書類を担

当課（川崎市上下水道局入江崎総合スラッジセンタ

ー　住所：川崎市川崎区塩浜３－24－12　電話：

044－287－7212）に持参し、確認を受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加

条件の確認ができないため無効となる場合があり

ますので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める
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有価証券の提供（振替債を除く。）又は金融機関若

しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納

付に代えることができます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　奥山

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　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。

　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可決により生

じます。

13 　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Reiwa 3:

　　　 Transportation and disposal of sewage sludge 

ash for

　　　Iriezaki General Sludge Center

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　1:30P.M. 23 March 2021

　　ｂ　By mail

　　　　22 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: 044-200-2097

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第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19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

　　　タイヤ（275）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における令和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「自動

車」、種目「タイヤ」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」→「入札公表」→「交

通局物品入札公表一覧」→「令和３年度」からも

ダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月19日から令和３年１月22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
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15分まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「入札公表」→「交通局物品入札公表一覧」

→「令和３年度」からもダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を令和３年１月27日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　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

　⑴ 　入札方法

　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算定

してください。入札書には、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、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２月３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　令和３年１月27日から令和３年２

月３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。）

　　（ 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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月５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

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、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

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第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19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

　　　尿素水（ＡｄＢｌｕｅ）　36,200リットル

　⑵ 　購入物品の特質等
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　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　 　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、鷲ヶ峰

営業所及び菅生営業所

　⑷ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和３年９月30日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における令和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「薬品」、

種目「化学工業薬品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」→「入札公表」→「交通局

物品入札公表一覧」→「令和３年度」からもダウン

ロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月19日から令和３年１月22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

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「入札公表」→「交通局物品入札公表一覧」

→「令和３年度」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年１月27日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１リットル当たりの単価に予定数量を乗じた総価

で行います。この金額には、その他一切の諸経費を

含めて算定してください。入札書には、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、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２月３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　令和３年１月27日から令和３年２

月３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。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月５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

　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
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ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、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

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第５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19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

　　　バス車両用シート表皮材購入（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　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 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　入札参加者の資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における令和３・４年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目

「自動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホー

ムページ内「入札情報」→「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。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月19日から令和３年１月22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

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　※ 　入札説明書は３⑵の期間中に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」からダウンロードでき

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年１月28日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様等に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　担当　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとの１平方メートル当たりの単価に予定数

量を乗じた総価で行います。この金額には、その他
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一切の諸経費を含めて算定してください。入札書に

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、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２月４日　必着

　　（イ）宛　先　　〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　　（ ア）提出期間　令和３年１月28日から令和３年２

月４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。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月８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。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

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第６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19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

　　　西鉄車体技術製（車体部品）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　交通局が指定する場所

　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 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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「自動車」、種目「自

動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

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

ウンロードもできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月19日から令和３年１月22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

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「入札公表」→「交通局物品入札公表一覧」

→「令和３年度」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年１月28日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

と予定数量を乗じた総価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、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、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

記載してください。

　　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して

ください。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　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２月４日　必着

　　（イ）宛　先　　 〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　　（ ア）提出期間　令和３年１月28日から令和３年２

月４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。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月８日　午前11時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、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

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。
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　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第７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21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

　　　令和３年度広告物、絵画等取付・取外業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、鷲ヶ峰

営業所及び菅生営業所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　バス車内額面及び車内ちらし公告並びにギャラリ

ーバス車内絵画等の取付作業及び取外作業を行う

（詳細は仕様書のとおり）。

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【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「その他」、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

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

　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21日から令和３年１月26日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　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年年１月29日までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部　管理課　都築

　　電話　044－200－2491

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２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

　　 　１作業あたりの単価に予定作業数を乗じた総価で

行います。この金額には、その他一切の諸経費を含

めて算定してください。入札者は、算定した金額か

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２月５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２月５日までの午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

（土曜日及び日曜日を除く。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月９日　午前10時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金
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　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、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

　　 　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。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第８号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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

　　　ワイシャツ・半袖ワイシャツの購入

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　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 　業務概要

　　 　交通局被服購入における物件単価契約。ワイシャ

ツ865着、半袖ワイシャツ557着を予定数量とする。

なお、予定数量は、あくまで予定であり、発注数を

保証するものではありません。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 　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「衣料用品」、種目「衣

服」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 　この（製造）物品について平成23年４月１日以降

に類似の契約実績があること。

　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２

（４）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25日から令和３年１月28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年年２月１日までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部　庶務課　労務担当　高尾　

　　電話　044－200－3230

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、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
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の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　単価と予定数量を乗じた総価で行います。この金

額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ

さい。入札者は、算定した金額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２月８日　必着

　　（イ）宛　先　　 〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市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２月８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。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月10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。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

　　 　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。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第９号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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

　　　男性制服上着・ズボン・夏ズボンの購入

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　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 　業務概要

　　 　交通局被服購入における物件単価契約。男性制服

上着174着、男性制服ズボン217着、男性制服夏ズボ

ン481着を予定数量とする。なお、予定数量は、あ

くまで予定であり、発注数を保証するものではあり

ません。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 　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「衣料用品」、種目「衣

服」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 　この購入（製造）物品について平成23年４月１日

以降に類似の契約実績があること。

　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。
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　⑴ 　提出書類

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書及び上記２

（４）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25日から令和３年１月28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年年２月１日までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部　庶務課　労務担当　高尾

　　電話　044－200－3230

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、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

　　 　単価と予定数量を乗じた総価で行います。この金

額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ

さい。入札者は、算定した金額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２月８日　必着

　　（イ）宛　先　　 〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市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２月８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。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月10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。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

　　 　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。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第10号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月26日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　
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 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ＵＤトラックス純正部品購入

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　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 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車用品」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続き

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」→「入札公表」→「交

通局物品入札公表一覧」→「令和３年度」からも

ダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月26日から令和３年１月29日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「入札公表」→「交通局物品入札公表一覧」

→「令和３年度」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年２月３日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　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

　⑴ 　入札方法

　　 　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

た明細書に記載された割引率を適用して算出した割

引後の価格とします。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　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２月10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　令和３年２月３日から令和３年２

月10日までの午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで（土曜日及び日曜日を

除く。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月15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
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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。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

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第11号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月26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

　　　三菱ふそうトラック・バス純正部品購入

　⑵ 　納入場所

　　　交通局が指定する場所

　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 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車用品」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続き

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」→「入札公表」→「交

通局物品入札公表一覧」→「令和３年度」からも

ダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月26日から令和３年１月29日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「入札公表」→「交通局物品入札公表一覧」

→「令和３年度」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年２月３日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　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
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のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　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

た明細書に記載された割引率を適用して算出した割

引後の価格とします。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　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２月10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　令和３年２月３日から令和３年２

月10日までの午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで（土曜日及び日曜日を

除く。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月15日　午前10時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、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

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第12号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月26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

　　　更生タイヤ購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における令和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「自動

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

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」→「入札公表」→「交

通局物品入札公表一覧」→「令和３年度」からも

ダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月26日から令和３年１月29日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を令和３年２月３日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　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

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、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、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２月10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　令和３年２月３日から令和３年２

月10日までの午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで（土曜日及び日曜日を

除く。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月15日　午前11時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、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

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



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－783－

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第13号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月26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

　　　タイヤ更生修理（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における令和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「自動

車」、種目「タイヤ」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」→「入札公表」→「交

通局物品入札公表一覧」→「令和３年度」からも

ダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年１月26日から令和３年１月29日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を令和３年２月３日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　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

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、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、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２月10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　令和３年２月３日から令和３年２

月10日までの午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで（土曜日及び日曜日を

除く。）

　　（イ）提出先　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　
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川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月15日　午前11時20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。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

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第14号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年１月27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

　　　燃料給油所、給油レジスター購入

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所、井田営業所、鷲ヶ峰営業所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　燃料給油所に関する給油レジスター購入交換作業

（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【製造の請負・物件供給】

有資格業者名簿に、業種「コンピュータ」、種目「コ

ンピュータ」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

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

　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27日から令和３年２月２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」

→「交通局物品入札公表一覧」→「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２月８日までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　運輸係　伊藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失
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　 　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２月15日　必着

　　（イ）宛　先　　 〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　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２月15日までの、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま

で（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　（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 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年２月17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

　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。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第３号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和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条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、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
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　　　 　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

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、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。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する包埋装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年２月９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２月５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２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する下肢牽引装置の調達

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 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年２月９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２月５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３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用するベッドサイドモニタの調達

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 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年１月27日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年２月２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29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 井田病院で使用する軽油（非常用自家発電機用燃料）の調達

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 契約締結日から令和３年３月26日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「燃料・油脂類」

種　目　「石油製品・オイル」

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25日から令和３年２月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年２月９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２月５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

入札書作成時の

注　意　事　項

○　入札は、総価で行います。

○ 　入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

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。

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市病院局公告第４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

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。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院一般廃棄物収集運搬業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 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　「廃棄物関連業務」

種　目　「一般廃棄物収集運搬業」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること

（許可証明書の写しは参加申し込み時に提出すること）

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19日　午前10時00分（案件１と案件２は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月17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２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院一般廃棄物収集運搬業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期限 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　「廃棄物関連業務」

種　目　「一般廃棄物収集運搬業」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること

（許可証明書の写しは参加申し込み時に提出すること）

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19日　午前10時00分（案件１と案件２は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月17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３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院消防設備等点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 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　「消火設備保守点検」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19日　午前10時00分（案件３と案件４は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月17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 井田病院消防設備等点検業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 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　「消火設備保守点検」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19日　午前10時00分（案件３と案件４は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月17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５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院古紙（段ボール・新聞紙等）リサイクル収集運搬業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 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　「廃棄物関連業務」

種　目　「一般廃棄物収集運搬業」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること

（許可証明書の写しは参加申し込み時に提出すること）

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19日　午前10時00分（案件５と案件６は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月17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 井田病院古紙（段ボール・新聞紙等）リサイクル収集運搬業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期限 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　「廃棄物関連業務」

種　目　「一般廃棄物収集運搬業」

地域区分 「市内」

そ の 他
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を自社において有すること

（許可証明書の写しは参加申し込み時に提出すること）

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19日　午前10時00分（案件５と案件６は合併入札）

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月17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７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 電離放射線個人線量測定業務委託

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 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　「調査・測定」

種　目　「その他調査測定」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19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２月17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８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院胎盤及び産あい物処理業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 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　「その他業務」

種　目　「その他」

地域区分 設定しません。

そ の 他

えなその他出産に伴う産あい物処理業取締条例により神奈川県内において

処理業者として許可を自社において有すること

（許可証明書の写しは参加申し込み時に提出すること）

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19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２月17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９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院小児科病棟保育業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 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　「その他業務」

種　目　「介護、保育、福祉の業務サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19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２月17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10）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院内保育室調理業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院　院内保育室）

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　「給食調理業務」

種　目　「給食サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 アレルギー食・アレルギーミルクの提供が可能なこと。

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19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２月17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11）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 イントラパソコン・プリンタ等保守委託

履行場所

川崎市川崎区砂子１－８－９（病院局）

川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 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　「電算関連業務」

種　目　「その他の電算関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他

競争参加の申込 令和３年１月25日から令和３年２月３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２月19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２月17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４号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条

の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま

す。

　　令和３年２月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　調達の名称

　⑴ 　川崎市立川崎病院で使用するガスの調達

　⑵ 　川崎市立井田病院で使用するガスの調達

　⑶ 　川崎市立井田病院で使用する電気の調達

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　⑴ 　令和２年12月11日

　⑵ 　令和２年12月11日

　⑶ 　令和２年12月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　東京瓦斯　株式会社　都市エネルギー事業部

　　　都市エネルギー事業部長　小西　康弘

　　　東京都港区海岸一丁目５番20号

　⑵ 　東京瓦斯　株式会社　都市エネルギー事業部

　　　都市エネルギー事業部長　小西　康弘

　　　東京都港区海岸一丁目５番20号

　⑶ 　九電みらいエナジー　株式会社　

　　　代表取締役　水町　豊

　　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号

５ 　契約金額

　⑴ 　217,081,667円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

　⑵ 　64,400,112円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

　⑶ 　118,949,124円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　⑴ 　一般競争入札

　⑵ 　一般競争入札

　⑶ 　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　⑴ 　令和２年11月10日

　⑵ 　令和２年11月10日

　⑶ 　令和２年11月25日

　　　───────────────────
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川崎市病院局公告（調達）第５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２月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

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。

　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
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　 　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 カーテンの賃貸借及び保守に関する契約

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和８年３月31日（５年間の長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「リース」

種　目　「その他」

そ の 他

○ 　平成23年４月１日以降に、病床規模400床以上の病院において、本件と類似の契

約実績があること。（申込時に契約書の写しを提出すること。）

○　仕様書の内容を順守し、誠実かつ確実に業務を履行できること。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２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３月12日　午後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３月10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:

　　Lease and maintenance of curtains used at Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital.

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. 12th March 2021

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　10th March 2021

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management PlanningOffice,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)
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教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第１号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和３年１月19日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和３年１月26日（火）14時00分から

２ 　場　所　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　事

　　議案第40号　 川崎市基金条例の一部を改正する条例

の制定について

　　議案第41号　 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事

業の契約の変更について

　　議案第42号　 今後の市民館・図書館のあり方（案）

について

　　議案第43号　 川崎市立労働会館及び川崎市教育文化

会館再編整備基本計画（案）について

４ 　その他報告等

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第８号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律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22日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この広告により

滞納処分に

着手しうる日

件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料
５期

令和３年２月２日

（５期）
計１件

令和

２年度

国民健康

保険料
６期

令和３年２月２日

（６期）
計26件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第９号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22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10号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により滞

納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

後期高齢者

医療保険料
第６期

令和３年２月２日

（第６期分）
計３件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第11号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度
介護保険料 第９期

令和３年２月２

日（第９期分）
計19件

（別紙省略）
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川崎市川崎区公告第12号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律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22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３号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料
第１期

令和３年２月２日

（第１期分）
　計３件

令和

２年度

国民健康

保険料
第２期

令和３年２月２日

（第２期分）
　計４件

令和

２年度

国民健康

保険料
第３期

令和３年２月２日

（第３期分）
　計６件

令和

２年度

国民健康

保険料
第４期

令和３年２月２日

（第４期分）
　計８件

令和

２年度

国民健康

保険料
第５期

令和３年２月２日

（第５期分）
　計９件

令和

２年度

国民健康

保険料
第６期

令和３年２月２日

（第６期分）
　計６件

令和

２年度

国民健康

保険料
第７期

令和３年２月２日

（第７期分）
　計36件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第６号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料
第１期 令和３年２月２日 計３件

令和

２年度

国民健康

保険料
第２期 令和３年２月２日 計２件

令和

２年度

国民健康

保険料
第３期 令和３年２月２日 計２件

令和

２年度

国民健康

保険料
第４期 令和３年２月２日 計１件

令和

２年度

国民健康

保険料
第５期 令和３年２月２日 計３件

令和

２年度

国民健康

保険料
第６期 令和３年２月２日 計６件

令和

２年度

国民健康

保険料
第７期 令和３年２月２日 計23件

令和

２年度

国民健康

保険料

過随10

月
令和３年２月２日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第７号

　次の国民健康保険料に係る滞納処分書類を別紙記載の

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22日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

国民健康保険料に係る滞納処分書類

差押解除通知書１件
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　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第８号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度
介護保険料 第９期 令和３年２月２日 計１件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第７号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22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８号

　後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第

112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22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９号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律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22日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第３号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

介護

保険料
第６期

令和３年２月２日

（第６期分）
計１件

令和

２年度

介護

保険料
第７期

令和３年２月２日

（第７期分）
計２件

令和

２年度

介護

保険料
第８期

令和３年２月２日

（第８期分）
計２件

令和

２年度

介護

保険料
第９期

令和３年２月２日

（第９期分）
計13件

（別紙参照）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第４号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。
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　　令和３年１月22日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

後期高齢者

医療保険料
第４期

令和３年２月２日

（第４期分）
計１件

令和

２年度

後期高齢者

医療保険料
第５期

令和３年２月２日

（第５期分）
計１件

令和

２年度

後期高齢者

医療保険料
第６期

令和３年２月２日

（第６期分）
計１件

（別紙参照）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第５号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律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25日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料
第２期 令和３年２月２日 計１件

令和

２年度

国民健康

保険料
第３期 令和３年２月２日 計２件

令和

２年度

国民健康

保険料
第４期 令和３年２月２日 計３件

令和

２年度

国民健康

保険料
第５期 令和３年２月２日 計５件

令和

２年度

国民健康

保険料
第６期 令和３年２月２日 計17件

令和

２年度

国民健康

保険料
第７期 令和３年２月２日 計24件

（別紙省略）

　　　───────────────────

宮前区公告第６号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。　

　　令和３年１月27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）

　　　───────────────────

宮前区公告第７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27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）

　　　───────────────────

宮前区公告第８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27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）
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多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第２号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律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22日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度

後期高齢者

医療保険料
第６期

令和３年２月２日

（第６期分）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第３号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

令和

２年度
介護保険料 第９期 令和３年２月２日 ７件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第４号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律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22日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第５号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します。

　　令和３年１月29日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

　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）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第３号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律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22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４号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日



川 崎 市 公 報 （第1,812号）令和３年(2021年)２月10日

－803－

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第５号

　後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第

112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年１月22日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

　（別紙省略）
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